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支所・主な施設への直通電話

地域振興課 30-8692

市民福祉課 30-8694

産業建設課 30-8696

教育委員会分室 30-8697

西道路管理センター 30-8699
水道局西地域
水道事務所 85-2526

コミュニティセンター 85-1141

すくすく保育園 85-0430

トレーニングセンター 85-2359

あおや郷土館 85-2351
青谷上寺地
遺跡展示館 85-0841

あおや和紙工房 86-6060

青谷町総合支所だより 2022
No.209月３

鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男 2,613人 （－6） 　計 5,456人 （－14）
女 2,843人 （－8）世帯数 2,337世帯 （－3）

令和４年１月３１日現在　（　）は前月比　

　12月16日（木）、令和３年度「課題探究」成果発表会を開催しました。
　「課題探究」では、“青谷”という地域資源をもとに、地域の方との関わりをとおして、
思考力や判断力、表現力、コミュニケーション力、人間関係形成力など、生徒たちが、これからの時代に生きて
いく上で、必要な能力を身につけるように、学習活動を行ってきました。
　テーマは、「青谷海岸の鳴り砂」、「青谷の樹木」、「弥生土器の研究」、「歴史の再発見～町に物語を～」、「因州
和紙の活用」、「青谷木綿の活用」、「青谷の塩」、「青谷の特産品の商品化」、「町づくり～青谷町未来図～」、「青谷

の観光」の10テーマで、それらの活動を通し
て得た成果を、１・２年次生と来校された外
部の方に発信する機会となりました。

令和３年度「課題探究」成果発表会開催

　「課題探究」では、“青谷”という地域資源をもとに、地域の方との関わりをとおして、

青谷高校NOW！
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この活動で培った力を、
これからの進学・就職先でも
生かして欲しいと思っています。

すくすく保育園で節分のつどいすくすく保育園で節分のつどい
　２月３日（木）、すくすく保育園で「節分のつどい」が行われ、３歳児か
ら５歳児までが参加しました。つどいは、コロナの感染対策のため時間を
短くし、参加クラスを減らして行われました。
　はじめに、「節分の由来」を聞いた後、「節分クイズ」が出され、「節分の
日には何をまくでしょう？」の質問に、園児たちは「まめぇ！」
と元気よく答えていました。「じゃあ、どうしてまくの？」の問
いには、少し「？」の様子でしたが、「どうして豆を食べるの？」
という質問には、「おいしいから！」「元気になるから！」と思い
思いに答えては笑い合う姿がありました。もうすぐ春が来ること、
風邪に負けない元気なからだを作ろうねという話も聞き、つどい
の最後には、５歳児と職員が手話をしながら、みんなで「春がきた」
を歌いました。
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第６回 鳥取市青谷町地域生活交通協議会
　第６回鳥取市青谷町地域生活交通協議会が開催されま
した。概要は次のとおりです。
【協議事項等】
①これまでの経過説明
②路線の見直し等について
・現在の絹見線を長和瀬まで路線延長し、絹見－長和瀬
－青谷を循環するルートを提案。

③日中の生活交通のダイヤ（案）について
・日中のダイヤについて、案①と案②を提案。
※主な特徴 案①：２台の車両で小畑、桑原線を運行。
 案②：１台の車両で小畑、桑原線をＶ字運行。
（まとめ）
　使用できる車両台数や効率的な運行を考慮した結果、
以下のとおりとなりました。
・絹見－長和瀬－青谷循環ルートを了承。
・日中のダイヤは、ダイヤ案①を基本として今後詳細を
詰めて行く。

【委員からの質疑、意見】
・今検討している登校・下校時に使用する車両について、
空き時間に学校行事等で使用することはできるか。

（回答）公共交通という位置づけで車両運用等の協議を進
めているため、運行のない時間帯に学校行事等で使用
することは、目的外利用となりますので、車両の利用
はできません。
・路線バス撤退後の朝夕の登下校時のバス部分を、引き
続き日ノ丸バスへ業務委託できないか。

（回答）今はコロナ禍で観光業が縮小しており、バス事業
者は運転手不足の状況でも、やりくりして路線バスを
運行しています。今後、収益率の高い観光業が復活す
ると、そちらへ運転手を配置されると予想され、青谷
のためにバスを残して人を配置することは、難しいと
考えます。
※詳しい会議資料や委員からの質疑、応答等は、本市公式
ホームページ「青谷町総合支所」ページをご覧ください。

日時：令和 3年 12月 22日（水）午後 7時～８時 30分
会場：青谷町総合支所　第２・３会議室

【問い合わせ先】産業建設課　　 30-8696

令和３年度 鳥取市体育協会 令和３年度 鳥取市体育協会 青谷町支部スポーツ表彰青谷町支部スポーツ表彰
　２月６日（日）、青谷町総合支所で、令和３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。おめでとうございます。今後
の活躍を期待しています。

【スポーツ賞】土橋　心
こ こ ろ

暖（陸上）　（敬称略）
大会成績　令和３年度第 36回鳥取県高等学校総合体育大会女子駅伝　優勝
　　　　　令和３年度第 56回鳥取県高等学校総合体育大会陸上競技 3000 ｍ　優勝

　江戸時代初めごろから、勝部川河口には芦崎湊（現青谷港）と呼ばれた天然の港
があり、多くの廻

かいせん

船（荷物を運ぶ船）が行き来しました。この港は、西側に位置す
る丸

まるやま

山（標高 69ｍ）によって北西の風がさえぎられ、川岸に船を泊めやすい条件
を備えていました。
　芦崎（現青谷地区）は、この河口の東岸八

は ち け ん や

軒屋通りに沿って廻船問屋などが連な
る港町として、繁栄しました。廻船問屋が船主であった廻船は、中型以下のものが
大半でしたが、中には北

きたまえ

前船
ぶね

と呼ばれた千
せんごく

石船
ぶね

級の大型船をもつ者もありました。米、
木綿、和紙、そして海産物などが船積みされ、なかでも、木綿は、「青谷木綿」とし
て大阪市場で、そして「貝がら節」を生んだイタヤ貝の干身は、長崎で盛んに取り
引きされました。
　河口近くにある「湊神社」は、江戸時代までは「湊

みなとはちまんぐう

八幡宮」と称し、丸山に鎮座
していましたが、明治４年（1871）に現在地に移りました。祭神は、品

しなだわ け の み こ と

陀和気命と
武
たけうちのすくね

内宿禰。境内には、芦崎の有力商人たちが奉納した「灯ろう」が 12基建ってい
ます。また、「航海上安全」と刻まれた、寛政 13年（1801）に赤

あかまのせき

間関（現下関市）
の商人から寄進された「狛

こまいぬ

犬」も鎮座。さらに、「おふね」と呼ばれる廻船型模型
「八

はちまんまる

幡丸」の神
み こ し

輿も奉納されています (＊1)。

　芦崎は、江戸、明治に大火があり、当時の建物などはほとんど残ってい
ませんが、船主集落の町割り (＊2) や船の積み荷を運んだ「津出し路地」(＊3)

が、当時の面影を伝えています。
　なお、青谷は、賀露とともに鳥取市として日本遺産「北前船寄港地・船
主集落」に認定（2018 年）されています。［文：青谷町ガイドネットワーク］
(＊1)「湊神社の奉納物」、(＊2)「芦崎の町並み」、(＊3)「津出し路地」はいず
れも日本遺産構成文化財

シリーズ 歴史を語る青谷のお宝探訪 ④
日本遺産「北前船寄港地・船主集落」港町芦

あしざき

崎と湊
みなと

神社



3 青谷町総合支所だより　３月号 No.209

❖新刊図書のご案内

一
般
書

●一ノ瀬ユウナが浮いている（乙一）
●剛心（木内 昇）
●御坊日 （々畠中 恵）
●滅私（羽田圭介）
●李王家の縁談（林真理子）
●残照の頂（湊かなえ）
●ミス・サンシャイン（吉田修一）　　ほか

児
童
書

●ちょうちょうちょうちょう（藤井 蓮）
●くつぬげた！（渡辺鉄太）
●はるになったら（わたなべいくこ）
●はるちゃんひこうきにのる（秋山とも子）
●おじいちゃんのくるまどこ？（みねおみつ）
●チューリップ（山根悦子）
●ツミ（兵藤崇之）　　ほか

移動図書館車  「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）

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。

３月 ３月の休室日は7・14・21・28日です。

日時：３月24日（木）午後２時～３時
会場：青谷町総合支所　第2・3会議室
※先着15人まで、３月７日（月）から受付します。
　直接窓口、または電話で、お申し込みください。
☆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。

●「音読教室」のご案内

【申し込み、問い合わせ先】教育委員会青谷町分室
30-8697

青谷町コミュニティセンター図書室に関するアンケートの実施結果
今年度、地域の皆さんに、より身近で、利用しやすい青谷町
コミュニティセンター図書室とするため、アンケートを実施しま
した。ご協力ありがとうございました。結果は、次のとおりでした。
　今後も、皆さんからご意見をいただきながら、図書室の運営を
行っていきます。
実施期間：令和３年６月下旬～７月末
対 象 者：高校生以上の青谷町在住者及び図書室利用者約200人
アンケートの配布方法：青谷町内各地区公民館と青谷町コミュニ
　　　　　　　　　　　ティセンター図書室で配布
回 答 数：182名

※詳しくは、本市公式ホームページ「青谷町総合支所」ペー
ジをご覧ください。

【問い合わせ先】教育委員会青谷町分室　 30-8697

①　　②　　③　　④　　⑤

①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥

①　　②　　③　　④

①　　②　　③　　④　　⑤

①　　②　　③　　④　　⑤

①　　②　　③　　④　　⑤　　⑥
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３月の予定
★おひなさまをつくろう
日時：１日（火）～３日（木）　９：30～
　おひなさまをつくって、お家に飾りましょう。

★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。

★保健師さんによる発育測定
日時：17日（木）10：00～11：30
　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。

★３月生まれの誕生会＆おわかれ会
日時：23日（水）　10：30～11：30
　３月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。その後、
１年間なかよくあそんだお友だちと楽しく過ごしましょう。
※参加には、申し込みが必要です。参加を希望の方は、３
月８日（火）までにキューピットにお申し込みください。
※行事は、新型コロナウイルス感染状況等によっては、変
更または中止になることがあります。

子育て支援センター

【問い合わせ先】すくすく保育園　 85-0430

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

子育て相談

３月 まちの行事まちの行事
日　　　時

（※は受付時間）
行　事　名 場　　　所

2 水 ※12：45～
　13：30

３歳児健康診査
（H31.１月・２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 　13：30～
　15：30

汐さいの会
（精神障がい者家族会）気高保健センター

11 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

16 水 ※13：00～
　13：15

２歳児歯科健診
（R２.１月・２月生） 気高保健センター

24 木 　14：00～
　15：00 音読教室（P3に掲載）青谷町総合支所

25 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

相　　談 ５月分
●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　森

もり

　　　佳
よし

樹
き

さん
心配ごと相談 13：00～15：00
16日（水） 相談員　井

い

﨑
さき

典
のり

子
こ

さん
相談員　大

おお

江
え

修
しゅう

司
じ

さん

相　　談 ３月分

【問い合わせ先】市民福祉課　　 30-8694

３月は 国民健康保険料　　　10期　の納付月です

納期限　３月31日（木）

期限内納付をお願いします期限内納付をお願いします

【問い合わせ先】市民福祉課　　 30-8694

ごみの収集のお知らせ
●３月祝日のごみ収集
３月21日（月） 春分の日 可燃ごみのみ収集します
※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、業者に処分を依頼されるか、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、本市公式ホームページから確認
できます。

　ＪＲ西日本青谷駅は、令和４年４月１日（金）から有
人窓口での乗車券類の発売を終了します。係員が週数回
巡回しますので、何かお困りごとがありましたらお申し
付けください。
　近隣駅へのきっぷや継続定期券のご購入は、青谷駅の
券売機で可能です。通学定期券の新規発売や遠方へのご
旅行のきっぷ購入は、鳥取駅または倉吉駅の「みどりの
窓口」「みどりの券売機プラス」などをご利用ください。

JR西日本青谷駅の係員対応等の
変更についてお知らせ

　未定だった令和４年の栄町区長は、村田孝広さんです。
お世話になります。

　このたび、澄水・楠根の新しい民生児童委員に森
も り た

田
博
ひろとし

敏さん（楠根）が決まりました。任期は、令和４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。

お 知 ら せ

新しい民生児童委員さんを紹介します

【問い合わせ先】
ＪＲ西日本お客様センター 　 0570-00-2486
交通政策課（市役所本庁舎）　 30-8326

【問い合わせ先】市民福祉課　　 30-8694


