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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男	4,012人（－11）	　計	 8,323人（－23）
女	4,311人（－12）	世帯数	3,319世帯（－７）

令和３年６月１日現在（　）は前月比　

平井知事より表彰状を受けとる椿さん

椿壽幸さん（右から 2人目）

　５月28日 (金 )、鳥取県庁で令和3年度野生生物保護
功労者表彰の伝達式が行われました。
　環境省では、野生生物保護に関し特に顕著な功績の
あった個人、学校及び団体に対し、その功績をたたえる
ため、毎年表彰を行っています。

　今年度、気高町内で天然記念物のコウノトリの保護活
動などを行っている椿

つばき

　壽
とし

幸
ゆき

さん（日光）が「環境省自
然環境局長賞」を受賞されました。
　椿さんは「まだまだ難しい課題もあるが、今後もコウ
ノトリが巣をつくり子育てできるように、環境を整えて
いきたい」と話していました。

コウノトリの保護活動をたたえ、「環境省自然環境局長賞」を受賞！

椿壽幸さんの功績概要
１）平成22年のコウノトリ初飛来より関心を持ち、自宅付近の通信塔で営巣したコウノトリの経過観察を

行ったほか、保護のための住民と行政の調整に尽力し、映像記録の提供や私費による巣塔設置等、コウ
ノトリの保護・増殖に貢献している。

２）コウノトリの継続的な観察記録を「兵庫県立コウノトリの郷公園」や関係行政機関に提供する等、各機
関の保護活動に協力するとともに、平成30年より、同公園の第１期コウノトリ野生復帰事業特別協力員
に任命され、見守り活動を続けている。

３）地元小学校のコウノトリに関する授業や地域の観察者に対する解説を行い、コウノトリの生息環境の大
切さや観察マナー等の普及啓発に努めている。

（環境省公式ウェブサイト中「令和３年度野生生物保護功労者表彰について」添付資料より一部抜粋して記載）

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　【校】教育総務課校区審議室
【事】事務局【政】政策企画課
⑴西 2ブロックの校区再編に係わる
検討状況について

【校】説明概要：気高地域学校統合準備
委員会の進捗状況について説明。

【委】校舎の改修や新築に 3年から 5年
程度必要ということだが、瑞穂や
逢坂の児童数は減少しており、校
舎完成まで少人数のままでは問題
ではないか。

【校】将来の子どもたちはいいかもしれ
ないが、今の子どもたちはどうす
るかという問題があります。教育
委員会としては、今年度から今ま
で以上に交流学習の機会を広げて
いきます。

【委】準備委員会で議論が始まったとこ
ろ。学校種を検討しているが、地
域にどのように周知していくか検
討する必要がある。一番の問題は
校舎の場所である。仮に浜村小学
校でも改修が必要と考えるし、気
高中学校周辺も検討の余地はある
が、災害や通学を考えると不安が
ある。本格的な議論はこれからだ
が、非常に悩ましい。

【委】20 年後の児童数の減少具合を見
ると、西地域としてどうするのか
考えなくてはならないと思うが、
気高の 4 小学校のことだけでも
課題が山積みである。5年程度を
目途に校舎建設を目指すのであれ
ば、まずは気高町の子どもたちが
希望をもって学校に通えるように
考えていかなければならない。

【委】気高地域学校統合準備委員会と気
高地域振興会議の関係を確認した
い。

【校】気高地域学校統合準備委員会での
意見は尊重しますが、最終決定は
教育委員会となります。気高地域
振興会議など様々な分野からの意
見を判断材料とさせていただきま
す。

【委】子どもの人口を増やす対策はない
のか。

【校】市全体で人口を増やす取り組みは
していますが、全国的に人口減少
している状況を踏まえて考えてい
く必要があります。

⑵旧本庁舎等跡地の活用について
【事】説明概要：市民参画による「跡地

活用」の協議・検討を行い、令和
3年度中に一定の方向性を示す。

【委】解体工事中は市民会館の出入りに
支障はないのか。

【政】旧庁舎駐車場の舗装部分と未舗装
部分の間に通路がありますので、
その通路を出入口とし、未舗装部
分を市民会館の駐車場として利用
していただきます。

【委】ワークショップの参加者が少ない
原因をどう考えているか。気高地
域から見ると関係ないという意識
があるかもしれないし、ワーク
ショップに参加して意見を尊重し
てくれるのかと思う市民がいるの
ではないか。

【政】さまざまな広報をしてまいりまし
たが、市民に届いていないことを
反省し、関心を持っていただける
よう改めて周知しているところで
す。

【委】将来的に執務室が不足して旧庁舎
を利用するという検討はなかった
のか。教育委員会に行くため新庁
舎に行くと通路の両側に執務室が
あり、通りづらいし、会話もしづ
らい。旧庁舎に教育委員会事務局
があった方がいいのではないかと
感じた。

【事】解体しないで減築という案もあり
ましたが、耐震性が低いこともあ
り、解体しない場合でも耐震改修
が必要です。費用面も考え、市

議会で解体という結論となりまし
た。

【委】旧庁舎跡地の活用については関心
がなかった。今、考えてみると旧
庁舎周辺は緑地や公園が少ないと
思う。

【委】市民から意見を聞いて検討するこ
とは悪くないが、すべての意見を
取り入れることは無理なので、市
として方向性を絞ってから市民の
意見を聞いた方が良いのではない
か。

【政】昨年度までは、市民の意見を伺う
ことを重点にしていました。今年
度は、鳥取市の考え方もお示しし
ながら意見を伺いたいと考えてい
ます。

【委】県立美術館を鳥取市に建設するこ
とはできなかったが、芸術的な作
品を披露できるスペースが必要で
はないかと思う。また、無料駐車
場が必須ではないか。

【政】旧庁舎周辺は歴史文化ゾーンに位
置していますし、文化の薫る地域
にしたい思いはあります。市民会
館も老朽化していますし、将来的
に文化施設も必要と認識しており
検討してまいります。駐車場につ
いては、暫定的に有料としていま
すが、旧庁舎跡地の利用方法が決
まった段階で改めて検討したいと
思います。

【委】鳥取の色を出した施設があっても
いいのではと感じる。例えば「ま
んが王国とっとり」にちなみ「ま
んが図書館」とかあると面白いの
ではないか。

【委】鳥取市と鳥取県が一緒にできるこ
とを考えながら、無駄になるよう
なことはしないでほしい。

【政】鳥取県と鳥取市は話し合いのでき
る近い関係ですのでしっかりと連
携します。

※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 2回　５月 25日（火）

　5月28日(金)、鳥取大学地域学部「佐藤研究室」所属の12名
の学生が、浜村地区活性化委員会に協力をするため気高町内
を視察しました。上級生の学生は、令和2年度からアドバイザー
として協力をしています。
　当日の午前は、浜村地区中心街を散策し、午後は、そのほ
かの地区の公共施設や文化財を視察しました。
　学生からは、視察後の印象として、「想像よりも生活に不便
のない町」、「海を活用したまちづくりが出来ないか」、「商店
街の活性化が必要」など意見がありました。今年度も学生の
協力を得ながら、浜村地区まちづくり実施計画を策定します。

鳥取大学地域学部「佐藤研究室」所属の学生が気高町を視察

佐藤研究室の学生の皆さん
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７月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-6036７月の予定

と　き 行事名 対　象

11日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 3歳以上の子ども

16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

18日（日） 10：30～ 11：30 なにがでてくる？夏のおはなし会 どなたでも〔要申込（定員 8名）〕

25日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 ３歳以上の子ども

26日（月） 15：00～ 16：00 世界をもっと知りたい！～アメリカ～英語のおはなし会 小学生〔要申込（定員 8名）〕

30日（金） 10：30～ 11：30 押し花の作り方を学ぼう 小学 1年生以上〔要申込（定員 8名）〕

※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。 【７月の休館日】６日・13日・20日・27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
７月の行事

と　き 行事名

１日（木）
２日（金）

七夕飾り作り
短冊に願い事をかいたり、七夕飾りを作ったりしなが
ら親子で楽しみましょう。

７日（水）
11：00～

七夕の集い
みんなで七夕を楽しみましょう。

９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。

13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。

15日（木）
10：00～

水あそび・プールあそび開始
水あそびやプール遊びを楽しみましょう。

20日（火）
11：00～

お誕生会
７月生まれのお友だちを一緒にお祝いしましょう。

※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 ７月の予定

と　き 行事名

２日（金）
13：30

いきいき元気講座
「筋肉をほぐして、昔の感情や記憶
をほぐす」

６日（火）
13：30

自家製野菜と花づくり講座
「秋まき野菜の種まき準備」

８日（木）
13：30

認知症予防講座
「楽しく脳トレーニングをしましょう」

29日（木）
13：30 夏休み絵画教室①

※場所はいずれも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

と　き 事業内容 場　所
１日（木） 10：00 ～ 11：30 精神障がい者デイケア「キラリ☆えがおの会」

気高保健センター

７日（水） 個別通知をご確認ください ３歳児健診　対 平成30年５・６月生

13 日（火）
10：00 ～ 11：30 糖尿病予防で健康づくり友の会
13：30 ～ 15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」

14 日（水） 受付13：15 ～ 13：30 離乳食講習会（前・中期）対 令和２年12月～令和３年３月生（要予約）
21 日（水） 受付13：00 ～ 13：15 ２歳児歯科健診　対 令和元年5・6月生※

※平成31年１～４月生の方で受診されていない方も受診していただけます。　 　 　 　 　 　【問い合わせ先】市民福祉課　  82-3170

対…対象

７７月の各種相談日月の各種相談日

と　き 相談内容 場　所

５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
【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011
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お　知　ら　せお　知　ら　せ

夏の交通安全県民運動

◎7月15日（木）は交通安全にみんなで参加する日及び交通
マナーアップ強化日です。

　5月 18 日 ( 火 )、気高町総合支所で感謝状の贈呈式
が行われました。
　平成 24 年から 8年間、行政相談委員を務められた
田中政広さんは、気高町総合福祉センターで相談所を
毎月開設され、住民の皆さんから多くの相談に応じて
こられ、本年 3月末で退任されました。その活動をた
たえ、このたび鳥取行政監視行政相談センターの恵良
所長より総務大臣感謝状が伝達されました。
　式の最後には、田中さんから後任
の地原伸さんにバトンが渡され、行
政相談委員の今後の活動にエールを
送りました。

開 館 日 7月20日(火) ～ 8月24日(火)
※毎週月曜日は休館

開館時間 13：00～ 17：00
【問い合わせ先】鹿の助スポーツクラブ　 82-3434

８年間の行政相談活動をたたえて、
田中政広さんに「総務大臣感謝状」贈呈

　6月3日 ( 木 )、浜村小学校で「人権の花」運動　
花の贈呈式が行われました。これは、子どもたちが
協力して花を育てることによって生命の大切さを感
じ，その中で豊かな心を育むことを目的として、鳥
取県内の小学校で毎年行われているものです。
　当日は、人権擁護委員からマリーゴールドの苗
300株と「人権の花運動」と書かれたプラカードな
どが渡されました。鳥取市人権擁護委員協議会の河
原会長は「今回プレゼントした花を育てることで、
子どもたちに優しさと思いやりの心を育ててほし
い。」と話していました。

「人権の花」贈呈式

　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。

　400ml 献血を実施します。血液を必要とする多くの
方のために、みなさまの献血への温かいご協力をお願
いします。
実施日 　7 月 6 日 ( 火 )

受付時間 場所

13：00～ 14：00 浜 村 警 察 署

15：00～ 17：00 気高町総合支所

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては予
定を変更する場合があります。あらかじめご了承く
ださい。
持ち物 　献血カード（献血手帳）

　　　　　または運転免許証など本人確認ができるもの
【問い合わせ先】市民福祉課　 82-3170

22 日 ( 木 )
海の日

宝木・瑞穂・酒津地区
可燃ごみ

※ペットボトルは 29日 ( 木 ) に収集

23 日 ( 金 )
スポーツの日

浜村・逢坂地区
可燃ごみ

※小型破砕ごみは収集しません
※ペットボトルは 30日 ( 金 ) に収集

※詳細は支所だより３月号付録の「令和３年度ごみの収
集計画表」でご確認ください。
※また、鳥取市ウェブサイトに毎月の収集カレンダーが
掲載されていますので、ご利用ください。

【問い合わせ先】市民福祉課　 82-3170

７月祝日のごみ収集

B&G海洋センター開館のお知らせB&G海洋センター開館のお知らせ

7月12日(月) ～ 21日(水)

献血に行こう献血に行こう
～私たちの血液で救える命があります～


