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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男 4,023人（－14） 　計 8,346人（－19）
女 4,323人（－５）世帯数3,326世帯（－８）

令和３年５月１日現在（　）は前月比　

　気高地域振興会議の新たな委員12名が決定しまし
た。
　地域振興会議は、鳥取市の一体的な発展に資する
新市域の振興を目的として、合併前の旧町村区域に
設置され、市長の諮問に応じての答申や、調査・審
議を行います。
　4月27日（火）、気高町総合支所で開催された第
１回気高地域振興会議では、はじめに会長・副会長
の互選を行い、会長に河根裕二さん、副会長に久野
壯さんが選出されました。そのほか、地域振興会議
スケジュール、支所関係当初予算などについての説
明、協議が行われました（議事録を2ページに掲載
しています）。

委員名簿（敬称略）

地 原　　 伸 久 野　　 壯 塩 田　 則 夫

河 根　 裕 二 木 下　 公 明 渡 辺　 雅 子

鈴 木　 陽 子 宇津原あけみ 田 中　 敦 志

近 藤　 可 菜 松 井　 千 晶 澤 口　 和 也

※任期：令和３年４月１日～令和５年３月31日（２年間）

委員を代表して三谷支所長から委嘱状を受け取る河根さん（左）

第１回気高地域振興会議の様子

気高地域振興会議

委員決定委員決定！！！！

編集・発行　気高町総合支所 地域振興課　鳥取市気高町浜村282-1
〒689-0331    0857-82-0011　  0857-82-1067
　　　　　　  kt-chiiki@city.tottori.lg.jp

支所・主な施設への直通電話

地域振興課　 82-0011
産業建設課　 82-3154
鳥取西地域
工事事務所 82-3155
気高図書館　 37-6036
気高人権福祉センター 82-3363
浜村保育園　 82-0101

市民福祉課　 82-3170
教育委員会事務局
気高町分室 82-3158
鳥取市西部地域
包括支援センター 30-7780
気高児童館　 82-2632
気高町コミュ
ニティセンター 82-1411
ひかり保育園 82-0508

※夜間・休日に支所にご用のある方は 82-0011へ
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【委】委員【事】事務局
令和３年度気高町総合支所の

主な事業について
【委】気高循環バスと絹見バスに係る経

費内訳はどうか。小さな拠点整備
について、浜村地区以外の今後の
動きはどうか。

【事】気高循環バスの経費は、気高・鹿
野地域を運行する循環バス運転経
費を委託費として計上していま
す。絹見バスの経費は、浜村・青
谷間を運行するバス運転経費で
す。小さな拠点整備事業について
は、小学校統合準備と合わせなが
ら、それぞれの地区で取り組んで
頂くよう呼びかけをしていきたい
と考えています。

【委】気高循環バスに関連して、気高に
タクシー営業所がなくなり、車を
運転できない方にとっては非常に
不便である。他の地区では、地域

でコミュニティバスを運営してい
るところもある。気高地域も対策
を考える必要があるのでは。

【事】地域生活交通会議を設置し検討す
る予定です。

【委】地域生活交通は重要問題だと思
う。確認だが、市が住民の意見を
聞く場はどこになるのか。

【事】地域振興会議でも意見は伺います
し、地域生活交通会議が議論の場
になると思います。

【委】浜村温泉活性化と気高町コミュニ
ティセンター老朽化対策について
考えを伺う。

【事】地域住民組織で浜村温泉館の再生
に向けて検討されてきましたが、
地域住民組織での運営を断念する
結果となっています。現在、浜村
温泉館の一部を非営利活動団体が
事務所として使用している状況で
す。今後、約２年間はそのまま利
用して頂き、その後民間提案制度
によって利用者を募集する予定で
す。

　　気高町コミュニティセンターの施
設更新については、検討組織を立
ち上げる予定です。

【委】いろんな分野で補助制度があると

思うが、簡単に情報が得られない。
【事】気高地域で活用できそうな補助事

業一覧（案）を作りたいと思いま
す。

【委】小学校統合について、今後のスケ
ジュールはどうか。コミュティセ
ンターの施設更新や学校跡地の問
題が影響してくるのでは。

【事】小学校統合については、今年度中
に場所を決定するスケジュールで
進めています。場所が決まらない
と他の動きもできないと考えてい
ます。

【委】農道、市道の修繕はどのような対
応となっているか。

【事】農道の場合、地元へ修繕に必要な
原材料を支給し修繕を行っていた
だく対応、また市が修繕を行い、
修繕費の２割を地元に負担してい
ただく制度があります。市道につ
いては、直ちに修繕が必要な場合、
産業建設課までご連絡ください。
緊急性がない場合は、地区要望で
ご報告いただきますようお願いし
ます。

※地域振興会議の資料や詳しい議事概要は、
　鳥取市公式ウェブサイトをご覧ください。

令和３年度
気高地域振興会議
第１回　４月 27日（火）

　４月30日(金)、気高町総合支所で気高地域の交通安全指
導員に感謝状の贈呈を行いました。鳥取市交通安全対策協
議会では、長年にわたり日々の交通安全指導やイベントへ
の警備協力などをしてくださる交通安全指導員に、勤続10
年を目安として感謝状を贈呈しています。このたびは、田
中寛一さん（勤続39年）、飯田正徳さん（勤続23年）、飴
谷明美さん（勤続21年）、松本弥生さん（勤続10年）に贈
られました。長年にわたり、気高地域の交通安全指導に携
わっていただきありがとうございます。今後ともよろしく
お願いいたします。

交通安全指導員に感謝状贈呈

下段左から、飴谷さん、田中さん、飯田さん

　文部科学省は、毎年読書への意欲を高めるために特色のある活動を
している学校や図書館、団体・個人を表彰しており、このたび、気高
図書館が「子どもの読書活動優秀実践図書館」として表彰されました。
　気高図書館では、毎月の読み聞かせや本のリサイクル市など子ども
から大人まで楽しめる事業を行っており、そのうち、小学校や放課後
児童クラブなどを巡回する移動図書館車は、全国的にも珍しい事業で
す。
　気高図書館の石井館長は、「気高地域で子どもの読書活動を支援し
てくださるボランティアの方々の活動が認められての表彰だと思い
ます。気高図書館を、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」
と話していました。

「子どもの読書活動優秀実践図書館」文部科学大臣表彰　受賞
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と き 6日（日）10：00～ 15：00

場 所 気高図書館　２階　会議室

相 談 例 相続・遺言、許認可申請、
ご近所トラブルなど
（※相談無料・予約不要・秘密厳守）

【問い合わせ先】
鳥取県行政書士会事務局　 24-2744

６月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-6036６月の予定

と　き 行事名 対　象

13日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 3歳以上の子ども

18日（金） 10：30～ 11：30 だっこのおはなし会&子育て聞いちゃおコーナー
0・1・2 歳の幼児と保護者、プレママ、
プレパパ

20日（日） 10：30～ 11：30 子どもの本が好きなんです読みメンによる子どもが楽しむおはなし会 どなたでも〔要申込（定員 8名）〕

27日（日） 14：30～ 15：30 おはなしの時間 3歳以上の子ども

※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。 【６月の休館日】１日・８日・15日・22日・24日・29日
※講座・音読会・おはなし会は、コロナウイルスの影響で開催中止になる場合があります。

【開園時間】 毎週月~金曜日の 9:00~15:30
　　　　　　(12:00~13:00 を除く）
　　　　　　※子育て相談は 9:00~16:00
６月の行事

と　き 行事名

８日（火）
10：15～

絵本の読み聞かせ
つくしんぼの会の方によるお話や手
遊びを一緒に楽しみましょう。

11日（金）
10：00～

発育測定・子育て相談
※母子健康手帳をご持参ください。

15日（火）
11：00～

お誕生会
６月生まれのお友だちを一緒にお祝
いしましょう。

28日(月) ～
７月２日(金)
10：00～

七夕飾り作り
短冊に願いごとをかいたり、七夕か
ざりをつくったりしながら親子で楽
しみましょう。

※場所はいずれも子育て支援センターです。
【問い合わせ先】
子育て支援センター (浜村保育園内 ) 82-0120

子育て支援センター 気高人権福祉センター ６月の予定

と　き 行事名

４日（金）
13：30

いきいき元気講座
「1年で1番重要な心の病気の改善

時期にする3つの運動」

※場所は気高人権福祉センターです。
※詳細はセンターだよりをご覧ください。
【問い合わせ先】気高人権福祉センター　 82-3363

西地域行政書士無料相談会 6月

と　き 事業内容 場　所

２日（水） 個別通知をご確認ください ６か月児健診　対 令和２年10・11月生
気高保健センター

３日（木） 10：00 ～ 11：30 精神障がい者デイケア「きらり☆えがおの会」

４日（金） 9：30 ～ 11：00 糖尿病予防で健康づくり友の会 青谷町総合支所

８日（火） 13：30 ～ 15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」
気高保健センター

９日（水） 個別通知をご確認ください １歳６か月児健診　対 令和元年10・11月生

【問い合わせ先】市民福祉課 82-3170

対…対象
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お　知　ら　せお　知　ら　せ

　毎年 8月に開催している気高町の夏の風物詩「貝が
ら節祭り」は、新型コロナウイルスの感染の拡大を受
け、来場者及び関係者の健康や安全面などを第一に考
え、昨年に引き続き中止することとしました。 
　開催を楽しみにされていた皆様にはお詫びを申し上
げますとともに、ご理解をいただきますよう、お願い
します。なお、来年度以降も引き続き「貝がら節祭り」
を開催したいと考えておりますので、今後ともご支援
ご協力をお願いします。
【問い合わせ先】　　　貝がら節祭り実行委員会事務局

（地域振興課内） 　82-0011

貝がら節祭り2021の中止について

　身近なところで、地域の安全・安心を守るために活
動する消防団員を募集しています。
　消防団員は仕事をもちながら、市民の生命・財産を
守るために活躍する特別公務員です。火災現場での消
火活動や災害時の救助活動のみならず、平常時におい
ても訓練や救急救命の普及指導、啓発活動など地域の
防災力向上のために日頃から重要な役割を担っていま
す。
　あなたも地域の守り手として消防団活動に参加しま
せんか。
　消防団員には、健康で鳥取市に居住する 18 歳以上
の方であればだれでも入団資格があります。諸条件等、
詳しくは下記までお問い合わせください。

《 報酬及び手当》
年額報酬や災害活動または訓練に出動した際の出勤手
当など
《 公務災害補償 》
消防団活動中に負傷した場合の
補償制度
《 被服の貸与 》
消防活動に必要な被服の貸与
《 退職報償金 》
一定期間以上勤務し退団した際に、退職報償金の支給
【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

　　　　消防団気高地区団団員

　4月19日 ( 月 )、酒津漁港公園で鯉のぼりが設置さ
れました。これは、地元住民が地域の子どもたちに
強くたくましく育ってほしいという願いを込めて始
めたものです。この日は、酒津地区公民館を中心に、
酒津まちづくり協議会や地元住民などが集まり、約
１時間の作業で、鯉のぼりが設置されました。屋根
より高く上げられた10匹の鯉のぼりは気持ちよさそ
うに青空を泳いでいました。

　５月８日 (土 )、瑞穂地区公民館でペーパークラフ
ト作りが行われ、小学生など12名が参加しました。
母の日直前のこの日は、鳥取市内の学校や公民館で
ペーパークラフトを教えている岡村真由美さんを講
師に迎え、メッセージカードや花かごなどを作りま
した。花かご作りでは、あらかじめ、花の形に切っ
てある色紙を鉛筆を使ったり2、3枚組み合わせたり
して立体的にし、出来上がった花をどのように配置
するかなどを一生懸命に考えていました。参加した
子ども達は、「難しかっ
たけど、上手にできて
よかった」「早くお母さ
んに渡したい」などと
言いながら、完成した
作品を嬉しそうに眺め
ていました。

子ども達の成長を願う鯉のぼり

お母さんに感謝を込めて

　4月19日 ( 月 )、酒津漁港公園で鯉のぼりが設置さ

　５月８日 (土 )、瑞穂地区公民館でペーパークラフ

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記事
の内容が変更となる場合があります。最新の情報は、
鳥取市公式ウェブサイトか、各施設・問い合わせ先
にご確認下さい。

６６月の各種相談日月の各種相談日

と　き 相談内容 場　所

７日
（月）

13：00～ 16：00
行政相談

気高町総合
福祉センター人権相談

13：30～ 15：30 見えづらさ相談

【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

　　　　新規募集


