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　７月17日(土)から25日(日)に県内各地で第47回鳥取県中学校総合体育大会が行われ、6月の東部地区中学校総合体
育大会で勝ち上がった気高中学校の生徒たちが参加しました。

　そのうち、19日（月）に東郷湖羽合臨海公園南谷テニスコートで開
催されたソフトテニスでは、男子団体で見事初優勝を飾り、中国大
会への出場権を獲得しました。東部地区の中学校が優勝したのは、
平成元年度以来32年ぶりという快挙です。当日は、３年生を中心に
まとまり、２年生、１年生も含めた全員での素晴らしいチームワー
クで勝利を掴みました。
　そのほか、バレーボールや陸上競技などの種目でも、大活躍をみ
せた生徒たち。各競技で日頃の練習の成果を存分に発揮しました。
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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男	4,003人（－10）	　計	 8,301人（－13）
女	 4,298人（－３）	世帯数	3,315世帯（－２）

令和３年８月１日現在（　）は前月比　

第47回鳥取県中学校体育大会　入賞（気高中学校）
⃝ ソフトテニス男子団体 初優勝　中国大会出場
⃝ バレーボール男子 準優勝　中国大会出場
⃝ バレーボール女子 第3位
⃝ 野球 ベスト８
⃝ 陸上競技　2年男子100ｍ 小谷　空我さん　第２位　中国大会出場

男子400m 渡辺陽和世さん　第５位
男子800ｍ 渡辺陽和世さん　第４位

女子棒高跳び 清水　　葵さん　第１位

令和３年度 中国中学校選手権大会大会 結果（気高中学校）
⃝ ソフトテニス男子団体 予選リーグで惜しくも敗退
⃝ バレーボール男子 ベスト８
⃝ 陸上競技　2年男子100ｍ 小谷　空我さん　第３位

初優勝した男子ソフトテニス部の皆さん

２年男子 100 ｍ小谷さん（中央）

男子バレーボールの試合の様子（手前コート）

　　　　鳥取県中学校総合体育大会気高中学校 大活躍！

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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　鳥取砂丘美化運動協議会では、岩戸海岸から青谷海
岸までを山陰海岸ジオパーク一斉清掃と題して、清掃
を行っており、気高地域では船磯海岸で実施されます。
　鳥取市が誇る美しい海岸線を一緒にきれいにしませ
んか。
※清掃を行う際はマスクを着用し、2メートル以上の間隔を

とり、人と人が密集しないようにしましょう。
※10月１日（金）時点で新型コロナ警報「警報」以上が発

令されている場合は中止します。荒天による実施の有無
は当日午前７時に本市公式ウェブサイトに掲載します。

【委】委員【地】地域振興課【事】事務局
⑴小さな拠点の取り組みについて
【委】佐治での運営方法は、気高地域で

も取り入れることは可能か。
【地】地域で会員になっていただき、会

費等で運営する形をとっていると
思います。３年間は市の小さな拠
点補助金が活用できます。共助交
通の取り組みに対しては、交通政
策課が車両の補助をしています。
現在、集めている会費等で継続し
た運営をしていきますが、ここに
至るまで、地域住民の理解を得る
のにかなりの時間を要したと聞い
ています。すぐに佐治のような運
営は難しいので、それぞれの地域
にあった進め方があると思います。

【委】浜村地区以外の地区の取り組みは
検討されていないのか。

【事】浜村地区については、当初、浜村
温泉街の活性化を検討していまし
たが、温泉街に留まらず、浜村地
区全体で地域を考えていく必要が
あるという行政側の思いを活性化
委員の皆様に応えていただいてい
るという状況です。理想としては、
まちづくり協議会が主体となって
小さな拠点に取り組んでいただく
ことが良いのですが難しい状況で
す。今後、小学校統合後、既存の
小学校活用方法などを地域で検討

していく中で小さな拠点に取り組
む動きが出てきてほしいと思いま
す。行政としても要請があれば協
力しますが、それぞれの地区が主
体となって取り組んでいただきた
いと思います。

【地】国英地区では、まちづくり協議会
が主体となって、サロンと共助交
通にポイントを絞って取り組んで
いる事例があります。

【委】浜村地区を拠点としてネットワー
クを繋げて行くということではな
く、他の地区でも小さな拠点を取
り組むということか。

【事】市としては、各地区で取り組んで
いただくことを想定しており、逢
坂、瑞穂、宝木、酒津の地区でそ
れぞれ小さな拠点を取り組むと、
浜村地区も含めてネットワークが
繋がると思います。現在、小学校
統合の課題もあります。統合後の
小学校校舎活用方法など小さな拠
点の補助金を活用しながら取り組
みをしていただきたいと思いま
す。逢坂地区では、学校統合を見
据え逢坂小学校校舎の活用につい
て議論を進めており、小さな拠点
補助金の活用も検討中です。

【委】今後、新市はどのように向かって
いるのか。

【地】各支所で、それぞれ新市域振興ビ
ジョンがあり地域活性化を行って
いる状況です。今後、新市域振興ビ
ジョンが期限を迎えることになり、
新市、旧市がより一体となった活
性化を検討する必要があります。

⑵７月７日（水）～７月 11日（日）
大雨対応について

【委】隣接している逢坂小学校と逢坂地

区公民館の避難所開設は、無駄で
はないのか。

【事】瑞穂地区や宝木地区は、河川が増
水した場合、垂直避難をする必要
があり、2階以上の施設として瑞
穂小学校と宝木小学校を避難所指
定しています。瑞穂地区公民館と
いう考えもありましたが河川増水
の危険があると判断し、小学校を
避難所としました。また、過去に
旧市の避難所で乳幼児、高齢の方
が避難に来られたとき、小学校よ
りも公民館の畳のある環境の良い
部屋に避難していただいた事があ
ります。また、平日で公民館職員
も協力できる体制でありましたの
で、逢坂小学校と逢坂地区公民館
を開設させていただきました。

【委】学校では、教員は児童の対応をす
る必要がある。市は、速やかに対
応できる訓練をしておかなければ
ならない。

【委】車いすの方が避難された場合、垂
直避難は難しいのではと感じた。

【事】現状の避難所でどのように対応す
べきか検討させていただきます。

【委】全市で災害があった場合、支所エリ
アはほっておかれる危険性がある。
支所の人数だけでは対応できない。
本庁との連携が不可欠である。

【委】民生委員として、災害時にどこま
で対応できるか考えさせられた。

【委】災害時には、防災リーダーや区長な
ど各自治会の協力体制が必要である。

【事】ご意見ありがとうございます。
この度の災害対応について、検証
し、改善していきます。

※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３回　７月 27日（火）

日　時 10 月 10 日 ( 日 ) ※少雨決行
8 時 30 分～ 9 時 30 分 

場　所 船磯海岸（駐車場は遊漁センター横） 

内　容
海岸を歩きながら清掃を行います
※軍手等は各自ご持参ください
 （ごみ袋は準備します） 

【問い合わせ先】
鳥取砂丘美化運動協議会事務局　　　 30-8177
鳥取市気高町総合支所地域振興課 　　 82-0011

一斉清掃一斉清掃
山陰海岸ジオパーク山陰海岸ジオパーク

詳細はコチラ▼
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９月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-6036９月の予定

と　き 行事名 対　象

６日（月） 10：30 ～ 11：10 うたってあそんでわらべうた 乳幼児と保護者〔要申込（８組）〕

12 日（日） 14：30 ～ 15：00 おはなしの時間 3 歳以上の子ども

17 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

26 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。 【９月の休館日】７日・14 日・21 日・28 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

９月の行事
と　き 行事名

８日（水）
10：30～

子育て講座「子どもとともに絵本の時間」
講師を招き絵本の楽しみ方などのお話
をお聞きします。
※要申込（10組程度）

９日（木）~
17日（金）

敬老の日プレゼント作り
日頃の感謝を込めて、プレゼントを作
りましょう。

10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。

21日（火）
11：00～

お誕生会
９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 ９月の予定
と　き 行事名

３日（金）
13：30

「いきいき元気講座」
ホルモンバランスを整え、更年期うつ
を予防する

７日（火）
13：30

「自家製野菜と花づくり講座」
玉ねぎの苗づくりと秋の花の手入れ①

22日（水）
10：00

【料理教室】
「夏バテ解消しっかり食べよう」

28日（火）
13：30

「人権と福祉のまちづくり講座」
ひきこもりの理解と支援～家族にでき
ること、社会にできること～
場所：気高町コミュニティセンター

30日（木）
13：30

「認知症予防講座②」
楽しく脳トレーニングをしましょう！

※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

１日（水） 個別通知をご確認ください ３歳児健診　対 平成30年7・8月生

気高保健センター

２日（木） 10：00 ～ 11：30 キラリ☆えがおの会

14 日（火）
13：30 ～ 15：30 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」

15 日（水） 受付13：00 ～ 13：15 ２歳児歯科健診　対 令和元年7・8月生※

※平成31年3～ 4月・令和元年5～ 6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
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お　知　ら　せお　知　ら　せ

　近年、大雨や暴風などにより、各地で大きな被害が
発生しています。災害時の対応について改めて確認し、
備えましょう。
　⃝安全な場所を確認しましょう
　　自宅や職場、学校などがある場所で、大雨等によ

る河川の氾濫や土砂災害の危険があるのか鳥取市
総合防災マップ等で確認しましょう。危険がある
場合は、避難場所について確認し、家族で話し合っ
ておくことが大切です。

　⃝非常時の持ち出し品を準備しておきましょう
　　非常時に必要となる食料品や飲料水、医療品など

は事前に準備しておき、いざという時に慌てず行
動できるようにしておきましょう。

　⃝防災情報や避難情報を確認しましょう
　　災害時には市が気象情報などから総合的に判断

し、避難指示等を発令します。避難情報が出た時
は、安全最優先で適切に行動しましょう。テレビ
やラジオ、インターネットなどから最新の情報を
入手することも大切です。

　7月19日 ( 月 )、青谷高校の生徒や地域住民など約
25名が JR 浜村駅前の足湯施設周辺を清掃しました。
これは、浜村警察署が実施する「少年非行防止キャ
ンペーン」の一環で、平成26年から毎年行っている
ものです。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため密にならないように、足湯のほか
自転車置き場の掃除や周辺の草取りも行い、約1時間
ほどできれいになりました。参加した高校生たちは、
この活動を通じて地域とのつながりを感じながら、
さわやかな汗を流していました。

浜村駅前の足湯清掃を行いました

まちの賑わいの復興を目指す「まちのわ宝木」

　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。

20 日 ( 月 )
敬老の日

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

23 日 ( 木 )
秋分の日

宝木・瑞穂・酒津地区  可燃ごみ
※ペットボトルは 30 日 ( 木 ) に収集します

※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

９月祝日のごみ収集

９９月の各種相談日月の各種相談日

と　き 相談内容 場　所

６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

　7月24日 ( 土 )、宝木地内の旧オアシス宝木で貝殻
の風鈴づくりが行われ、小学生など10名が参加しまし
た。「まちのわ宝木」は地域の賑わいが失われつつある
と感じた地域住民が立ち上げたもので、今回初めてイ
ベントを企画しました。当日は、事前に海岸で拾い集
めた貝殻や流木などを使い、風鈴を作りました。子ど
もたちは大人の手助けを受けながら、貝殻の数や位置
などを考えて、世界に一つしかない風鈴を完成させま
した。完成した風鈴はときおり風に吹かれて涼やかな
音を鳴らしていました。

◎９月 30 日（木）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

秋の全国交通安全運動

９月 21日（火）～ 30日（木）

お 礼 ７月の豪雨の際、鳥取市気高町赤十字奉仕
団から非常食60食を提供していただきました。あり
がとうございました。

いざという時に備えていざという時に備えて


