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鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男  2,634人	（−9） 　計  5,502人	（−16）
女  2,868人	（−7） 世帯数  2,350世帯	（−8）

令和３年１０月３１日現在　（　）は前月比　

　鳥取県埋蔵文化財センターでは、平成 30 年度か
ら古代山陰道のルートや構造の解明を目的とした調
査研究を、鳥取市教育委員会や青谷町総合支所の協
力のもと進めています。令和３年度は、青谷東側丘
陵の養郷狐

きつねだに

谷遺跡と、青谷西側丘陵の青谷大
お お ひ ら

平遺跡
で発掘調査を行いました。
　青谷東側丘陵の養郷狐谷遺跡では、丘陵の鞍

あ ん ぶ

部（尾
根筋が低く窪んでいるところ）を大規模に埋め立て
て真っすぐな道路を造成していることが判明しまし
た。盛土の厚さは 1.5 ～ 2.0 ｍにも達し、土留め
の可能性がある杭の痕跡も確認されました。また、
昨年度に調査した養郷宮

み や の わ き

之脇遺跡で国内初となるつづら折りの道路遺構が見つかっていますが、今回は、
斜度 20 ～ 25 度の急斜面でありながら真っすぐにつくられた道路遺構を確認しました。古代山陰道は、
都と地方を最短距離で結び、情報をいち早く伝えるために律令国家がつくった官道の一つであり、可能
なかぎり直線的につくられたことがうかがえます。
　青谷西側丘陵の青谷大平遺跡では、東側丘陵と同じく、丘陵尾根の 500 ｍにわたって延びる大規模な

道路遺構を新たに確認しました。道路遺構は、青谷上寺地遺
跡で見つかった古代山陰道の延長線上にあたる可能性があり
ますが、今回の調査では、道路のつくられた年代等を明らか
にすることができず、今後、さらに継続して調査していく必
要があります。
　古代山陰道は、「弥生の港湾集落」と称される国史跡青谷
上寺地遺跡とともに、青谷の交流拠点としての歴史的価値を
いっそう高め、新たな魅力を創出することが期待されます。
来年度以降も、引き続き地元の皆様のご理解やご協力をいた
だきますようお願いします。［文：鳥取県埋蔵文化財センター］

古代山陰道などの発見相次ぐ古代山陰道などの発見相次ぐ

【問い合わせ先】鳥取県埋蔵文化財センター　　 　27-6711

発掘調査位置図と古代山陰道推定ルート

青谷大平遺跡で発見された大規模な道路遺構
（白線の間が想定される遺構：道幅約９ｍ）
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シリーズ 歴史を語る青谷のお宝探訪 ③　鳴 り 砂
　鳥取市青谷町の井手ヶ浜海岸や青谷海岸の波打ちぎわ近くの乾いた砂の上を歩くと、足
元から「クッ、クッ♪」と軽やかな音が聞こえてきます。こうした砂を“鳴り砂”（英語
では“s

シ ン ギ ン グ

inging s
サ ン ド

and”または“m
ミ ュ ー ジ カ ル

usical s
サ ン ド

and”）と呼んでいます。
　このような鳴り砂がある海岸は、実はとても珍しく、全国さらには世界各地の砂浜海岸
の中でもほんのわずかなところだけです。そうした貴重な鳴り砂海岸が、鳥取県内には、
青谷のほか、気高の浜村海岸や姫路海岸、小

こ ぞ み

沢見海岸や湯梨浜町の石脇海岸など何か所か
あります。
　鳴り砂の条件は、

①砂
す な つ ぶ

粒の多くが石
せ き え い

英で、他の鉱物や異物の混入が少なく、砂粒の表面がきわめてきれいであること。
②砂粒の大きさがよくそろっていて、その大きさが 0.25 ミリ～ 1.0 ミリ大であること。
③砂が乾いていて、砂の中に空気が含まれていること。

　ということが言えるようで、これらの条件を保つためには、砂が波に洗われていて、その海水がきれいであること
が必要です。鳴り砂は、美しい自然が保たれている証拠で、砂や海がゴミや油で汚れるとたちまち鳴らなくなります。
そのため「鳴り砂は環境汚染のバロメーター」とも言われます。

　なお、「1996 年現在の全国の鳴き砂（鳴り砂）評価結果（中
間報告）」によると、井手ヶ浜海岸の鳴り砂の音は、その周波数（空
気の 1 秒間の振動数）が 460 ヘルツで最も低く、日本一という
結果が出ました（青谷海岸は 480 ヘルツ）。鳴り砂は、音が低い
ほど砂がきれい（汚れていない）ということで、井手ヶ浜海岸の
鳴り砂は、日本一きれいな砂ということになります（最終報告で
は２位で、１位は宮城県気

け せ ん ぬ ま

仙沼市の十
く ぐ な り は ま

八鳴浜。現在、十八鳴浜は
国の天然記念物に指定されています）。
　はるかいにしえより響く鳴り砂の音をいつまでも後世に伝えて
いくことは、美しい自然を保つことに他ならず、今を生きる者の
務めであると思います。［文：青谷町ガイドネットワーク］

井手ヶ浜の鳴り砂
顕微鏡写真

日時：令和３年10月22日（金）
　　　午後２時30分～５時
会場：青谷町総合支所　第２・３会議室

議事概要
議　事
（１）市報と総合支所だよりについて
《秘書課広報室から説明》
【委　員】 支所だよりの紙面が現在の半分になるが大丈夫か。
【広報室】 発信している情報については、支所だよりから市

報に掲載箇所が変わるとご理解いただけたらと思います。
鳥取市全体の情報をお知らせする広報紙としての役割は、
鳥取市報を中心に見ていただき、支所だよりでは、地域限
定の情報を提供させていただきたいと考えています。

【委　員】 見直した場合の財政効果は。
【広報室】 見直しによって削減した経費は、今まで紙媒体で

お知らせしていた情報を、電子媒体にして伝える方法へ利
用できればと考えており、広報費に関する経費全体として
はそれほど削減されないと思っています。

【委　員】 情報が市報に統一されると、分厚い市報の中から
青谷に関するものを探すことになってくるのでは。

【広報室】 市報に載せる情報、ホームページで伝える情報、
ライン（LINE）で伝える情報とか、それぞれ工夫しながら
やっていこうと考えています。
市報、支所だよりは、情報がタイムリーに伝わらないとい

うところがありますので、タイムリーに伝えるべきものを
電子化していけたらと考えています。

（２）新市域振興ビジョン推進計画の進捗状況について
《事務局から進捗状況について説明》
【委　員】 青谷町ガイドネットワーク歴史探訪ガイドコース

に最近発見された古代山陰道巡りが入っているのか。
【事務局】 日置谷めぐりコースＡの中に設定されています。
【委　員】 総合支所の耐震設備改修のところで、仮庁舎と書

いてあるが仮庁舎を設けなくてはならないほどの大規模な
改修か。

【事務局】防災機能の強化やバリアフリー対策等により、現
在のフロアで業務を行いながらの改修は困難と考えられて
います。支所会議室がある建物棟を一部改修して事務機能
を仮移転させておいてから、現在の事務フロアがある建物
を改修する想定で協議を行っています。

報告事項
（１）青谷地域生活交通について
（２）視察研修の日程について
（３）青谷上寺地遺跡の整備について
その他
（１）青谷かみじちスタンプラリーについて
（２）新メニュー開発の取組について
（３）史跡公園の楽しみ方とまちのにぎわいづくりを考える

つどいについて
※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４４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

青谷海岸
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❖新刊図書のご案内

一
般
書

●砂に埋もれる犬（桐野夏生）
●朔が満ちる（窪　美登）
●怖ガラセ屋サン（澤村伊智）
●明日の世界が君に優しくありますように（汐見夏衛）
●嗤う淑女二人（中山七里）
●ミカエルの鼓動（柚月裕子）
●メロンと寸劇（向田邦子）　　ほか

児
童
書

●おんぶにだっこにかたぐるま（乾　栄里子）
●でんしゃすきなのどーれ（岡本雄司）
●とらやのゆめ（タイガー立石）
●きたかぜさま（星野なおこ）
●わたしはくちょうをみたの（荒川　薫）
●さわるたんけんたい（いしだななこ）
●シャチのくらし（水口博也）　　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）

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。

12月 12月の休室日は６・13・20・27・29・30・31日です。

　10月27日（水）、すくすく保育園で、５歳児ぞう組21人と４歳児ぱんだ組34
人が、秋晴れのもと、楽しみにしていたさつまいも掘りをしました。このいもは、
５月に植えたさつまいもの苗がぐんぐん育ち、大きくなったものです。
　「うんとこしょ！」「どっこいしょ！」と声を掛けながらいもづるを引っぱると、
子どもたちの顔ほどもある大きなおいもが、土の中からたくさん出てきました。
掘ったいもを持ち上げたり、運んだりしながら、「でっかい！」「おもたいよ」と、
歓声を上げていた子どもたち。大きなさつまいもの収穫に大満足だったようです。

大きなおいもがとれたよ！大きなおいもがとれたよ！ ～すくすく保育園児がさつまいも掘り～

確定申告では、領収書の提出の代わりに

“医療費控除の明細書”
の添付が必要です。

事前に作成して申告してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※医療費の領収書は自宅で５年間保存

する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示
又は提出しなければなりません。)

※医療保険者から交付を受けた医療費
通知を添付すると、明細の記入を省
略することも可能です。
(医療費通知とは、健康保険組合等が
発行する「医療費のお知らせ」など
です。)

医療費控除は領収書の
提出提出は不要不要です

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

○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　　○バリアフリー　　○ＥＶ有
○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）等

の条件があります。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

※家賃には駐車場１台分区画を含みます。

グリーンハイツあおや入居者募集中グリーンハイツあおや入居者募集中
～鳥取市若者向け住宅～

【問い合わせ先】
産業建設課（青谷町総合支所）　 　85-0015
建築住宅課（市役所本庁舎）　　 　30-8371

随時

【【ググリリーーンンハハイイツツああおおやや入入居居者者募募集集中中】】

１１ＤＤＫＫ 3355,,000000円円//月月
（（４４３３．．２２㎡㎡ ・・洋洋間間１１３３．．６６貼貼））

２２ＬＬＤＤＫＫ 4455,,000000円円//月月
（（６６６６．．３３㎡㎡ ・・洋洋・・和和共共６６貼貼））

※若者向け住宅への入居にあたっては、
・・主主たたるる生生計計をを維維持持すするる方方がが４４００歳歳未未満満ででああるるこことと（（６６００歳歳でで退退去去））
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。

～～鳥鳥取取市市若若者者向向けけ住住宅宅～～

○○徒徒歩歩５５分分圏圏内内にに
ＪＪＲＲ青青谷谷駅駅、、ススーーパパーー、、ドドララッッググスストトアア、、ココイインンラランンドドリリーー、、銀銀行行 ななどどあありり

○○オオーールル電電化化住住宅宅 ○○ババリリアアフフリリーー ○○ＥＥＶＶ有有
○○山山陰陰道道青青谷谷イインンタターーすすぐぐ

【問い合わせ先】
産業建設課（青谷町総合支所） ℡85-0015
建築住宅課（市役所本庁舎） ℡30-8371

※家賃には駐車場１台分区画を含みます。

※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

随時

P3‐2

単身向け 世帯向け単身向け 世帯向け

１DK 35,000円 / 月
（43.2㎡ ・ 洋間 13.6 帖）

２LDK 45,000円 / 月
（66.3㎡ ・  洋・和共６帖）

日時：12月15日（水）午前10時～ 11時
会場：青谷地区公民館
対象：０・１・２歳の幼児と保護者

●だっこのおはなし会

【問い合わせ先】教育委員会青谷町分室　 　85-1141

医療費控除の明細書を作成して提出すればOK！！
申告関連

情報

様式は国税庁
ホームページ
に掲載、また
は市民福祉課
にあります。
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12月の予定
★クリスマス飾りをつくろう

日時：１日（水）～ 15日（水）　９：30～
　シールをはったり、カラーホイルをつけたりして、クリ
スマスツリーの壁飾りをつくりましょう。

★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。

★12月生まれの誕生会＆クリスマス会
日時：23日（木）　10：30～
　12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、クリスマス会を楽しみましょう。
※参加には、申し込みが必要です。参加希望の方は、12

月７日（火）までに、キューピットへお申し込みください。

　※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

【問い合わせ先】市民福祉課　　 　85-0012

12月は	 固定資産税　　　　　　　３期

	 国民健康保険料　　　　　７期
	 介護保険料　　　　　　　６期
	 後期高齢者医療保険料　　６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　１月４日（火）

納期限　12月28日（火）

子育て相談

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　　 　85-0012

ごみの収集のお知らせ

12月 まちの行事まちの行事
日　　　時

（※は受付時間） 行　事　名 場　　　所

1 水

※12：45～
　13：30

６か月児健康診査
（R３.４月・５月生） 気高保健センター

　 9：00～
　17：00

展覧会「和紙でつながる
鳥取市×郡山市児童作
品展」12/５（日）まで

あおや郷土館

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

8 水 ※12：40～
　13：45

１歳６か月児健康診査
（R２.４月・５月生） 気高保健センター

10 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

14 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

18 土 　 9：00～
　17：00

展覧会「第13回青谷高
校授業作品展」1/10
（月・祝日）まで

あおや郷土館

24 金 　14：30～
　16：30 ふわっとカフェ 砂 の 子

青谷えきまえイルミネーション青谷えきまえイルミネーション
　今年も、JR青谷駅前周辺をイルミネーションで彩　今年も、JR青谷駅前周辺をイルミネーションで彩
ります。ります。
　年末年始を光の演出でお楽しみください。　年末年始を光の演出でお楽しみください。

と　き　と　き　12月15日（水）～１月15日（土）12月15日（水）～１月15日（土）
　　　　点灯時間　日没から24時まで　　　　点灯時間　日没から24時まで
ところ　ところ　JR青谷駅前から新青谷大橋までの街路、青JR青谷駅前から新青谷大橋までの街路、青

谷ようこそ館ほか谷ようこそ館ほか
主催　青谷地域にぎわい創出実行委員会・鳥取市西商工会主催　青谷地域にぎわい創出実行委員会・鳥取市西商工会
　　　青谷町地域活性化委員会・青年部・女性部　　　青谷町地域活性化委員会・青年部・女性部

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　大

おお

　江
え

　佐
さ よ こ

代子さん
心配ごと相談 13：00 ～15：00
15日（水） 相談員　遠

えん

　藤
どう

　千
ち

　鶴
づる

さん
相談員　植

うえ

　田
た

　　　隆
たかし

さん

相　　談　12月分

●乾電池・蛍光管の収集日

12月２日（木）

●年末年始のごみ収集

12月30日（木） 可燃ごみのみ収集します
12月31日（金）～１月３日（月）すべてお休みします
１月４日（火）から 通常どおり収集します
※ごみは収集日の午前８時までに出してください。


