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鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男 ２,６７９人（－８） 計 ５,６０３人（－１７）

女 ２,９２４人（－９） 世帯数 ２,３７３世帯（－６）
令和３年１月３１日現在　（　）は前月比
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支所・主な施設への直通電話
地域振興課 85-0011
市民福祉課 85-0012
教育委員会分室 85-0014
産業建設課 85-0015
西道路管理センター 85-0016
水道局西地域
水 道 事 務 所 85-2526

すくすく保育園 85-0430
青谷上寺地
遺跡展示館 85-0841

あおや郷土館 85-2351
あおや和紙工房 86-6060
コミュニティセンター 85-1141
トレーニングセンター 85-2359

第31回 青谷町
ソフトバレーボール大会開催！

3

郡山市と和紙で交流！

　２月１日（月）、青谷小学校4年生のクラスで、姉
妹都市郡山市（福島県）との和紙をとおした交流の
授業が行われました。これは、郡山市から、市の伝統
工芸品である「海老根和紙」をとおして交流したい
との話があり、鳥取市の伝統工芸品「因州和紙」の産
地である青谷町と佐治町の小学生が交流先となっ
たものです。
　このたびの交流では、和紙の灯ろうを作ることに
なり、青谷と佐治の小学校に郡山市から和紙が送ら
れました。青谷小の４年生28人は、この和紙に墨で
絵を描き、この日、それに色づけをしました。子ども
たちは、“メッセージでつながる”をねらいとし、
ローマ字とイラストで、「きずな」「こころはひとつ」
といったメッセージをつなげて描いた絵に、パステ
ル調の明るい色づかいの絵の具で色づけをしてい
きました。子どもたちからは、「震災で大変な思いを
された方たちに思いが届いてほしい」「鳥取県と福
島県はつながっている。絵をとおして、福島の皆さ
んに元気になってもらいたい」といった思いが語ら
れました。
　完成した絵は、子どもたちの手紙とともに郡山市
に送り返され、灯ろうにして、3月の東日本大震災
復興10周年記念イベントで展示されます。

　２月７日（日）、青谷町体育館で、第31回青谷町ソ
フトバレーボール大会が行われました。大会には、
「混成の部（男女混合）」に6チーム、「わかばの部」
（小学生）」に3チームが参加し、3チームごとのリー
グ戦で行われました（１チーム４人編成）。
　小学生の試合では、プレーごとに、それぞれがさ
わやかにエールを送り、ときに見事なアタックも決
めていました。
　大人の部でも、最初から接戦の続く白熱した試合
展開になり、盛り上がりました。最後の優勝決定戦
は、シーソーゲームで試合が進み、最終セットも目
が離せない展開となりました。優勝は、「わかばの
部」は青谷スポ少Ｂチーム、「混成の部」は、わいわい
フレンズＡチームが勝ち取りました。
　全試合結果は次のとおりです。

え　  び　  ね

～青谷小4年生が和紙に絵つけ

順位 順位チーム名

１
２
３
４
５
６

わいわいフレンズＡ
わいわいフレンズＢ
チーム長谷川
チーム見生
チーム坂原
チームちか

チーム名

青谷スポ少Ｂ

青谷スポ少Ａ

青谷スポ少Ｃ

１

２

３



３月１日（月）～７日（日）

その火事を　防ぐあなたに　金メダル

春の全国火災予防運動春の全国火災予防運動
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確定申告期間の延長のお知らせ

日時：令和３年１月２７日（水）
　　　午後２時３０分～４時３０分
会場：青谷町総合支所第２・３会議室

（２）青谷地域の生活交通について

 議事概要  （共通議題）
　「鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針（素案）」
　について

【問い合わせ先】地域振興課 85-0011

※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「青谷町総合支所」ページをご覧ください。

【問い合わせ先】鳥取税務署 22-2141
市民福祉課 85-0012

第６回 青谷地域振興会議第６回 青谷地域振興会議

≪校区審議室から説明≫
【委　員】気高町の小学校統合は決定事項か。
【校区審議室】気高町では、小学校統合の要望をいた
だき、昨年の12月に教育委員会で、新設統合を決定
しました。気高町は3月を目途に統合準備委員会を
立ち上げる予定となっています。

【委　員】統合して1か所に集まった状態では、学習す
る機会は平等だと思うが、通学をする時の安全性、
通学時間などの問題がある。スクールバスなどの問
題もあるので、「平等」という表現はどうなのかと思
う。

【校区審議室】学校の教育環境に加えて、友だちも同じ
くらいの人数がいる、部活も同じように選択でき、通
学時間も同じになることが理想ですが、特に通学が
難しい問題となっています。行政として、少しでも通
学の問題を埋めていきたいと思っています。友だちの
数で適正規模にこだわると、今度は通学距離が長く
なるので、100％満足な状態にはできませんが、平等
に近い状態を目指しています。

報告事項
　交通政策課から「ＪＲ西日本による駅舎のシンプ
ル化について」、事務局から「青谷高等学校活性化を
支援する会」の報告がありました。

【委　員】タクシー料金が高いので、個人的に近所の方
に送ってもらっている人がたくさんいる。バス停まで
遠いので、車の運転に自信はないが、免許を返上し
たくてもできないという話をよく聞く。有償運送で電
話等での予約をタクシーと組み合わせるとか、朝晩
のスクールバス等の運転手が、日中はタクシーの運
転をするなどを組み合わせて、うまく回せる仕組み
ができないかと思った。

【事務局】共助交通に関して、路線の検討や料金の決
め方、費用の負担方法など様々な検討項目がありま
すので、できる限りより良いものになるよう検討して
いきたいと思っています。

【交通政策課】地域の声や実情に合うように協議会で
話し合っていただき、施策に反映していきたいと思っ
ています。

令和２年度 鳥取市体育協会
青谷町支部スポーツ表彰 　新型コロナウイルス感染防止対策として、確定申

告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告期間
が４月15日（木）まで延長されました。
　併せて、スマートフォンや自宅のパソコンを使っ
たインターネット経由での申告も推奨していますの
で、ご協力いただきますようお願いします。　
◆3月16日（火）以降の確定申告に関する相談や申告
書作成支援等については、鳥取税務署へお問い合
わせください。

　２月７日（日）、青谷町総合支所で令和２年度
鳥取市体育協会青谷町支部のスポーツ表彰式が
行われました。今年度の受賞者は次のとおりで
す。今後も皆さまの活躍を期待しています。

【体育功労賞】浜本征夫
　　　　　　（鳥取市バスケットボール協会青谷町支部）
　　　　　　北村立幸（青谷町バドミントン協会）

【スポーツ賞】尾﨑菜都美（陸上）
　　　　　　土橋心暖（陸上）　　　 　（敬称略）
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第２回鳥取市青谷町地域生活交通協議会第２回鳥取市青谷町地域生活交通協議会市有償バスと乗り合いタクシーの
評価・見直し基準が設定されました
　青谷地域の生活を支える公共交通（生活交通）の一
つとして、市有償バス「絹見バス」を運行しています。
　このたび、生活交通をみんなで創り守り育てるため
に取り組む指標となる「生活交通の評価・見直し基準」
が、鳥取市生活交通会議で設定されました。
　人口減少が進む中、住み慣れた地域で生活していく
ために、「生活交通」について、みんなで考えていきま
しょう。
　「生活交通の評価・見直し基準」の詳細は、『市報3月
号18ページをご覧ください。

【問い合わせ先】交通政策課 30-8326

【問い合わせ先】産業建設課 85-0015【問い合わせ先】教育委員会青谷町分室 85-1141

　この基準を満たさない場合は、運行ルートの見直しや共助交通など他
の交通手段への移行を検討することになります。

▶市有償バスの評価・見直し基準

▶青谷地域で運行している市有償バスの実績

1便当たりの利用者数（人／便）

運行バスの
名称

1便当たりの
利用者数（人/便）

利用者1人当たり
市の補助金額

絹見バス 1.6人 963円

2.0人以上

1000円未満利用者１人当たりの市の補助金額

新刊図書のご案内

●今度生まれたら（内館牧子）
●羊は安らかに草を食み（宇佐美まこと）
●冬の狩人（大沢在昌）
●心淋し川（西條奈加）
●野良犬の値段（百田尚樹）
●女のお悩み動物園（ジェーン・スー）
●妻が口をきいてくれません（野原広子）ほか

●おおきいくまさんちいさいくまさん（南塚直子）
●すずめさんおはよう（いまきみち）
●ちいさいじてんしゃりんちゃんのおはなし（ねぎしたかこ）
●なぞなぞ（安野光雅）
●はるがきた！いいものいくつ？（おおたぐろまり)
●どうぶつたちのおひっこし（平山暉彦）
●海と川が生んだたからもの 北上川のヨシ原(堀内 孝）ほか

移動図書館「つばさ号」をご利用ください。
※青谷町コミュニティセンター図書室へ返却することもできます。

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

天候や交通事情によっては、到着時間が変更になったり、運休する場合があります。

24日（水）

10日（水） 八葉寺
公民館 → 桑原生活改善

セ ン タ ー → 中郷地区
公 民 館 → なりすな → 海 っ こ

児童クラブ

１３：３０～１３：５０ １４：１０～１４：３０ １４：５０～１５：１０ １５：３０～１５：５０ １６：００～１６：３０

1日（月）
高 齢 者 生 活
福祉センター → 山 根

公民館 → 勝部地区
公 民 館 → 絹見・引地→ 長和瀬

１３：４０～１４：００ １４：２０～１４：４０ １５：００～１５：２０ １５：４０～１６：００ １６：２０～１６：４０

15日（月）
高 齢 者 生 活
福祉センター → 山 根

公民館 → 勝部地区
公 民 館 → 絹見・引地→ わかばの家

青 谷

１３：４０～１４：００ １４：２０～１４：４０ １５：００～１５：２０ １５：４０～１６：００ １６：１０～１６：３０

8日（月）

22日（月）
栄町公民館

１６：００～１６：２０

一
般
書

児
童
書

3月の休館日は1・8・15・20・22・29日です。

3月

●「音読教室」のご案内●
日時：3月18日(木)　
　　　①午前10時～ ②午後2時～ （2部制）
会場：青谷町総合支所　第2・3会議室

≪委員からの質疑、意見≫
〈委　員〉路線バス（日置線、勝部線、長和瀬線）が、年度途
中でも廃止になることがあるのか。

〈回　答〉現在、バス事業者から廃止の意向表明はありま
せんが、路線を休廃止する場合は、その６ヶ月前まで
に国土交通大臣に届け出なければなりません。他の地
域のケースでは、３月末で廃止されることが多く見受
けられます。

〈委　員〉路線バスを利用頻度の多い便（朝、夕方）だけ存
続して運行することはできないか。

〈回　答〉バス事業者との協議では、利用頻度の多い便だ
け存続することはできないとのことでした。

〈委　員〉今後、路線バスが廃止になった場合、通学の交
通確保が心配になるが、現在、市がスクールバスを運
行しているところがあるか。

〈回　答〉現在、市がスクールバスを運行しているところ
はありません。「鳥取市生活交通創生ビジョン」に記載
しているスクールバスの運行とは、路線バスが廃止に
なった場合の、代替交通の選択肢の一つとして挙げて
います。

〈委　員〉アンケート結果を住民へ周知してほしい。
〈回　答〉地域の方が集まる機会等で情報提供していき
たいと考えています。

〈委　員〉タクシー会社がなくなれば移動手段に困るの
で、生活交通の検討にあたっては、タクシーと共存で
きるよう考えてほしい。

〈回　答〉青谷町地域は他の支所地域と異なり、タクシー
の営業所を有する唯一の地域であるので、市もタク
シー事業者との共存は大事であると考えています。

　第２回鳥取市青谷町地域生活交通協議会で、今後の方
針を決定しました。
〈方　針〉
①朝と夕方は、通学に対応できる移動手段（現行のバスと
同等）を確保する。
②日中は、高齢者等一般の利用者の需要に応じた移動手
段でカバーする。
　今後は、方針に基づき、生活交通の具体的な運行形態を
検討していきます。

【協議事項】
・青谷町における生活交通確保の方向性について

◎今後の生活交通の方向性について

日時：令和３年１月２５日（月）午後7時～
会場：青谷町総合支所第２・３会議室

※①午前②午後のどちらかを選んでお申込みください。
各先着10人まで、3月1日（月）から受付します。お申込
みは、直接または電話で教育委員会青谷町分室まで。

☆新型コロナウィルス感染症の発生状況により、開催を
中止する場合があります。
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1日（月）
高 齢 者 生 活
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22日（月）
栄町公民館

１６：００～１６：２０

一
般
書

児
童
書

3月の休館日は1・8・15・20・22・29日です。

3月

●「音読教室」のご案内●
日時：3月18日(木)　
　　　①午前10時～ ②午後2時～ （2部制）
会場：青谷町総合支所　第2・3会議室

≪委員からの質疑、意見≫
〈委　員〉路線バス（日置線、勝部線、長和瀬線）が、年度途
中でも廃止になることがあるのか。

〈回　答〉現在、バス事業者から廃止の意向表明はありま
せんが、路線を休廃止する場合は、その６ヶ月前まで
に国土交通大臣に届け出なければなりません。他の地
域のケースでは、３月末で廃止されることが多く見受
けられます。

〈委　員〉路線バスを利用頻度の多い便（朝、夕方）だけ存
続して運行することはできないか。

〈回　答〉バス事業者との協議では、利用頻度の多い便だ
け存続することはできないとのことでした。

〈委　員〉今後、路線バスが廃止になった場合、通学の交
通確保が心配になるが、現在、市がスクールバスを運
行しているところがあるか。

〈回　答〉現在、市がスクールバスを運行しているところ
はありません。「鳥取市生活交通創生ビジョン」に記載
しているスクールバスの運行とは、路線バスが廃止に
なった場合の、代替交通の選択肢の一つとして挙げて
います。

〈委　員〉アンケート結果を住民へ周知してほしい。
〈回　答〉地域の方が集まる機会等で情報提供していき
たいと考えています。

〈委　員〉タクシー会社がなくなれば移動手段に困るの
で、生活交通の検討にあたっては、タクシーと共存で
きるよう考えてほしい。

〈回　答〉青谷町地域は他の支所地域と異なり、タクシー
の営業所を有する唯一の地域であるので、市もタク
シー事業者との共存は大事であると考えています。

　第２回鳥取市青谷町地域生活交通協議会で、今後の方
針を決定しました。
〈方　針〉
①朝と夕方は、通学に対応できる移動手段（現行のバスと
同等）を確保する。
②日中は、高齢者等一般の利用者の需要に応じた移動手
段でカバーする。
　今後は、方針に基づき、生活交通の具体的な運行形態を
検討していきます。

【協議事項】
・青谷町における生活交通確保の方向性について

◎今後の生活交通の方向性について

日時：令和３年１月２５日（月）午後7時～
会場：青谷町総合支所第２・３会議室

※①午前②午後のどちらかを選んでお申込みください。
各先着10人まで、3月1日（月）から受付します。お申込
みは、直接または電話で教育委員会青谷町分室まで。

☆新型コロナウィルス感染症の発生状況により、開催を
中止する場合があります。
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3月の予定

子育て支援センター 3 月 まちの行事まちの行事

【問い合わせ先】市民福祉課 85-0012

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業が
　中止になる場合があります。

子育て相談

【問い合わせ先】すくすく保育園　 85-0430
月～金 13：00～15：00（祝日はお休み）

あそびにきませんか
利用時間：月曜日～金曜日 9:30～15:00（祝日はお休み）
　利用できる方は、保育園や幼稚園に通っていない乳幼児
とその保護者、並びに、もうすぐお父さんお母さんになられ
る方々です。子育ての仲間と交流しましょう。
　キューピットを利用される日は、検温・マスクの着用（保護
者）・手洗い・手指消毒をお願いします。

★おはなし会/9日（火）11:00～
　「しゃぼんだまの会」のみなさんによる、絵本やお話を楽し
みましょう。

★3月生まれの誕生会/16日（火）11:00～
　3月生まれのお友だちを、みんなでお祝いしましょう。

★保健師さんによる発育測定/18日（木）10:00～
　身長、体重を測定します。保健師さんとの個別の相談も
できます。　※母子健康手帳をご持参ください。

★お別れ会（ミニ運動会で遊ぼう）
　　　　　　　  /24日（水）10:30～11:30

　保育園のプレイルームでミニ運動会を行います。1年間、
キューピットでなかよく遊んだお友だちと一緒に、楽しく過
ごしましょう。
※参加には、申し込みが必要です。参加を希望される方は、

3月9日（火）までにキューピットにお申し込みください。

※行事は、変更になることがあります。詳しくは、キューピット
に掲示しますので、お問い合わせください。

※ごみは収集日の午前８時までに出してください。
※この時期、引っ越し等で一時的に大量のごみが出る

ことがありますが、これらのごみはゴミステーションに
出さず、業者に処分を依頼するか、直接処理施設へ
持ち込んでください。

◆処分ができる業者等は、市公式ウェブサイトから確認
できます。

ごみ収集についてのお願い

相談員　森　　佳樹 さん
もり よしき

相談員　竹森　　潔 さん
たけ もり きよし

相談員　遠藤　千鶴 さん
えんどう ちづる

相談員　中宇地節雄 さん
なかうじ せつお

日　時 行　事　名 場　所

12 金 ふわっとカフェ14:30～
16:30

砂 の 子

26 金 ふわっとカフェ14:30～
16:30

砂 の 子

糖尿病予防
ともの会

9:30～
11:00

青 谷 町
総合支所4 木

汐さいの会
（精神障がい者家族会）

13:30～
15:30

気高保健
センター

9 火

0・1・2歳児の子どもさんと保護者の方へ
だっこのおはなし会

10:30～
11:30

青谷地区
公 民 館

18 木 音読教室
（P3に掲載）

①10:00～
②14:00～

青 谷 町
総合支所

3 水 3歳児健康診査
（H30.1月・2月生）

12:45～
13:30

気高保健
センター

受
付

17 水 2歳児歯科健診
（H31.1月・2月生）

13:00～
13:15

気高保健
センター

受
付

期限内納付をお願いします
3 月は

納期限　3月31日（水）
の納付月です

国民健康保険料……………10期

相　　談 3月分
●会場：青谷町老人福祉センター

行政相談
3日（水）

13：00～15：30

人権相談
17日（水）

13：00～15：00

心配ごと相談
17日（水）

13：00～15：00

【問い合わせ先】市民福祉課 85-0012

新しい民生児童委員さんを
紹介します

【問い合わせ先】 市民福祉課 85-0012

　このたび、澄水・楠根の新しい民生児童委員に山根
賀津雄さん（楠根）が決まりました。任期は、令和3年2
月1日から令和4年11月30日までです。
　生活上で心配なこと、困りごとなどの身近な相談窓
口として、安心してご相談ください。

やま　 ね

か　  つ　  お


