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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男	 3,974人（－７）	　計	 8,247人（－10）
女	 4,273人（－３）	世帯数	3,324世帯（－２）

令和４年２月１日現在（　）は前月比　

　鳥取市体育協会気高町支部では、毎年、その年度の競技スポーツにおいて、各種大会
で優秀な成績をあげた選手及びチームを表彰しています。今年度は、1 団体と個人 12 名
がスポーツ賞を受賞し、表彰状と記念品が贈られました。　　　　　　　　　　　　　
　また、２団体と個人６名が鳥取市体育協会のスポーツ賞を受賞されました。
　受賞されたみなさま、おめでとうございます。今後のご活躍を期待しています。

団体名・氏名 大会成績
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会
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気高中学校男子バレーボール部 第 47 回鳥取県中学校総合体育大会　男子バーレーボール　第２位
大釜　桃華 第 56 回鳥取県高等学校総合体育大会　女子サッカー　優勝
鈴木　利旺 令和 3 年度鳥取県高等学校定時制通信制体育大会　男子バレーボール　優勝
細谷　和夏 第 33 回全国高等学校選抜ボート大会　鳥取県予選優勝　中国地区予選第３位
近藤　智仁 令和３年度鳥取県高等学校テニス選手権　男子ダブルス第２位

山本　皓太 令和３年度秋季鳥取県高等学校野球大会　優勝
令和 3 年度全国高等学校野球選手権大会　第 2 位

船本　雄太 鳥取県陸上選手権大会 2021　砲丸投　優勝 
第 56 回鳥取県高等学校総合体育大会　砲丸投　第 2 位

西尾　洸毅 第 74 回全日本バレーボール高校選手権大会　男子　優勝
松本　拓也 第 36 回日本ペタンク選手権大会鳥取県予選ジュニアの部　優勝

石田　世利子 第 36 回日本ペタンク選手権大会鳥取県予選女子トリプルス　優勝
井土垣　峰子 第 36 回日本ペタンク選手権大会鳥取県予選女子トリプルス　優勝

森本　芳枝 第 36 回日本ペタンク選手権大会鳥取県予選女子トリプルス　優勝 
第 22 回鳥取県民スポーツレクリエーション祭　ダブルス　優勝

森本　範昭 第 22 回鳥取県民スポーツレクリエーション祭　ダブルス　優勝
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浜村 VBC 第 41 回全日本小学生バレーボール大会鳥取県大会　男子　優勝
気高中学校男子ソフトテニス部 第 47 回鳥取県中学校総合体育大会　ソフトテニス団体男子　優勝

小谷　空我 第 55 回中国中学校陸上競技選手権大会　2 年男子 100 ｍ　第 3 位
清水　　葵 第 47 回鳥取県中学校総合体育大会　女子　棒高跳　優勝
谷口　実花 第６回全日本中学女子軟式野球大会鳥取県予選会　優勝
松本　直也 第 28 回鳥取県ペタンク選手権大会　ダブルス　優勝
空浜　胡葉 第 30 回春季ジュニア陸上競技選手権大会　小学 3 年女子　100 ｍ　優勝　等
空浜　昊輝 小学生クラブ対抗陸上競技大会　小学混成　4 × 100 ｍ R　優勝　等
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支所・主な施設への直通電話
地域振興課　 82-0011
産業建設課　 30-8676
鳥取西地域
工事事務所　 30-8679
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　 30-8674
教育委員会事務局
気高町分室　 30-8677
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
※2月14日（月）から、一部電話番号が変更となりました。



　今回は危機管理について取り上げます。
　昨年の 7 月豪雨では気高町内でも避難指示が出され、地区
公民館や小学校の避難所に多くの住民の方が避難され、夜を
明かすこととなりました。幸い人的被害はありませんでした
が、避難所運営の課題も見えてきました。
　気高町内では 4 か所の指定避難所を抱えており、支所職員

だけでは限られた時間で避難所開設の対応ができず、本庁か
ら応援職員を受けて何とか開設することができました。
　また、気高消防署署員や消防団気高地区団幹部の皆さんが
総合支所に待機され、被害状況の把握や現地対応について、
現場の消防団員の皆さんに適切な指示を出していただきまし
た。
　昨年の状況を受け、地域の区長さんから避難所運営に際し
応援をしようとの提案や、地域防災力の強化に資する防災
リーダーを増やす取り組みなども始まっています。これらの
取り組みは総合支所にとって大きな支えとなります。改めて
感謝を申し上げます。

三谷支所長三谷支所長ののつぶやきつぶやき

　昨年 5 月から工事を進めてきた超高速情報通信基盤
整備事業が本年 3 月下旬に完成します。
4 月からは、気高町の一部地域でも CATV 光回線を利
用した超高速インターネットが利用できるようになり
ます。
　ご利用を希望される場合は気高地域を担当する NCN
日本海ケーブルネットワーク㈱への申し込みが必要と
なります。
　申し込み可能地域やプランの内容は、配布されるチ
ラシをご確認いただくか、下記の事業者へお問い合わ
せ下さい。

★サービスに関する問い合わせ・申し込み先
　NCN 日本海ケーブルネットワーク㈱
　 21-2255（９：30 ～ 17：00　日・祝日は除く）
★そのほか問い合わせ先　情報政策課　 30-8026

超高速光インターネットサービスを順次開始

気高町

■鳥取市西地域該当エリア

青谷町

鹿野町

「浜村地区まちづくり実施計画」が完成に向けて
　１月 21 日 ( 金 )、浜村地区活性化委員会が開催され
ました。
　令和３年７月から、昨年度に策定したグランドデザ
インを基により具体的な実施計画の策定に向けて延べ
５回協議してきたところです。
　「浜村地区まちづくり実施計画」は令和４年度中の完
成に向けて、次の３つの項目について協議をしており
ます。

１．「住民のつながるまち」は、地域住民の課題解決に
向け人材バンクを立ち上げます。

２．「空き家の活用と美しい街並みのまち・気軽に商い
ができるまち」は、空き家バンクの立ち上げと、
植栽マスを活用した景観整備に取り組みます。

３．「みんなが気軽に温泉に入れるまち」は、共同浴場
の一般開放に向けて取り組みます。

　住民の皆さまが安心して暮らし続けられるまちづく
りに向け、住民の皆さまと一丸となって、計画を策定
し着実に推進して参りたいと存じますので、よろしく
お願いします。
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３月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-6036３月の予定

【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
３月の行事

と　き 行事名

～２日（水）
製作遊び
紙皿を使って、かわいいおひな様を作り飾り
ましょう。

３日（木）
10：30～ 子育て講座「食育の話」

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
３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。
電話番号変更のお知らせ
　子育て支援センターおひさま広場の電話番号が４
月から浜村保育園（ 82-0101）と同じ電話番号に
なりますので、ご注意ください
【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 ３月の予定

と　き 行事名

４日（金）
13：30

「いきいき元気講座」
自律神経を整え、平穏な毎日を過ごす

８日（火）
13：30

「自家製野菜と花づくり講座」
果菜類の植え付け準備 ほか

12日（土）
9：30

「多文化を知ろう」
ロシアのお話し（講話とロシア料理づくり）

※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

２日 ( 水 ) 個別通知をご確認ください ３歳児健診　対 平成31年１・２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「キラリ☆えがおの会」

８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」

16 日 ( 水 ) 受付13：00 ～ 13：15 ２歳児歯科健診　対 令和２年１・２月生※

※令和元年９～ 12 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　  30-8674

対…対象

３３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

障がい者相談

【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

3 月の行事はすべて中止となりました。　　　　【３月の休館日】1日・8日・15日・22日・29日・31日

ポップコンテストの展示を行っています
　鳥取県子どもの読書活動推進事業の一環で、「中学
生・高校生ポップコンテスト 2021」が行われました。
　気高図書館では、3 月中旬まで、全入賞作を展示
しています。今回は気高中学校と鹿野学園の生徒（各
2 名）も入賞しています。
　色鮮やかで本の魅力が伝わる作品の数々をどうぞ
ご鑑賞ください。（ポップコンテストの題材にされた
本も展示・貸出しています。）
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　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。

21日(月)
春分の日

宝木・瑞穂・酒津地区
可燃ごみ

※小型破砕ごみは収集しません。

※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　 30-8674

３月祝日のごみ収集
　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

　気高会場は 3月 7日 ( 月 ) から 15日 ( 火 ) まで
です。会場など詳細は「支所だより 2月号」2ぺー
ジをご覧ください。
【問い合わせ先】市民福祉課　 30-8674 　１月30日（日）、下坂本の武宮神社で節分祭が行

われ、地域住民などが参加しました。武宮神社には、
全国的にも珍しい恵方社があり、毎年恵方の方角に
向くように動かされます。当日は、宮司によるお祓
いや豆まきなどが行われ、そのうち、「魔」と書かれ
た的に弓を射る神事では、矢が的に中るたび、会場
から大きな拍手が贈られました。その後、参加者は、
恵方社に向かい、今年一年の悪疫退散と幸福が訪れ
るよう、願いました。

悪疫退散と福徳招来を願う「節分祭」

節分を楽しく学ぶ「節分集会」

　２月３日 ( 木 )、ひかり保育園で節分集会が行わ
れました。節分当日のこの日は、それぞれのクラス
に分かれて、節分についての話を聞いたり、鬼に関
する紙人形劇を鑑賞しました。そのうち、節分に
欠かせない大豆の話では、大豆がいろんな食べ物に
加工されていることを聞くと、どんな食べ物になる
のかを考えて元気に答える姿が見られました。園児
たちは、答えが正解すると満面の笑みを浮かべるな
ど、節分について楽しく学ぶ機会となりました。

３月１日（火）～７日（月）

　春は空気が乾燥し、火災が発生しやすい気候となりま
す。火の取り扱いには十分注意しましょう！
消防署からのお願い

　火災が発生した際、消防車による消火活動の支障にな
りますので、消火栓（地下式・地上式）、防火水槽が設
置されている付近の道路に車を駐車しないようお願いし
ます。

　市営浜村駅前駐車場、市営宝木駅前駐車場の利用者
を随時受け付けています。
　希望される方は産業建設課へお申込みください。

利用料金 3,100 円／月

【問い合わせ先】産業建設課　 30-8676

春の全国火災予防運動春の全国火災予防運動

市営駐車場利用者募集

申告はお済みですか？

申告相談は
3 月 15日( 火 )までです！


