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　国史跡青谷上寺地遺跡の史跡整備が、令和２年度から
進められていますが、整備の方向性の一つは、「地域の
人たちと一緒に史跡を活用する仕組みを作りながら、整
備を進める」というものであり、「活用からはじまる整備」
とされています。
　青谷上寺地遺跡の史跡整備は、まさに、青谷地域にとっ
て地域の魅力を発信する絶好の機会です。地域住民が、
史跡公園の利活用に関わり、青谷地域の多くの地域資源
の利活用とあわせて、地域活性化が図られることが求め
られます。
　こうした中、5月 12 日（水）、地域の団体や住民で遺
跡の利活用に関わり、取り組む「青谷上寺地遺跡利活用
推進事業部会」が、「あおいち」などに取り組んでいる
青谷地域にぎわい創出実行委員会に新たに設置され、第
1回部会が開催されました。
　部会は、青谷上寺地遺跡に関係する団体や個人で構成
されています。史跡整備を行う鳥取県青谷上寺地遺跡整
備室も入っており、地域住民と連携した利活用の取り組
みが期待されます。
　今年度の事業の主なものとして、10月に「青谷上寺
地遺跡まつり（仮称）」が計画されています。部会では、
事業だけでなく、遺跡の利活用や関連する取り組みにつ
いての企画、提案等の意見を出し合い、各団体において
も事業等を
検討するな
ど、連携し
て利活用推
進に取り組
んでいくこ
ととしてい
ます。

　５月 13日（木）、青谷高校で、3年次生の選択科目「弥
生文化探究」の最初の実習授業「古代米のもみまき」が
行われました。「弥生文化探究」は、鳥取県の弥生時代
の国史跡、青谷上寺地遺跡と妻木晩田遺跡を生きた教材
として、考古学の研究成果から弥生時代の生活や文化を
学習する授業で、全国的にも珍しい考古学の授業です。
この授業を通じて、祖先弥生人の知恵や技術を学ぶと共
に、地域や遺跡を大切にする心を育んでいきます。
　この日は、13人の生徒が、青谷上寺地遺跡史跡保存
協議会のメンバーの指導で、古代米「黒米」のもみまき
をしました。はじめに、青谷上寺地遺跡から実際に出土
した「炭化した米」の実物が紹介されました。黒く炭化
しているものの、一粒ずつの米の形が確認でき、生徒た
ちは興味深そうに見入っていました。
　もみまき作業では、まず、トレーに土を均等に敷きつ
め、その上に白い根が出はじめた黒米のもみを均等にま
いていきました。そして、もみを少し隠すように、てい
ねいに土をかぶせていきました。今後は、水やりなどを
行って苗として育て、6月初めに田植えを行うことにし
ています。

地域と一緒に史跡の利活用を！地域と一緒に史跡の利活用を！ 青谷高校生が古代米のもみまき！青谷高校生が古代米のもみまき！
～青谷上寺地遺跡

利活用推進事業部会を設置～
～青谷高で「弥生文化探究」授業はじまる～

鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男  2,675人	（±0） 　計  5,584人	（−7）
女  2,909人	（−7） 世帯数  2,370世帯	（−5）

令和３年４月３０日現在　（　）は前月比　
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esign（TCD＊）の交流に向け、４月23日（金）
にリモート会議を行いました。大学生の自己紹介から始まり、交流の日程、
最後にワークショップで、「アイデア」についての考え方を生徒のグルー
プワークを交え、楽しく活動しました。
　当日は、青谷町内の畑（地域の方から提供していただいた田圃）で、「ア
ピオス（いもの一種）」の植えつけをTCDの大学生と行いました。本校か
らは、生徒会執行部員と活動に参加希望する生徒合わせて14人が参加し、
大学生６人と交流しました。生徒たちは、今回の交流をとおして、農業の
大変さと協働する楽しさを体験しました。また、地域の方々も、この活動
を気にかけて様子を見に来られ、生徒たちは、地域の方々に支えられてい
ることを強く感じたようです。

（＊TCDとは、持続可能な農業を目指し、耕作放棄地を活用する
ことで農業の活性化、食糧危機や担い手不足などの問題解決を
図ることをとおして、地域の人々と活動し、青谷町のコミュニ
ティの創造に取り組む鳥取大学生を中心とする学生団体です。）

任期：令和３年４月１日～
令和５年３月31日

　地域振興会議は、本市の一体的
な発展に資する各支所地域の振興
に関する事項について、市長の諮
問に応じ、審議し答申することや、
地域の振興についての調査、審議
などを行います。年６回程度開催
する予定です。

役　職 氏　　　名
会　長 長谷川　和　郎
副会長 濵　江　和　恵
委　員 山　本　　　誠
委　員 松　下　達　夫
委　員 久　野　浩太郎
委　員 植　田　　　隆
委　員 前　田　幸　一
委　員 長谷川　大　之
委　員 塩　　　とみ子
委　員 松　岡　礼　子
委　員 大　石　剛　史
委　員 大　谷　　　茜

（順不同・敬称略）

青谷地域振興会議委員紹介
青谷高校NOW！

VOL.18なりすなちゃん

青
あお

也
や

くん

日時：令和３年４月28日（水）
　　　午後２時30分～５時00分
会場：青谷町総合支所　第２・３会議室
　会長、副会長の選出等、令和３年４月１日～令和５年
３月31日の青谷地域振興会議の体制を決定しました。

議事概要

議　事
（１）会長、副会長の選出
（２）地域振興会議の役割及び令和３年度開催スケジュー

ルについて
（３）令和３年度　総合支所当初予算について
《事務局から予算について説明》
【委　員】山根地区の圃

ほ

場整備が始まってもうすぐ４年
になるということだが、県道の拡幅はいつ頃になるの
か。

【事務局】県道の拡幅は昨年度から県がすでに着工して
います。道の両側に家が建っている部分は、用地取得
が困難なため実施できません。

【委　員】青谷海岸だが、非常にごみも多く、浜が狭くなっ
ている状況であるが、年間通して、海岸の清掃や管理
のような事業は、この予算の中にあるのか。

【事務局】ごみの問題については、海岸漂着物処理事業で、
撤去した不燃ごみなどを処分する費用は確保していま
す。いろいろな団体の方に協力いただいて、ボランティ
アで、海岸清掃を行っていただいた時に出たごみの処
分は、この予算で行っています。災害級の大雨等でま

とまってごみが溜まったというような場合は、緊急で
業者を手配して、海岸のごみ撤去を委託費用で賄って
います。

（４）令和３年度　水道工事箇所について
《西地域水道事務所長から水道工事箇所について説明》
【委　員】工事箇所は小学生と高校生の通学路になって

いるが、児童・生徒の通学には、影響がないのか。
【事務局】これから設計する段階ですので、学校等関係

者と協議し進めていきます。
（５）青谷町版総合戦略（第２期）策定について
《事務局から青谷町版総合戦略（第２期）策定について説明》
【委　員】青谷上寺地遺跡に行く際に、商店街を通って

もらうような話があったが、昔、商店街だったという
だけの状態で、今そこを通っても何もないのではない
か。

【事務局】実際に商店街が今、非常に衰退してしまった
ということは、私たちの目に見えるところで、そういっ
た状況を今後何とかしたいという思いと、今回の青谷
上寺地遺跡整備による交流人口増から、何かしら、駅
前一帯に活気とにぎわいが戻るようなことを、ぜひと
も、商工業者さんと、一緒に考える機会とさせていた
だきたいという思いがあります。
報告事項
①国史跡青谷上寺地遺跡の整備事業について
②新型コロナワクチン接種について
※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。

第第１１回 青谷地域振興会議回 青谷地域振興会議

【問い合わせ先】地域振興課　　 　85-0011

大学生と交流しました！

リモート会議 アピオスの植えつけ作業

７月には花が咲き、
12月には収穫

できるので楽しみ♪
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６月の休館日は7・14・21・28日です。

❖新刊図書のご案内

一
般
書

●気がつけば地獄（岡部えつ）
●灰の劇場（恩田　陸）
●リリアン（岸　政彦）
●ＭＲ（久坂部 羊）
●傷痕のメッセージ（知念実希人）
●つまらない住宅地のすべての家

（津村記久子）
●血も涙もある（山田詠美）　ほか

児
童
書

●くだものみいつけた（ひろのたかこ）
●おらんちゃん（ＭＡＹＡＭＡＸＸ）
●てんとうむしくんとかたつむりくん

（なみもとあや）
●あめのひのぼうけん（森　洋子）
●すなやまトンネルできるかな？

（こさかまさみ）
●かえるや（きうちかつ）
●ハチという虫（藤丸篤夫）　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。

６月

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

7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

21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

14日（月）
28日（月）

栄町
公民館

16：00～ 16：20

9日（水）
23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

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

　毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です。
　青谷町には２人の人権擁護委員がいます。

　　　大
お お

　江
え

　佐
さ よ こ

代子さん

　　　森
も り

　　　佳
よ し

　樹
き

さん
　毎月１回人権相談所を開設しています。相談
は無料で、秘密は固く守られます。
　いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパ
ートナーからの暴力など、人権にかかわること
での悩みごとや疑問、困りごとなどお気軽にご
相談ください。
　なお、６月は、16日（水）13：00～ 15：00、会
場は青谷町老人福祉センターです。
※法務局では、平日８：30～ 17：15まで毎日相

談を受けています。
　みんなの人権110番　 0570-003-110

○徒歩５分圏内にＪＲ青谷駅 、スーパー 、ドラッグストア、
コインランドリー、銀行  などあり

○オール電化住宅　　　○バリアフリー　　○エレベーター有
○国道９号線、山陰道青谷インターすぐ
※敷金：家賃３か月分
※町内会費・インターネット・ケーブルＴＶ接続料・光熱水費

等は入居者負担
※若者向け住宅への入居にあたっては、主たる生計を維持する
方が40歳未満であること（60歳で退去）などの条件があり
ます。詳しくは下記問い合せ先までご連絡ください。

人権擁護委員はあなたの人権パートナー グリーンハイツあおや入居者 随時募集中！グリーンハイツあおや入居者 随時募集中！
～鳥取市若者向け住宅～

１ＤＫ	 ３５，０００円/月（43.2	㎡	・	洋間13.6貼）
２ＬＤＫ	 ４５，０００円/月（66.3	㎡	・	洋・和共６貼）

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

“第１回鳴り砂クリーン作戦”に参加しませんか？“第１回鳴り砂クリーン作戦”に参加しませんか？
　全国的にも珍しい貴重な「鳴り砂の浜」を保全し、きれいな自然環境を保つため、
市民による恒例の海岸清掃が実施されます。どうぞ、ご参加ください。

と　き：６月 13日（日）　午前８時から　１時間程度
ところ：青谷海岸
※海岸東側にお集まりください（臨時駐車場あり）。軍手やごみ袋は、主催者が用意します。
主　催：青谷町観光協会 【問い合わせ先】地域振興課　　 　85-0011

【問い合わせ先】産業建設課　　 　85-0015
建築住宅課（市役所本庁舎）　　 　30-8371
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相　　談　５月分

６月の予定

★おはなし会
日時：８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。

★６月生まれの誕生会
日時：15日（火）11：00～
　６月生まれのお友だちを、みんなでお祝いしましょう。

★かさの壁飾りを作ろう
日時：16日（水）～ 25日（金）９：30～
　かさに模様を描いたり、マスキングテープを貼ったりし
て、壁飾りを作りましょう。

子育て支援センター

【問い合わせ先】すくすく保育園　 　85-0430

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

ごみの収集のお知らせ

６月 まちの行事まちの行事

●乾電池・蛍光管の収集日

６月３日（木）

※ごみは、収集日の午前８時までに出してください。

●会場：青谷町老人福祉センター　

行 政 相 談 13：00 ～15：30

２日（水） 相談員　竹
たけ

　森
もり

　　　潔
きよし

さん

人 権 相 談 13：00～15：00

16日（水） 相談員　大
おお

　江
え

　佐
さ よ こ

代子さん

心配ごと相談 13：00 ～15：00

16日（水） 相談員　德
とく

　吉
よし

　一
かず

　巳
み

さん

相談員　衣
きぬ

　笠
がさ

　千
ち

　秋
あき

さん

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

６月は　市県民税…１期・全期

　　　　国民健康保険料…１期・全期

の納付月です

利用時間：月曜日～金曜日
　　　　　９：00～ 12：00	13：00～ 15：30
　　　　　（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には、お家から検温をし、
マスクの着用（保護者）、手洗い、手指消毒をお願いし
ます。

月～金　13：00～ 15：00（祝日はお休み）

あそびにきませんか

納期限　６月30日（水）

子育て相談

日　　　時
（※は受付時間）

行　事　名 場　　　所

1 火
　 9：00～
　17：00

あおや文化まつり2021
【作品展示】
＊６月27日（日）まで

あおや郷土館

2 水
※12：45～
　13：30

６か月児健康診査
（R2.10月・11月生）

気高保健センター

3 木
　10：00～
　11：30

キラリ☆えがおの会
（精神障がい者当事者の会）

気高保健センター

4 金
　 9：30～
　11：00

糖尿病予防ともの会 青谷町総合支所

8 火

　13：00～
　15：10

青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

　13：30～
　15：30

汐さいの会
（精神障がい者家族会）

気高保健センター

9 水
※12：45～
　13：30

１歳６か月児健康診査
（R1.10月・11月生）

気高保健センター

11 金
　14：30～
　16：30

ふわっとカフェ 砂 の 子

13 日
　 8：00～
　 9：00

第１回鳴り砂クリーン作戦
（P3に掲載）

青 谷 海 岸

25 金
　14：30～
　16：30

ふわっとカフェ 砂 の 子

相　　談　６月分

＊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。期限内納付をお願いします期限内納付をお願いします


