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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男	 3,989人（＋３）	　計	 8,268人（＋１）
女	 4,279人（－２）	世帯数	3,312世帯（＋２）

令和３年10月１日現在（　）は前月比　

　10月3日（日）、西いなば地域を巡る西いなばウォー
キングが行われ、40人が参加しました。これは、魅力
ある地域づくりに取り組む個人や団体などを「地域の
リーダー」として養成することを目指す「とっとりふ
るさとリーダーアカデミー」の西部地域実践ゼミとし
て行われ、「亀井玆矩公ゆかりの地と西いなばの秋を楽
しむ」をテーマに、亀井玆矩公墓所や大堤池などを巡
りました。また、参加者は大堤池で同日開催されたう
ぐい突き（※）の見学も行うなど、西いなば地域の魅力
を体感しながら、ウォーキングを楽しみました。

　10月４日（月）、瑞穂小学校で稲刈りといもほりが行われ、
瑞穂小の全校児童と逢坂小の５・６年生、地域住民など約90人
が参加しました。さわやかな秋晴れの中、稲刈りでは、大人に
コツを教わりながら、豊かに実った稲を一束ずつ丁寧に鎌で刈
り取りました。参加した児童は「稲を刈るのは難しかったけど、
楽しかった」と喜んでいました。

いもほりで楽しく交流いもほりで楽しく交流

　10月５日（火）、宝木小学校でいもほりが行わ
れ、児童とふれまちの会員など約80人が参加し
ました。秋晴れの青空の中、児童たちは宝探しの
ようにさつまいもを掘り、自分の手よりも大きな
さつまいもを収穫すると、「大きなお芋が獲れた
よ！」と笑顔を見せていました。

※うぐい突きの様子は、とっとり市報11月号10ページに掲載していま
す。併せてご覧ください。
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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　 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



気高町総合支所だより　11月号  No.205 2

　９月20日（月）の敬老の日に合わせて、気高町内に
お住いの100歳以上の16名の方へご長寿のお祝いとし
て、深澤市長からの祝詞と一輪挿し(因州・中井窯)の
記念品をお届けしました。また、今年度100歳になら
れる８名の方へは内閣総理大臣からの祝状と銀杯をお
届けするとともに、そのうち３名のお宅を三谷支所長
が訪問し、ご長寿をお祝いしました。
　皆さまこれからもお元気でお過ごしください。

【委】委員【事】事務局【広】秘書課広報室
⑴市報と総合支所だよりについて
【委】市報と支所だよりの掲載内容の整

理をして、支所だよりのページ数
を減らし、市報で市からの情報を
お知らせするとのことだが、例え
ば、支所だよりで詳細に記載され
ていた「保健師からのお知らせ」
は、市報での掲載となることで情
報が少なくならないか。

【広】情報量については、変わらないよ
うに掲載したいと考えています。
また、検診情報については、ケー
ブル TVのデータ放送に年間分の
日程をお知らせしています。

【委】すべての情報を掲載しようとすれ
ば、無理な部分も出てくると思わ
れるので、地域ごとにQRコー
ドを掲載し、スマホでかざすと詳
細な情報を見ることができるなど
工夫してはどうか。また、支所だ
よりの表題部分は、気高地域の人
口など今までどおり掲載されるの
か。

【広】支所だよりの表題部分はスリム化
しつつ、掲載内容は変わらないよ
うにしたいと考えています。

【委】地域のイベント情報はいままでど
おりか。

【広】市報のイベント情報に掲載します。
また、QRコードも活用したいと
考えています。

【委】支所だよりは、地域と支所の距離
感の問題である。見直しを反対す
るわけではないが地域を大事にし
ていただきたい。

【委】地区公民館だよりはどうなるのか。
【事】地区公民館だよりについての見直

しはありません。今までどおりで
す。

【委】市民からの不評により見直しされ
るのか。

【広】市民からの意見があったからでは
なく、重複する情報を整理し、よ
り分かりやすく改善するもので
す。

【委】紙媒体しか情報を得る事ができな
い者がいることを忘れないでいた
だきたい。

【委】内容をもっと充実させてほしい。
【広】お知らせしたい情報は、ほぼ市報

に掲載しています。支所だよりの
方が見やすいというご意見もあり
ますが、市としては、市全域の情
報や市の施策説明などを掲載して
おり、市民のみなさまに見て頂き
たいという気持ちで作成していま
す。支所だよりについては、地域
に限定した情報を掲載し、今後と
も、市報と支所だよりをお読みい
ただきたいと思います。

【委】フェイスブックでイベント情報を
得ており、非常に便利に感じてい
るが、市のウェブサイトが分かり
にくい。ほしい情報にたどり着か
ないので、改善してほしい。

【委】支所だよりのページ数が減るとい
うことは、企画や発信力が大事に
なってくると思う。

【委】経費節減効果はどうか。YouTube
や LINE は、支所ごとに情報発信
しているのか。また、データ放送
の情報が少ないのではないか。

【事】経費については、削減された分は、
デジタル化の事業に予算配分する
と聞いております。支所だよりに
ついて、情報の一部は市報に掲載
されます。工夫をしながら、見て
いただきやすい支所だよりにした
いと思います。

【広】YouTube や LINE については、
秘書課広報室で一括管理していま
す。データ放送については、上手
く活用されていないため、今後、

情報提供できるように取り組みま
す。

⑵気高町・鹿野町地域生活交通協議会
の設置について

【事】将来にわたり持続可能な生活交通
を維持・確保していくため、今後
の在り方を検討する気高町・鹿
野町地域合同で協議会を設立しま
す。委員は自治会、各まちづくり
協議会、地域振興会議の代表、市、
公募の17名で構成します。

【委】学校や商工、観光の関係者は委員
に選考しないのか。

【事】協議を進めていくなかで各分野で
の意見等が必要となる場合は、随
時オブザーバーとして参加してい
ただくように考えています。第 1
回の開催時期は令和３年 12 月を
予定しています。また、10月下旬
から 11 月中旬にかけて全世帯を
対象に生活交通アンケート調査の
実施を予定しています。

【委】アンケートを実施するにあたり、
人口の多い地区の意見だけ尊重さ
れないようにしていただきたい。

【事】アンケートには、どこの集落にお
住まいかを記入していただくよう
にしていますので、それぞれの集
落でどのような考えをお持ちかが
分析できると思います。また、将
来像についてどのように考えてい
るかアンケートの質問に入れてい
ます。

【委】現在、浜村・宝木・瑞穂・逢坂
の 4つの小学校を統合する準備が
進められているが、通学手段とし
て利用することを今の段階で準備
をしておいた方がよいのではない
か。

【事】統合した小学校の場所が決まりま
したら、協議会の検討のなかで対
応できるかどうか協議します。

※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４回　10 月５日（火）

右：原田とよ子さん（100 歳）

ご長寿を祝福ご長寿を祝福
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11 月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-603611 月の予定
と　き 行事名 対　象

14日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 3歳以上の子ども

19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

28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。 【11月の休館日】２日・９日・16日・23日・25日・30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

11月の行事
と　き 行事名

２日（火）
10：30～

子育て講座「親子ミュージック・ケア」
親子で楽しくふれあいましょう。
※要申込（10組程度）

12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。

16日（火）
11：00～

お誕生会
11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 11月の予定
と　き 行事名

４日（木）
13：30 フレイル予防教室⑤（体操）

５日（金）
13：30

「いきいき元気講座」
疲れを残さない体のケアで、老化を防止する

９日（火）
13：30

「自家製野菜と花づくり講座」
秋野菜の管理の概要

11日（木）
13：30 フレイル予防教室⑥（体操）

18日（木）
13：30 フレイル予防教室⑦（体操）

20日（土）
13：30

「人権と福祉のまちづくり講座」
自己尊重トレーニング～怒りを理解し、対処する～
場所：気高町コミュニティセンター

25日（木）
13：30 フレイル予防教室⑧（体操）

30日（火）
10：00

【料理教室】
腸を元気に免疫力アップ

※場所の記載がない行事は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
4 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
9 日 ( 火 ) 9：30 ～ 11：30 糖尿病予防で健康づくり友の会

10 日 ( 水 ) 個別通知をご確認ください ３歳児健診　対 平成30年９・10月生

17 日 ( 水 ) 受付13：00 ～ 13：15 ２歳児歯科健診　対 令和元年９・10月生※

※令和元年５～８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。
●集団検診については、気高町総合支所だより 10 月号をご確認ください。

【問い合わせ先】市民福祉課　  82-3170

対…対象

文字・活字文化の日　記念講演会
笑って、泣いて、健康長寿
～いつまでもあなたの足腰健やかに～

と き 11 月 3 日 ( 水 )14：00 ～ 15：30
場 所 ゆうゆう健康館けたか
対 象 大人　※要申込（定員 50 名）

農業者のための図書館活用ミニ講座
野菜づくりのコツと裏技（春夏野菜編）

と き 11 月 17 日 ( 水 )14：00 ～ 15：30
場 所 ゆうゆう健康館けたか
対 象 大人　※要申込（定員 30 名）
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お　知　ら　せお　知　ら　せ

と き 11 月 13 日 ( 土 )　13：30 ～ 15：00

会 場 ゆうゆう健康館けたか
（気高保健センター）

参加費 入場無料（どなたでも参加できます）
※要申込　定員 50 名（先着順）

その他

・新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、開催を中止する場合があります。
あらかじめご了承ください。

・また、当日は感染症防止対策にご理解、
ご協力ください。

【問い合わせ先】
市民福祉課　　　　　　 82-3170
気高人権福祉センター　 82-3363

　９月24日 ( 金 )、気高町総合支所と青谷町農林漁
業者トレーニングセンターで一時停止線の設置が行
われました。これは、浜村地区安全運転運行管理者
協議会青年部が地域住民に交通安全をより意識して
もらおうと、秋の全国交通安全運動に合わせ、昨年
度から実施しているものです。このうち、気高町総
合支所では、正面駐車場の出入り口に黄色いライン
が設置されました。また、市道にあるカーブミラー
の清掃もあわせて行われました。

一時停止で安全確認

海岸をキレイに！

　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。

１１１１月の各種相談日月の各種相談日

と　き 相談内容 場　所

１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

　10月10日（日）、船磯海岸で鳥取砂丘美化運動協
議会主催の山陰海岸ジオパーク一斉清掃が行われ、地
域住民やサーファーの方など約40人が参加しました。
参加者は暑さに負けず、1時間程度の清掃を行い、海
岸に流れ着いた木切れや発泡スチロール、プラスチッ
クごみなどを汗だくになりながらごみ袋いっぱいに拾
い集めました。

3 日 ( 水 )
文化の日 収集しません

23 日（火）
勤労感謝の日

浜村・逢坂地区
可燃ごみ

※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

11 月祝日のごみ収集

鳥取市気高町人権のまちづくり講演会鳥取市気高町人権のまちづくり講演会
鳥取市西ブロック男女共同参画推進研修会鳥取市西ブロック男女共同参画推進研修会

鳥取こども学園のとりくみ

～人間の尊厳を守る最後の砦として～
講師　藤野　謙一さん


