
資料１

月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

かんたん押絵教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：１０名

高齢者部歴史教室 智頭方面（主催：小鷲河地区公民館）　　参加者：16名

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：８名

10.24 木 男の料理教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：14名

金 ３Ｂ体操教室 勝谷地区公民館　参加者:12名

金 　鹿野わったいな祭り　〔作品展示〕 農業者トレーニングセンター（主催：鹿野わったいなまつり実行委員会）

10.26～27 土～日 　鹿野わったいな祭り　〔鹿野ええもん市・芸能発表〕 河内川河川公園・トレセン（主催：鹿野わったいなまつり実行委員会）

10.26～11.17 土・日・祝 週末だけのまちのみせ 鹿野城下町地区（主催：週末だけのまちのみせ実行委員会）

10.26～11.17 土～日 ＢｅＳｅＴｏ演劇祭２６＋鳥の演劇祭１２ 鳥の劇場とその周辺（鳥の劇場運営委員会）

10.31 木 植木の剪定教室 鹿野学園　王舎城学舎周辺（主催：３地区公民館・しかの学校応援団）参加者：30名

11.2 土 鹿野学園文化祭 鹿野学園　流沙川学舎

11.3 日 グランドゴルフ大会 河内川河川公園（主催：鹿野地区公民館）参加者:40名

11.5 火 手作りおもちゃの会 勝谷地区公民館　参加者:31名

11.7 木 高齢者部料理教室 小鷲河地区公民館      　　　　　　　　参加者：15名

11.8 金 機能改善健康教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：9名

小鷲河地区消防合同訓練 小別所（参加：市消防団鹿野地区団、小別所・鷲峰・河内私設消防団）

勝谷元気まつり＆第７４回米子鳥取間駅伝炊出し 勝谷地区コミュニティ施設（主催：勝谷地区公民館）参加者：700名

城山公園の自然と景観を守るイベント 城跡公園（主催：城山まもりたい　鹿野地区公民館）参加者：130名

11.11 月 しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：2名

布おもちゃで遊ぼう こじか園（主催：３地区公民館）　　参加者：20名

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）参加者：8名

11.13 水 こわしがわ防災講座 小鷲河地区公民館　　　　　　　　　　参加者：12名

11.16 土 第5回表鷲の巣立式・教育講演会兼人権教育町民集会 鹿野学園王舎城学舎・流沙川学舎（主催：鹿野学園・人権教育推進協議会）

11.16～12.10 土～火 鹿野妖艶紅葉ライトアップ 鹿野城跡公園（主催：鹿野妖艶紅葉ライトアップ実行委員会）

小鷲河ふるさとまつり 小鷲河地区公民館　　　　　　　　　参加者：200名

ソフトバレーボール大会 農業者トレーニングセンター(主催：勝谷地区公民館）参加者:約25名

11.18 月 しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）参加者:７名

11.19 火 第２かちみ園との交流 勝谷地区公民館　参加者:14名

11.20 水 鷲峰神社もみじ狩りウォーク 鷲峰神社周辺（主催：小鷲河地区公民館）参加者：10名

11.17 日
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11.12 火

11.10 日

10.25
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月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

11.21 木 正月飾り教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）参加者:9名

11.25 月 スポーツ吹き矢教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）参加者:3名

11.26 火 健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）参加者:9名

月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

11.29 金 ３B体操教室 勝谷地区公民館

12.1 日 第３６回みんなの集い
～講演：いつも家がスッキリ片づいている７つの習慣　～

農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

12.3 火 鹿野学園昔の遊び交流 鹿野学園流沙川学舎（主催：勝谷地区公民館）

12.6 金 ３B体操教室 勝谷地区公民館

12.7～12.28 土～土 ツリーライトアップ 旧鹿野小学校校庭（主催：鹿野妖艶紅葉ライトアップ実行委員会）

しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

高齢者部料理教室 小鷲河地区公民館

12.10 火 健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.11 水 キムチ作り 小鷲河地区公民館

12.12 木 男の料理教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.13 金 機能改善健康教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.14 土
関係人口シンポジウム～地域と人がつながるを鹿
野から考える～

しかの心（主催：鳥取市・ＮＰＯいんしゅう鹿野街づくり協議会）

12.15 日 鹿野地区卓球大会 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

12.18 水 冬の寄せ植え教室 小鷲河地区公民館

12.20 金 キムチ作り 勝谷地区公民館

12.23 月 スポーツ吹き矢教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

12.24 火 健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

12.24 火 甘酒作り教室 勝谷地区公民館

12.25 水 フラワーアレンジメント教室 勝谷地区公民館

年越しそば打ち体験・冬休み子ども塾 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

冬休み子ども塾　お菓子を作ろう 小鷲河地区公民館

ミニ門松作り 勝谷地区公民館

門松作り 勝谷地区公民館

正月用フラワーアレンジメント 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

1.4 土 冬休み子ども塾　書初め大会 小鷲河地区公民館

1.5 日 お正月遊び 勝谷地区公民館

12.27 金

12.26 木

12.9 月

今後の予定
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月日 曜日 事　　　業　　　名 内　　　容

1.7 火 手作りおもちゃの会 勝谷地区公民館

1.9 木 こわしがわ健康講座 小鷲河地区公民館

1.10 金 機能改善健康教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

健康マージャン 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

布おもちゃで遊ぼう こじか園（主催：３地区公民館）

1.17 金 こじか園と正月遊び こじか園（主催：３地区公民館）

1.19 日 令和２年度鹿野町自治会町会総会 鹿野町総合支所（主催：鹿野町自治会長会）

1.20 月 しゃんしゃん体操教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

1.21 火 そば打ち教室 小鷲河地区公民館

1.22 水 エコクラフト教室 小鷲河地区公民館

1.24 金 冬の手仕事（編み物） 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館）

1.27 月 スポーツ吹き矢教室 農業者トレーニングセンター(主催：鹿野地区公民館館）

1.29 水 エコクラフト教室 小鷲河地区公民館

1.31 金 ３B体操教室 勝谷地区公民館

1.14 火
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鳥取市管理防犯灯の地元移管について 

 

 鳥取市では、街路灯を目的によって道路照明灯と防犯灯に区分し、それぞれの維持管理方

法を定めています。基本的には道路照明灯は市が管理を行い、防犯灯は地元が管理を行うこ

ととしています。（下記街路灯区分参照） 

 しかし、合併前からの経緯で一部の地域（国府町、鹿野町、青谷町）で現在も防犯灯を市

が管理している箇所があるため、公平性の観点からすべての地域で市が定める管理方法に

統一する必要があります。このため、令和元年度から市管理防犯灯のうち道路照明として扱

えないものを、数年かけて地元へ移管することとなりました。 

  

 

１ 街路灯区分 

① 道路照明灯…道路管理者である市が設置及び管理 

      交通安全の目的で、２車線道路との交差点、横断歩道、橋梁、踏切、幅 

員構成・線形が急変する場所等に設置（水銀灯、ナトリウム灯 100ｗ以 

上、LED30ｗ以上） 

 

② 防犯灯…  地元要望により市が設置し地元が管理 

      防犯灯目的で夜間不特定に人が通行する生活道路において、暗くて通行 

に支障がある場所や防犯上不安のある場所に設置 

 

２ 移管対象となる防犯灯について 

   精査中 

 

３ 移管スケジュール（予定） 

   本日       地域振興会議 

   ～精査後～ 

   ＜検討中＞    地元説明会 

   ＜検討中＞    移管を受ける防犯灯を自治会毎に決定し市へ報告 

   令和２～３年度  自治会毎に移管する全防犯灯を LED 化 

   令和３年度末   移管しない箇所の廃止 

   令和３年度末   地元移管完了 

  

   【参考】蛍光灯と LED 灯の維持管理経費等の比較（電気代は令和元年１１月時点） 

 区分 月電気代 年間 その他の維持管理 

蛍光灯 40ｗ 331 円 3,972 円 蛍光灯、グロー交換が必要 

LED 灯 10ｗ 171 円 2,052 円 耐用年数約 10 年、玉替え不要 

（器具破損の場合は市が交換） 

地域振興会議 資料２ 

令和元年１１月２７日 

鹿野町総合支所産業建設課 
















