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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男	 3,982人（－７）	　計	 8,262人（－６）
女	 4,820人（＋１）	世帯数	3,326世帯（＋６）

令和３年12月１日現在（　）は前月比　

　映画制作を通して地域の活性化を進めている地域づくり団体「ことるり舎」
（荒尾極代表）が主催する「浜村温泉湯けむり映画塾2021」の撮影が11月
20日(土）から23日(火）まで、町内各地で行われました。
　今年制作される作品は、令和元年度に連続ミニドラマとして第３話まで制
作された「拝啓、砂の国より」の続編で、「地域の抱える課題」をテーマに、
地域の活性化に向き合う若者たちの姿を描いています。撮影当日は、前回か
らのキャストや鳥取大学の学生、地域住民など約20人が参加し、順調に撮
影が進みました。
　荒尾さんは「２年ぶりの撮影となりましたが、今回も地域の皆様のご協力
もあり、ブランクを感じずスムーズに撮影に取り組むことができました。ス
トーリーはコメディタッチの楽しめるものになっております。完成をお楽し
みに！」と話しておられました。
　完成した作品は、浜村温泉映画祭2022で上映予定のほか、ＮＣＮ（日本
海ケーブルネットワーク）でも放送予定です。ぜひ、ご期待ください。

　11月26日(金)、気高中学校区小学校の1年生が集まり、「４校
合同おもちゃまつり」が行われました。
　現在、気高地域で進められている小学校の統合に向けて、４校
の児童が交流し、親睦を深めるとともに、子どもたちに集団の中
で見聞を広めてもらおうと、瑞穂小学校で開催されました。
　４校の１年生が合同で活動するのは今回が初めてで、はじめは
緊張している児童もいましたが、すぐに打ちとけて、それぞれが
持ち寄った自慢のおもちゃの遊び方を説明するなど、声を掛け合
い、楽しそうに交流していました。別れ際には入り口でハイタッ
チをしながら帰る姿も見られ、子どもたちは「楽しかった！また
やりたいな。」と話していました。

浜村温泉街での撮影の様子

「拝啓、砂の国より」「拝啓、砂の国より」撮影再開！

４校合同おもちゃまつり４校合同おもちゃまつり４校合同おもちゃまつり４校合同おもちゃまつり

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

⑴浜村地区活性化委員会の報告
【委】植栽マスの活用の取り組みだが、

昨年からヤマモモの木が切られて
いるのではないか。

【事】ヤマモモの実が交通の妨げとなっ
たり、枯れている木もあり、年次
的に伐採をしています。

【委】予算はどのように考えているか。
【事】活性化委員会での植栽にかかる予

算は、80 万円程度を考えていま
す。また、ヤマモモの根を取る予
算は、活性化委員会の予算ではな
く、道路事業で予算を確保する必
要があると考えています。

【委】空き家バンクの取り組みについ
て、青谷・鹿野の取り組みを参考
にしていただきたい。

⑵おためし地域おこし協力隊の報告
【委】募集方法はどのようにしたか。
【事】都市部の方が対象ですので、イン

ターネット上で募集をしました。
９月下旬まで募集し、東京都から
1名の応募がありました。

【委】何名の方が閲覧したか。
【事】延べ 1,308 名です。
⑶気高地域学校統合準備委員会の報告
【委】場所の問題は、浜村小学校区内に

決定されるのであれば、他の校区
の意見が大事だと考える。学校は
地域文化の中心である。気高住民
がこの場所でよかったと言えるよ
うに、すべての校区からの意見を
聞きながら進めてほしい。

【委】スケジュールはどうか。
【委】（委員長）要望書をまとめて教育

委員会に提出する。教育委員会が、
要望書の内容を精査し予算化す
る。令和４年の１月ごろに提出す
れば、６月補正予算に間に合うの
ではと考えている。

【委】バス通学の児童が多くなる。学校
内のバスの回し場や駐車場の確保
が必要。

【委】スクールバスの検討も必要だと思う。
【委】（委員長）スクールバスは、鳥取

市の条例にないので、既存の路線
バスを使って通学させるというこ
とになる。気高は、路線バスだけ
では対応ができないのでスクール
バス等を要望する必要がある。

【委】気高地域学校統合準備委員会での
協議内容とともに鳥取市教育委員
会からも情報提供してほしい。

【事】校区審議室が窓口になっています
ので伝えておきます。

⑷浜村温泉貝がら節のふる里再生事業
について

【委】レンタサイクルは、無料だと１日
中乗っていると思うが運営方法は
どのように考えているか。

【委】（副会長）有料で考えているが、具
体的な金額はこれから検討する。
置き場所についても、観光セン

ターでは狭いので、協力して頂け
る事業所と連携して決定したい。

【委】電動機付自転車のレンタサイクル
は、いいアイデアだと思う。また、
最近、道の駅でキャンピングカー
の台数が多い。気高に呼ぶ仕掛け
があってもいいのではないか。

【委】（副会長）電動機付自転車は、比
較的距離のある場所にも行けるた
め期待をしている。グランピング
の発想もある。今後、検討してい
きたい。

【委】気高町観光協会の自力をつける意
味でも良い事業だと思う。しっか
り、広報活動してほしい。

【委】（副会長）マスコミにも興味を持っ
ていただいている。どんどん PR
したい。

【委】SNSを利用するのもいいと思う。
あと、観光センターが入りづらい。
明るいイメージがない。

【委】（副会長）検討させていただく。
【委】浜村駅前を歩いていても楽しくな

い。鹿野のように暖簾とかすれば
楽しいのではないか。

【委】（副会長）提案ありがとうござい
ます。気高の賑わいを取り戻した
いと考えている。

⑸令和４年度からの宝木駅 JR乗車券
販売廃止について

【委】瑞穂地区も宝木駅を利用しており、
瑞穂地区にも周知をお願いしたい。

【事】日程調整し説明させていただきます。

※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５回　11 月 30日（火）

　総合支所の大きな命題の一つはまちづくりです。少子化、
高齢化が進む中で、地域で安心して生活していくため、私た
ち行政に携わる職員と住民の皆さんが、知恵を出し合い、共
に行動していくことが大切だと思います。
　昨年度、浜村地区で生活されている方を中心に浜村地区活
性化委員会を組織し、住み慣れた地域で将来にわたって安心
して暮らせるまちづくりを目指し、課題や進むべき方向性を

議論しグランドデザインとしてまとめました。今年度は「で
きることから」具体的に取りまとめる作業を行っています。
議論の中で、街路の再緑化など、動き始めたテーマもあり、
委員の皆さんの活発なご意見と積極的な行動に、改めて感謝
申し上げます。年度末にまとめあげる計画の実践には住民の
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　令和２年 4 月に気高町総合支所に赴任し、早いもので 1 年半を過ぎました。
その間、新型コロナウイルス影響でイベントなどがことごとく中止となり、
地域の皆さまの前に立つ機会もほとんどないまま今日に至ります。
　気高町が直面する様々な地域課題に、日々、向き合っていますが、住民の
皆さんとも共有できるよう、支所だよりで少し述べさせていただきます。

三谷支所長三谷支所長ののつぶやきつぶやき

三谷支所長
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１月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-6036１月の予定
と　き 行事名 対　象

８ 日 (土 )～
10日 (月 ) 10：00 ～ 18：00 わくわく福BOOK どなたでも（一人 1セット。貸出上限

にプラスして貸出）

９日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 3歳以上の子ども

21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

23日（日） 14：30～ 15：00 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。 【１月の休館日】１～４日・11日・18日・24～ 28日
※イベント・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
１月の行事

と　き 行事名

4日（火）～ お正月遊び
お正月のおもちゃで遊びましょう。

11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（火）～ お正月のおもちゃを作ろう
作ったおもちゃで遊びましょう。

14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。

18日（火）
11：00～

お誕生会
１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 １月の予定

と　き 行事名
7日(金)
13：30

「いきいき元気講座」
体を温め、免疫力を高める

20日(木)
10：00

折り紙教室「折り紙のブーケ」
27日(木)
10：00

※場所はいずれも気高人権福祉センターで行います。
※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
５日 ( 水 ) 個別通知をご確認ください ３歳児健診　対 平成30年11・12月生

気高保健センター

６日 ( 木 ) 10：00 ～ 11：30 精神障がい者デイケア「キラリ☆えがおの会」

11 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」

19 日 ( 水 ) 受付13：00 ～ 13：15 ２歳児歯科健診　対 令和元年11・12月生※

26 日 ( 水 ) 受付13：15 ～ 13：30 離乳食講習会（前・中期） 対 令和3年６～９月生（要予約）
※令和元年７~10 月生まれ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

１１月の各種相談日月の各種相談日
と　き 相談内容 場　所

６日（木）13：00 ～ 16：00
行政相談 気 高 町

総合福祉
センター

人権相談
障がい者相談

【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

蔵書点検による休館のお知らせ
１月 24日（月）～ 28日（金）は、蔵書点検のため休館いたします。

　休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください。CD・DVD、紙芝居、大型本、相互貸借の本は開館日以降
にカウンターでお返しください。（気高図書館以外の市立図書館・図書室は開館しています）
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　　　　確定申告相談期間

令和４年２月16日（水）～３月15日（火）
※各総合支所での受付日など詳細については、支所だ
より 2月号でお知らせします。
○申告にはマイナンバーの記載が必要となりますので、
通知カードまたは個人番号カードを必ずお持ち下さい。
○事業所得（農業・営業・漁業など）、不動産所得があ
る方は、収入と必要経費の計算をし、収支内訳書を
作成してください。
○医療費控除のある方は、個人ごと、医療機関ごとに
集計を行い、明細書の作成をお願いします。
必要な書類を事前に作成しておくと申告にかかる時間
が大幅に短縮されますので、ご準備をお願いします。
【お問い合わせ先】市民福祉課　 82-3170

　海水で身を清めた子どもたちが集落内をまわり、翌朝
には、トンドウが大きなたいまつとなって燃え上がりま
す。無病息災と豊漁などを祈願し、地域で大切に受け継
がれている伝統行事をぜひご覧ください。

【とき・内容】

１日目 1月 8日（土）
8 ：00 大人たちが松や竹を使ってトンドウを作製

13：30 子どもたちが家々を清めてまわる
（垢

こ

離
り

取り）

２日目 1月９日（日）
5：00 トンドウへの火入れ

※お越しの際は感染症対策をお願いします。
【場所】酒津漁港
【問い合わせ先】酒津区長 河根裕二  090-4893-7171

　元気高町消防団副団長、樋
ひ

片
か た

繁
し げ

光
み つ

さんが、秋の叙
勲で瑞宝単光章を受章されました。
　樋片さんは、昭和46年に気高町消防団に入団さ
れ、以後37年間にわたり消防団員として火災現場で
の消火活動や行方不明者の捜索、住宅が密集する酒
津地区での火災予防など地域の安全を守るため率先
して活動してこられました。
　11月24日（水）には知事公邸で伝達式が行われ、
平井知事より勲章が手渡されました。

瑞宝単光章おめでとうございます

　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く
ださい。

◆マイナンバーカード（申請）写真撮影のサービスを、
一時休止します。
【期間】令和４年２月～３月

※確定申告や異動の時期により窓口が混み合います。
　マイナンバーカードの各種手続きについてのご質問、

混雑状況については、電話で問い合わせください。
【問い合わせ先】市民福祉課　 82-3170

●年末年始のごみ収集については、気高町総合支所だよ
り 12月号をご覧ください。

10日(月)
成人の日

宝木・瑞穂・酒津地区
可燃ごみ /小型破砕ごみ（特別収集）

※詳細は支所だより令和３年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。
※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

１月祝日のごみ収集

所得税、市・県民税に係る
申告相談のお知らせ

マイナンバーカード撮影サービスの一時停止について

伝達式での記念撮影（写真提供：鳥取県）

事業中止のお知らせ
　令和４年３月 26・27 日に開催予定の「気高スカロッ
プ杯中学生バレーボール選手権大会」は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。

準備はお早めに！

　気高町総合支所のインスタグラム「け
たかぐらむ」では、町内の話題を毎週更
新しています！
　ぜひ、フォローをお願いします♪
【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

けたかぐらむ更新中！けたかぐらむ更新中！

けたかぐらむ

はこちらから

国の重要無形民俗文化財

酒津のトンドウ酒津のトンドウ


