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令和4年4月30日現在（前月比）  人口／3,460人(－17)  男／1,688人(－8)  女／1,772人(－9)  世帯数／1,439世帯（±0）

No.212

　鹿野地域振興会議では、「鹿野地区コミュニティ施
設等あり方検討委員会」から提出された提言書を審議
し、「鹿野地域の振興に関する意見書」をまとめまし
た。
　４月２３日、市役所
本庁舎で、深澤市長に
小川会長が意見書を提
出し、地域の思いを伝
えました。

■地域振興課 30-8682
■市民福祉課 30-8684

■こじか保育園・幼稚園 84-2251
■トレーニングセンター 84-2131

■産業建設課 30-8686
■教育委員会分室 30-8687

鳥取市鹿野町総合支所 地域振興課　〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517
0857-84-2011  0857-84-2598 sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp

支所への直通電話（２月14日から電話番号が変わりました。代表番号は変更ありません。）

鳥取市気高町・鹿野町地域生活交通協議会
設立について

「ラーニングワーケーション」
モニターツアー＠鳥取市鹿野町

が始まります！！

鹿野町総合支所及び鹿野地域の
情報提供について　

第1回

地域振興会議地域振興会議
第１回 鹿野地域振興会議を４月２７日に開催しました。

■委　員：乗合タクシーはどんな運行形態なのか
【事務局】：タクシーを予約する際、同じ時間帯で利用する人が

あれば乗り合わせて運送するものです。
■委　員：乗合タクシーの実証実験の報道があったが、どのよ

うな計画か。
【事務局】：６月頃から実証実験の参加募集が始まり、１０月頃

から開始される予定です。
■委　員：この協議会の目的は何か
【事務局】：単に循環バスの運行形態やダイヤを見直すものでは

なく、将来も維持可能な移動手段について協議・検討
することを目的としています。

　３月２４日に第１回の協議会を開催しました。
　委員１５名が、鳥取市生活創生交通ビジョンに基づき、将来
の鹿野・気高地域の生活交通について検討を行ないます。

　鳥取市は、都市部企業のテレワーク研修、会議の実施
等を通じて、企業人材と地域の交流や関係人口の拡大を
図る「ワーケーション」を推進しています。
 　このたび、～持続可能な「まちづくり」から※サステナ
ブルな自分を作る～をテーマに県外の企業人などが、
「いんしゅう鹿野まちづくり協議会」を題材に持続可能
なまちづくりのあり方を探るとともに、鳥の劇場とコラ
ボした演劇ワークショップにより、自己の表現局・コ
ミュニケーション力を伸ばす研修が行われることにな
りました。
　この取り組みが、さらなる町の活性化につながること
が期待されます。

　４月号から支所だよりの紙面が従前の半分になりました。今
後ホームページやSNSも活用し、情報内容に合わせた手段を用
いることを検討していきます。

■委　員：コンテンツや投稿数により発信力が異なるためそれ
を踏まえて検討してほしい。

■委　員：地域から情報を集めて、支所のオフィシャルなホーム
ページやSNSでコンスタントに情報提供するような
ことはできないか。

【事務局】：市業務外の情報を広報することはできませんが、統一
したハッシュタグを使って各々が投稿することで地
域情報を発信していきたいと考えています。

■委　員：観光情報を発信していくものとは別に、住民に必要な
情報はしっかり支所だよりやホームページで伝えて
ほしい。

■委　員：地域を発信することについては、地域全体で取り組ん
でいけるよう、公民館などで学習会を開くことを検
討してはどうか。

■委　員：インターネットなど使えない人もいる。誰もが「見た
い」と思える支所だよりを作ってほしい。

鹿野地域振興会議 意見書を提出鹿野地域振興会議 意見書を提出

主
な
議
題
の
概
要

※サステナブルとは「人間・社会・地球環境の持続可能な発展」を意味する。



日時 6月18日（土） 10時30分～
場所 鹿野学園流沙川学舎図書館
内容 読み聞かせ＆かんたんな工作
対象 どなたでも（参加無料）　
定員 5組程度（申込締切 6/17まで）
【申込先】鹿野図書室（

まちの行事
日にち 時間 イベント 問い合わせ先

6 （月）10:00 続けてみよう
ストレッチ教室

市民福祉課

2（木）10:00 きらり☆えがおの会 市民福祉課
3（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

17 （金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課
13 （月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 鹿野公民館

18 （土）10:30 6月のおはなし会 鹿野図書室

28 （火）10:00 鹿野カフェ サンテリオン

22 （水） 9:30 鹿野町コスモス会 市民福祉課
27 （月） 9:30 しゃんしゃん体操教室　　市民福祉課

「ハスのすべてを知ろう」展示30日（木）まで 往来交流館

※イベント詳細は各関係機関にお問い合わせください。
市民福祉課 30-8684
鹿野往来交流館童里夢 38-0030

鹿野地区公民館 38-0022

鹿野図書室 84-2131 ル・サンテリオン鹿野 84-3700

6月のおはなし会

日 時 ： 6月1日（木） 9：30～11：30
場 所 ： 鹿野町老人福祉センター
相談内容 ： 人権問題全般（人権擁護委員対応）

について、人権侵害が認められる
相談には調査救済（法務局対応）を
行うことができます。

【問い合わせ先】
鳥取地方法務局人権擁護課
※法務局においても休日を除く平日（８：30
～ 17：15）は毎日相談に応じています。

【専用ダイヤル】 0570 003 110

【問い合わせ先】
鳥取市体育協会鹿野町支部(教育委員会鹿野町分室)

　３０－８６８７

特設人権相談について

※新型コロナウイルス感染予防のため日程が
　変更または中止となる場合があります

鹿野図書室でも借りられます
鹿野図書室　 84 2131
【開室時間】 月・土 ８：45 ～ 17：15

火～金 ８：45 ～ 17：30
鹿野学園 流沙川学舎図書館　 84 1102
【開館時間】 月～金 15：00 ～ 19：00

土 10：00 ～ 17：00
●休室日・休館日は、日曜日・祝日です。

今月のおすすめ本図書案内
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　毎年6月に開催していました「西部地域交流
駅伝大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止します。

　着物や帯は世界に誇る美
しい日本の伝統文化ですが、
今は生活の中で着る機会は
めっきり少なくなりました。
この本では、タンスの中の思
い出の詰まった大切な着物
やアンティークショップで
見つけた素敵な帯を、生活に
寄り添う新しい姿として、
バッグや小物にして紹介しています。

開 催 日／7月18日（月・祝）　
時　　間／8:00～10:30　受付　7:30～
場　　所／鹿野町農業者トレーニングセンター
定　　員／県内在住者　先着50名
申込期間／6月1日(水)～7月8日（金）まで

城下町しかのぶらり蓮ウォーク開催

（鳥取市鹿野町地域）

日 月 火 水 木 金 土
3 4
可燃ごみ
ペットボトル

5 6 7 8 9

1 2

10 11
可燃ごみ

古　紙

12 13 14 15 16 17 18
可燃ごみ

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

ビン・缶
小型破砕

19 20 21 22 23

29 30

24 25

食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

ビン・缶
小型破砕

ビン・缶
小型破砕

可燃ごみ

可燃ごみ
ペットボトル

26 27 28
食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

可燃ごみ

令和4年6月 ごみ収集カレンダー

鹿野町総合支所HPでは年間のごみ収集カレンダーをご覧いただけます！

西部地域交流駅伝大会 中止

【問い合わせ先】
鳥取市西商工会 鹿野支所 　84-2402　

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
9日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
2日（木） 相談員　前田博志さん
16日（木） 相談員　永原初雄さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11:30
1日（木） 相談員　谷口真さん

　　　　飯田耕一郎さん
■会場　鹿野町老人福祉センター

6月の相談開設日


