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青谷町総合支所だより 2021
No.203月９

鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男  2,663人	（−12） 　計  5,555人	（−15）
女  2,892人	（−3） 世帯数  2,366世帯	（−3）

令和３年７月３１日現在　（　）は前月比　

早牛でオオサンショウウオ発見される！早牛でオオサンショウウオ発見される！
　７月 14日（水）、早牛集落内の水路に、オオサンショウウオが迷い込んで
いるのを地元の人が発見し、総合支所に連絡がありました。
　オオサンショウウオは、世界最大の両生類で、一生のほとんどを水中で過
ごす、日本の固有種です。国の特別天然記念物に指定されており、環境省の
準絶滅危惧種となっています。青谷町内では、田原谷や桑原、八葉寺、河原
などで、発見されていますが、早牛では、初めてです。発見した人によると、
50年ぐらい前に早牛集落内で見たことがある、と言われていました。
　市の担当者が現場に行き、発見されたオオサンショウウオを計測。全長
86㎝、体重 4.3㎏で、種としては中くらいの大きさのものでした。状況から、
７月７日から８日の大雨で、上流から流されてきたと考えられ、早牛川上流の生息可能なところへ放流しました。
　オオサンショウウオを捕獲したり、傷つけたりする行為は、法律により禁止されています。発見したら、捕まえずに、
すぐに支所地域振興課へご連絡ください。

　今年も、道の駅西いなば気楽里で３回目となる「あおこうまるしぇ」を10月29日
（金）に開催します。今年の「あおこうまるしぇ」は、大幅にバージョンアップする予定です！
　２年次「青谷学」で学んできた、それぞれの地域の課題やテーマに沿って、３年次「課題探究」で地元の企業やお
店と協力して、開発した商品を販売・配布したり、研究成果を発表したりします。
　「地域の方とともに、青谷を盛り上げていきたい！」その思いに賛同してくださった地元のお店や企業が、今年は

たくさん出店してくださいます。
　３年目を迎えた「あおこうまるしぇ」。今年は、
より多くの方に青谷地域の魅力を知っていただける
よう、３年次生が一丸となって頑張ります！

2021あおこうまるしぇ 開催

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または内容変更になる場合があります。

青谷高校NOW！
VOL.20なりすなちゃん

青
あお

也
や

くん

みんな～！エコバッグを持って集合！
たくさんの商品やお土産、
ワークショップを

準備してお待ちしています！
昨年の様子
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日時：令和３年７月21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

議事概要

議　事
（１）高速情報通信基盤整備事業（青谷北部追加）について
《情報政策課から説明》
【委　員】これの整備が完了すれば、今テレビに症状が
出ている画像の乱れ等が解消されるということか。

【情報政策課】テレビ環境ではなく、工事完了後は、イ
ンターネットの環境が良くなり、通信が不安定な方は、
ストレスなく利用できるようになると聞いています。

（２）鳥取市過疎地域持続的発展計画について
《本庁地域振興課から説明》
【委　員】地域を活性化させるための事業を多く盛り込
んで欲しい。

【地域振興課】今後 10年間続く計画ですので、ハード事
業ソフト事業両方を、地域住民の皆さんでしっかり考
えていただきながら、事業を進めていきたいと思って
います。

【委　員】工場誘致とかも、これにあてはまるのか。
【地域振興課】企業誘致については、鳥取市として総合
的に政策を考えていく必要があります。

（３）青谷地域生活交通について

《事務局から説明》
【委　員】集団登校なので、バス停まで朝早く家を出る。
小中学生が乗る便だけでも、スクールバスみたいな運
用にしたら、運行時間が短くなり、一般の人を乗せる
ような便がつくれるのではないかと思う。

【事務局】青谷駅で止まる必要のある便、ない便等検討
して、今後無駄のない、運行時間短縮につなげるよう
な経路も検討していきたいと考えます。

【委　員】朝６時半ぐらいの汽車に間に合う絹見バスの
ようなバスを走らせれば、もっと利用も増えてくるの
ではないかと思う。

【事務局】いただいたご意見は、強い要望があったとい
うことで、内部協議の対象にしていきたいと思います。

（４）先進地視察について
《事務局から説明》
報告事項
（１）図書室アンケートについて
《事務局から説明》
【委　員】利用者からたくさんの声を聞きたいというの
であれば、問の最後に、「図書室に関する何かご意見
などご自由にお書きください。」という欄を作った方
が、書きやすかったのではないか。

【事務局】次回アンケートを取るようなことがあれば、
いただいたご意見も取り入れたいと思います。
※地域振興会議の資料や詳しい議事概要は、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。

第第３３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

第４回鳥取市青谷町地域生活交通協議会
　第４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】
①朝・夕のバス利用状況について
・関係機関の聞き取りを元に現路線バスの利用状況の説
明。

（まとめ）
・朝の路線バスの児童利用状況は、小畑線は日置地区、
養郷線は日置谷地区、勝部線は勝部地区と中郷地区（城
山団地と栄町除く）、栄町線は城山団地と栄町の児童が
分散乗車している。
・夕方は、学童保育の利用や家族の送り迎え、学年によ
り下校時間が異なることなどから、複数の便に分散乗
車している。
・朝・夕のバス利用のほとんどが小学校の児童であり、
一般利用者は極めて少ない。

（今後の方向性）
・朝・夕の便は、バス２台で運行は可能。※夕方便は、
現行の運行方法を継承可能。
・絹見・長和瀬は、絹見バスを長和瀬まで路線延長する
ことで対応可能。
・学校が午前中の場合は、臨時便等での対応が必要。

②日中の生活交通について
・乗合タクシー、共助交通、市有償バスの３種の運行形
態について、事例と事業者との協議状況も交えて説明。

（まとめ）
・乗合タクシー、共助交通、市有償バスそれぞれに、路
線や料金の設定、運行形態や補助内容等メリット・デ
メリットがあるため、どの方法がベストか検討する必
要がある。
・法改正により、共助交通を事業者が運行できることに
なった。
・路線バスが廃止された場合、町内タクシー事業所が今
後の生活交通の重要な位置づけとなるため、タクシー
事業所が存続できるよう検討していく。

（今後の方向性）
・朝夕、日中の交通手段について、利用者の状況が異な
るため、切り離して検討する。
・日中の交通手段は、町内タクシー事業所と利用者の利
便性や、事業所の負担を考慮しながら、協議・検討し
ていく。
※詳しい会議資料や委員からの質疑・意見等は、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７月２日（金）午後 7 時～
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　　 　85-0015
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９月から青谷地域での集団検診が始まります！９月から青谷地域での集団検診が始まります！
健康でいきいきとした毎日を送るために、ぜひ受診しましょう。健康でいきいきとした毎日を送るために、ぜひ受診しましょう。

月　日 受付時間 実施場所 種　別
９月13日
（月）

８：30～９：00 中郷地区公民館 特胃肺大肝
９：45～10：15 紙屋公民館 特胃肝

９月16日
（木）

13：30～14：00 日置谷地区公民館
子乳骨

14：30～15：00 日置地区公民館

９月17日
（金）

９：00～９：20 小畑四つ堂

肺大

９：40～10：00 河原公民館
10：20～10：40 蔵内公民館
11：00～11：45 青谷町総合支所
13：30～13：50 澄水公民館
14：10～14：30 紙屋公民館
15：00～15：20 びわの里
15：40～16：00 長和瀬公民館

９月24日
（金）

８：30～９：00 日置地区公民館
特胃肺大肝

９：45～10：15 日置谷地区公民館
９月27日
（月）

13：30～14：00 紙屋公民館
子乳骨

14：30～15：00 中郷地区公民館 【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

日時：９月16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、９月１日（水）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。

❖新刊図書のご案内

●「音読教室」のご案内

一
般
書

●仮面（伊岡　瞬）
●医学のつばさ（海堂　尊）
●夜行秘密（カツセマサヒコ）
●アンソーシャルディスタンス（金原ひとみ）
●琥珀の夏（辻村深月）
●二人の嘘（一雫ライオン）
●ヒトコブラクダ層ぜっと（万城目学）ほか

児
童
書

●くるりんぱくっ（あずみ虫）
●おとうさんがねるときは（岡田よしたか）
●でんしゃでおでかけ（ケッソクヒデキ）
●なぞなそあそびこれなーんだ？

（えのもとえつこ）
●じゅうごやおつきさま（高柳芳恵）
●ナナフシ（稲田　務）
●かんころもちと教会の島（にしむらかえ）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。

９月

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

6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

20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

13日（月）
27日（月）

栄町
公民館

16：00～ 16：20

8日（水）
22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。

【申し込み、問い合わせ先】
 教育委員会青谷町分室　　 　85-1141

９月の休室日は６・13・20・23・27日です。

　10月以降の日程や、他会場の日程もあります。
詳しい日程は本市公式ホームページをご確認く
ださい。
《検診種別》特：特定健診、胃：胃がん、肺：肺
がん、大：大腸がん、肝：肝炎、子宮頸がん、乳：
乳がん、骨：骨粗しょう症予防検診

※乳がん検診のみ要予約。市民福祉課へお申し込
みください。

【持ち物】受診券、自己負担金（受診券に記載が
あります）、保険証（がん検診のみの方は不要）

【受診時のお願いと注意事項】
・胃がん検診を受診される方は、前日の夜９時
以降絶飲・絶食・禁煙でお越しください。
・当日はマスクの着用をお願いします。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、発熱、体調
不良が確認された場合は、当日の検診をお受
けできないことがあります。ご了承ください。

ヘルプマークをご存じですか？　援助が必要な方のためのマークです。
　内部障がいや難病の方、義足や人工関節の方、妊娠初期の方など外見ではわからなくても援
助が必要な方がいます。このマークを見かけたら、列車内で席をゆずる、困っているようであ
れば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

【ヘルプマークの配布】
　市内に住所地や勤務地等がある方で、ご希望の方に無償で配布します。
　※配布の際、援助や配慮を必要とする状態についておたずねしますので、ご理解とご協力を

お願いします。 【配布窓口・問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

図書室に学習コーナーを
新設しました
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９月の予定
★「お月見タペストリー」を作ろう

日時：２日（木）～ 10日（金）　９：30～
　うさぎや月、だんごなどを貼って作りましょう。
　お家に飾って、秋のお月見気分を楽しみましょう。

★おはなし会
日時：14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：16日（木）　10：00～ 11：30
　身長、体重を測定します。保健師さんとの個人の相談も
できます。
※母子健康手帳をご持参ください。

★９月生まれの誕生会
日時：21日（火）　11：00～
　８月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。
　※行事は、変更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

９月 まちの行事まちの行事

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

９月は　国民健康保険料　　　　４期
　　　　介護保険料　　　　　　３期　の納付月です
　　　　後期高齢者医療保険料　３期

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　９月30日（木）

子育て相談

日　　　時
（※は受付時間） 行　事　名 場　　　所

1 水 ※12：45～
　13：30

３歳児健康診査
（H30. ７月・８月生）気高保健センター

2 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

3 金 　 9：30～
　11：00 糖尿病予防ともの会 青谷町総合支所

10 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

14 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

　13：00～
　15：10 青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

15 水 ※13：00～
　13：15

２歳児歯科健診
（R１.７月・８月生） 気高保健センター

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

19 日 　 9：00～
　12：00

水上スポーツ第２回
シーカヤック体験2021

勝 部 川 河 口・
青 谷 海 岸

24 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のイベン
トは中止とします。

あおいち（９月予定分）
（12月のあおいちは、今後の動向により検討します）

イベント中止のお知らせ

＊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

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
１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
15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
15日（水） 相談員　松

まつ

　下
した

　　　昇
のぼる

さん
相談員　見

けん

　生
じょう

　直
なお

　子
こ

さん

相　　談　９月分

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

ごみの収集のお知らせ
●９月祝日のごみ収集
９月20日（月）敬老の日 可燃ごみのみ収集します
９月23日（木）秋分の日 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。

　市役所職員を名乗り、「介護保険料の払い戻しがあり
ます」などといってＡＴＭに誘い出す電話が多発してい
ます。ＡＴＭを操作させるのは、詐欺です！

介護保険料の払い戻しがある
という電話は詐欺です！！

電話でのご相談は　 浜村警察署　　 　82-0110

第３回みんなで学ぶ人権講座

【申し込み・問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

と　き　９月17日（金）15：30～ 17：00
ところ　青谷町総合支所　多目的ホール
テーマ　「アイヌ民族の文化と伝統」
講　師　鳥取アイヌ文化を学ぶ会
　　　　　副代表　河原 清夫さん
※参加される方は、申し込みが必要です（講座の２日前
までに）。

＊集団検診日程は、P3を確認してください。


