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いた旧俣野小学

校を日本財団や

鳥取県などの支

援を受け、平成

３１年４月に開

設する地域医療

人材育成拠点施

設。「俣野ふれ

年度からは︑地域医療人

医療や保健活動について深く興味

た﹂など︑机上では学べない地域

でみることができるようになっ

学 ん だ ﹂ ︑﹁ 人 や 地 域 を ︑ 長 い 目

住民の生活を変えられないことを

学生からは﹁教科書どおりでは

成果も見られています︒

地区組織活動がはじまったという

対策の取り組みや住民主体による

の働きかけにより集落での高血圧

くの集落にご協力いただき︑学生

を図ってきました︒これまで数多

位とした健康づくりや地域活性化

提 案 を 地 域 に 返 し ︑﹃ 集 落 ﹄ を 単

するとともに︑調査結果や学生の

町では︑学生に学びの場を提供

予定です︒

の内集落での活動も継続していく

に地区診断活動を開始している池

舎﹄を主な活動の拠点として︑既

材育成拠点施設﹃俣野ふれ愛学

平成

ています︒

の調査による地区診断活動を行っ

内の集落を対象に︑家庭訪問など

活動である地域医療研究部は︑町

鳥取大学医学部の学生サークル

■町と地域医療研究部の取り組み

保健室として使用していた部屋
をシャワー室①︑資料図工室とし
て使用していた部屋をシャワー室
②に改修しました︒これにより︑
医学生や卒業生等が研修のために
宿泊をする際︑利用することが可
能になりました︒また︑１階交流
集会室や２階運動療法室で︑学生
や住民などが運動をした際︑汗を
流すことも出来ます︒

■１階
シャワー室︵２部屋︶

舎とは・・・

は、俣野地区住

民対象の公募に

より決まりまし

た。俣野診療所

（内科）を開設

するほか、医学

生や卒業生等の

実習・研究の拠

点としても活用

さんよろしくお願いします︒

ことも大変楽しみです︒どうか皆

といろいろな角度から話ができる

医師や鳥取大学医学部の後輩たち

治療をすること︑さらには若手の

ばでじっくり話をしながら診察︑

であり︑患者さんの生活のすぐそ

にたずさわるのは大変光栄なこと

﹁俣野ふれ愛学舎﹂の診療所開設

そして︑新しく立ち上げられる

う間に３年の歳月が過ぎました︒

とを学ばせていただき︑あっとい

をはるかに超えるもので多くのこ

患者さんへの思いやりは私の想像

生の診断力︑介護との密接な連携︑

療所に来ました︒しかし︑武地先

めに当初︑半年間の予定で江尾診

行っておられる地域医療を学ぶた

私は今から３年前︑武地先生が

■新たな診療所開設にあたって

小学校当時︑教室として使用し
ていた３部屋をそれぞれ︑休養室
①︑休養室②︑運動療法室に改修
しました︒教室として使用されて
いたため板張りのフローリング敷
きでしたが︑畳敷きに変更しまし
た︒また︑各部屋にエアコンを完
備し︑快適に過ごせるようになり
ました︒

■２階
休養室︵２部屋︶
運動療法室

愛学舎」の名称

2

今年４月︑開設︒その前に一挙公開
また

■１階待合室

ふれ愛学舎

俣野

−特集−
小学校当時︑職員室として使用
していた部屋を待合室として整備
しました︒鳥取県からの補助金を
活用して︑ソファーを３脚設置︒
転倒防止のため︑床に備え付けて
いた電源やコードなどを撤去しま
した︒黒板︑時間割表など調度品
や内装は改修せず︑そのまま残し
たことで︑職員室としての雰囲気
を感じる待合室となりました︒

■１階診察室

※俣野ふれ愛学

関心を持つ姿がうかがえます︒

医師
明弘
田本

平成31年３月号
平成31年３月号

俣野ふれ愛学舎および俣野診療所に関しては、以下の連絡先にお問い合わせください。（※４月から）
【連絡先】江府町の地域医療を支援する会 ☎０９０−５３７５−１７４４

3

されます。
▲休養室の様子

廃校となって

31

ふれ愛学舎

ふれ愛学舎

!!
（※）

校長室として使用していた部屋
を診察室として整備しました︒
﹁俣野ふれ愛学舎﹂の俣野診療所
は専門的な医療機器を設置せず︑
主に問診による内科診察のみ行い
ます︒診察日は毎週月曜日と木曜
開館
日の午後２時から４時︒︵ ※
時間は原則︑同日午前９時から午
後４時︶江尾診療所から医師１名︑
看護師１名︑保健師１名が来所し
診察を行います︒

▲鳥取大学医学部生のサークル「地域医療研究部」の活動の様子

俣野

−特集−
俣野

−特集−
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俣野

−特集−
俣野

−特集−

均さん

医師
幹夫

︻指定管理・運営者︼
■誰もが気軽に立ち寄れる施設へ

このたび︑江府町﹁小さな拠
点﹂推進振興協議会︵川端雄勇会
長︶の支援を受け︑俣野ふれ愛学
舎交流集会室にエアコンを２台整
備しました︒
交流集会室ではこれまで︑江府
町社会福祉協議会が週１回︑﹁オ
レンジカフェ﹂を実施しています︒
オレンジカフェは誰でも参加でき︑
定期的に集まる場として︑集落を
越えた交流を深めています︒また︑
月１回︑﹁俣野いこい広場﹂で認
知症予防の運動等の取り組みも行
っています︒

■交流集会室にエアコンを整備

26

私が江尾診療所に赴任し 年目
にして︑念願の次世代にむけた︑
地域医療人材育成拠点施設﹁俣野
ふれ愛学舎﹂が誕生することにな
り︑地域医療に新たな一歩を踏み
出すことになりました︒より住民
生活を身近に感じられる施設とし
て︑多くの医学生・研修医が地域
の皆さんとふれあい︑ともに学び
合いながら地域医療を担う医療者
を生み出していきたいと思います︒
そして︑この施設で超高齢地域
を迎えた俣野地区を支える医療シ
ステムをつくり上げることが︑や
がて町全体︑さらには全国を支え
る医療のあり方のモデルになると
私は考えています︒
これからも住民の皆さんと共に
取り組んでまいりますのでご協力︑
ご支援をよろしくお願いいたしま
す︒

4

今回の事業に携わった方々にインタビューをしました

ひとし

准教授 大槻

︻助成団体︼
■今回の支援への想い
このたびお医者さんなどの医療
者を育てる拠点として俣野ふれ愛
学舎を管理・運営することになり
ました︒本会は平成 年に日頃︑
私たちの健康維持や病気の治療に
日夜ご尽力いただいている江尾診
療所をはじめとするお医者さん方
に住民として何かお手伝いするこ
︻
医療関係者︼
とができないかとの素朴な思いか
■赴任 年目にして念願が叶う
らスタートしました︒今まで年に
数回の講演会や研修会を行い︑地
域医療の大切さを学んできました︒
今後はこの施設で地域医療を守
るため︑後継者育成のために医学
生やお医者さんのたまご︵研修
医︶のみなさん︑そして地域のみ
なさんとの交流を深め︑笑顔の絶
えない︑和やかな雰囲気づくりに
努め︑誰もが気軽に立ち寄れる施
設にしてまいります︒
江尾診療所

23

武地
所長
▲交流集会室にエアコンを２台設置

全国的に医師の地域偏在・診療
科偏在の問題が指摘される中︑医
師の高齢化も進み︑今後ますます
地域医療の担い手を確保すること
が難しくなるものと予想されます︒
一方で︑中山間地域では高齢化が
著しく︑住民の健康維持のため︑
こうした人材の確保に対するニー
︻
地域医療活動︼
ズは拡大し続けるものと考えられ
■地域医療の拠点として期待
ます︒
昨年︑新専門医制度で地域医療
の担い手として活躍が期待される
総合診療専門医が加えられるなど︑
人材育成の機運は高まっています︒
日本財団は今回の事業をきっか
けに︑今後︑地域の医療機関︑医
学部︑行政︑住民の結束のもとで
運営される本拠点での活動が︑鳥
取県に限らず全国の医学生に地域
医療を志す契機を与え続けてもら
えるものと大変期待しています︒
15

私たち鳥取大学医学部地域医療
研 究 部は平 成 年から 江 府 町での
健 康 調 査 活 動を 開 始し ︑平 成 年
からは毎年俣野にお邪魔しています︒
平成 年から３年間日の詰地区
で︑平成 年からは池の内地区で︑
家庭訪問を通じた健康への取り組
みを住民の皆さんと一緒にさせて
もらっています︒尾之上原地区で
は平成 年には農業体験でお世話
になり︑日の詰地区では毎年︑代
満運動会や門松作りに誘っていた
だいています︒これらの活動を通
じて︑地域医療を志す学生たちは
地域での生活のありようを学んで
います︒
このたび俣野ふれ愛学舎が学生
や地域医療の拠点となる事で︑俣
野にはこれからもますますお世話
になる事と思います︒今後ともよ
ろしくお願いいたします︒

23

【日時】平成３１年３月２４日（日）午後１時〜４時
（※午後０時３０分から受付開始）
「俣野
【場所】
ふれ愛学舎」（旧俣野小学校）
※会場までマイクロバス（無料）をご利用される
方は、当日の午後０時３０分までに、江府町防
災・情報センターへお越しください。
【問い合わせ】地域医療人材育成拠点施設準備担当
（江府町役場福祉保健課内）
【電話】０８５９−７５−６１１１

正啓さん
宮本
会長

24

30

25

人が集まり︑
人を育てる拠点を目指します

オープニングセレモニー・シンポジウム

江府町の地域医療を支援する会

「俣野
地域医療人材育成拠点施設 ふれ愛学舎」

鳥取大学医学部医学科医動物学分野

24

▲俣野いこい広場の様子（平成３０年４月２６日撮影）

智則さん
村上

ふれ愛学舎

ふれ愛学舎

平成31年３月号
平成31年３月号
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日本財団鳥取事務所
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り︑地域医療に新たな一歩を踏み
出すことになりました︒より住民
生活を身近に感じられる施設とし
て︑多くの医学生・研修医が地域
の皆さんとふれあい︑ともに学び
合いながら地域医療を担う医療者
を生み出していきたいと思います︒
そして︑この施設で超高齢地域
を迎えた俣野地区を支える医療シ
ステムをつくり上げることが︑や
がて町全体︑さらには全国を支え
る医療のあり方のモデルになると
私は考えています︒
これからも住民の皆さんと共に
取り組んでまいりますのでご協力︑
ご支援をよろしくお願いいたしま
す︒

4

今回の事業に携わった方々にインタビューをしました
︻助成団体︼
■今回の支援への想い
全国的に医師の地域偏在・診療
科偏在の問題が指摘される中︑医
師の高齢化も進み︑今後ますます
地域医療の担い手を確保すること
が難しくなるものと予想されます︒
一方で︑中山間地域では高齢化が
著しく︑住民の健康維持のため︑ ︻地域医療活動︼
こうした人材の確保に対するニー
■地域医療の拠点として期待
ズは拡大し続けるものと考えられ
ます︒
昨年︑新専門医制度で地域医療
の担い手として活躍が期待される
総合診療専門医が加えられるなど︑
人材育成の機運は高まっています︒
日本財団は今回の事業をきっか
けに︑今後︑地域の医療機関︑医
学部︑行政︑住民の結束のもとで
運営される本拠点での活動が︑鳥
取県に限らず全国の医学生に地域
医療を志す契機を与え続けてもら
えるものと大変期待しています︒
15

私たち鳥取大学医学部地域医療
研究部は平成 年から江府町での
健康調査活動を開始し︑平成 年
からは毎年俣野にお邪魔していま
す︒
平成 年から３年間日の詰地区
で︑平成 年からは池の内地区で︑
家庭訪問を通じた健康への取り組
みを住民の皆さんと一緒にさせて
もらっています︒尾之上原地区で
は平成 年には農業体験でお世話
になり︑日の詰地区では毎年︑代
満運動会や門松作りに誘っていた
だいています︒これらの活動を通
じて︑地域医療を志す学生たちは
地域での生活のありようを学んで
います︒
このたび俣野ふれ愛学舎が学生
や地域医療の拠点となる事で︑俣
野にはこれからもますますお世話
になる事と思います︒今後ともよ
ろしくお願いいたします︒

■交流集会室にエアコンを整備

江尾診療所

23

ひとし

准教授 大槻

医師
幹夫
武地
所長
▲交流集会室にエアコンを２台設置

26

このたび︑江府町﹁小さな拠
点﹂推進振興協議会︵川端雄勇会
長︶の支援を受け︑俣野ふれ愛学
舎交流集会室にエアコンを２台整
備しました︒
交流集会室ではこれまで︑江府
町社会福祉協議会が週１回︑﹁オ
レンジカフェ﹂を実施しています︒
オレンジカフェは誰でも参加でき︑
定期的に集まる場として︑集落を
越えた交流を深めています︒また︑
月１回︑﹁俣野いこい広場﹂で認
知症予防の運動等の取り組みも行
っています︒

23

【日時】平成３１年３月２４日（日）午後１時〜４時
（※午後０時３０分から受付開始）
「俣野
【場所】
ふれ愛学舎」（旧俣野小学校）
※会場までマイクロバス（無料）をご利用される
方は、当日の午後０時３０分までに、江府町防
災・情報センターへお越しください。
【問い合わせ】地域医療人材育成拠点施設準備担当
（江府町役場福祉保健課内）
【電話】０８５９−７５−６１１１

正啓さん
宮本
会長

24

30

25

人が集まり︑
人を育てる拠点を目指します

オープニングセレモニー・シンポジウム

江府町の地域医療を支援する会

「俣野
地域医療人材育成拠点施設 ふれ愛学舎」

鳥取大学医学部医学科医動物学分野

24

▲俣野いこい広場の様子（平成３０年４月２６日撮影）

智則さん
村上

ふれ愛学舎

ふれ愛学舎

平成31年３月号
平成31年３月号

5

日本財団鳥取事務所

俣野

−特集−
俣野

−特集−

平成30年度事業見直し
担当課
総務課

議 会
事務局

事務（事業）名

平成30年度事業見直し
現在の事業内容

見直しに係る考え方

集落役員

現在、各集落に12の役員を役 小規模な集落おいては、役員 役員数を減らすことができな
場に選出していただいている。 の選出に重複している集落が いか検討する。
あり、選出に苦慮されている。

議会資料

事務の簡素化を図るためにもＡ
現在議会資料の用紙サイズ 版サイズで印刷ポイントは12ポ 議会のご了解を得て実施した
は、
Ｂ版サイズとＡ版サイズで イント以上に書式を変えてＡ版 い。
提出している。
へ統一するようにお願いしたい。
新庁舎建設に向けて、路線の
町民の交通手段の確保のた 検討をする。
め継続。
（運行ダイヤ等につい 運 行ダイヤ等を改 正 。
ては適宜見直し）
（H31.4.1開始、減便およびダ
イヤの改正）

住民課

町営バス対策費 【町営バスの運行】

福 祉
保健課

補助金の内容（支出方法、対
【単位老人クラブ、町連合会へ 象経費など）を再検討。江府
老人クラブ助成
町に合った補助内容に見直
の支援】
し、会員の減少を食い止め、介
護予防につなげる。

Ｈ29年度中に、対象経費につい
て一部見直しを行った。会員減
少の要因等については、補助金
以外の問題からも、今後も随
時、検討していく必要がある。

築16年が経過したことで、施
設、設備の修繕が増えてきて
いる。会議室、調理室などの利
用の条件、使用料の賦課範囲
などがあいまい。診療所を除く
総合健康福祉セ スペースが土足厳禁となって
ンター管理
いること、福祉保健課の執務
スペースが２階だということ
で、高齢化が進む中、住民の
負担が大きい。昨年度末、土
足を解 消するための方 策を
練った。

７月の住民健診の際、シートを敷く
ことで試行的に全館土足対応をし
た。
（ 町民には好評だったが、検査
機関からは衛生面の指摘を受け
た）一般に、階段の昇降を考えると
新 庁 舎 建 設と合 わせ、セン 事務所が１階にあることがベター
ターとしてどのような機能を維 だが、書庫や水回りを考慮した場
持していくか検討。利用条件 合、事務スペースとしては現状維持
や使用料については、公共施 が適している。エレベータを使った
動線を主とし、土足部分と上履き
設全般の課題として協議する（スリッパ等）部分を明確に区分す
必要がある。
ることで、衛生面を担保し、利便性
の向上を図ることが必要。2019年
度に向け実施する。利用条件、使用
料については、現在の条例で明記
されていない調理室についても利
用可能とするよう条例を改正し、
よ
り幅広い町民の利用を進めていく。

農 林
産業課

平成27年度より新甘泉のモ
鳥取梨生産振興 デルほ場を整備、平成28年度
事業（新甘泉） に苗木の定植して平成30年
度秋に収穫。

町内で試験栽培への関心が
高まっている。今後、
その結果
を受けてどのように発展して
行けるか計画が必要。

農 林
産業課

指定管理者による管理が望ま
コテージ等の しい。管理委託料が発生し、大 指定管理を募集する。
市民農園施設管 【農園、管理棟、
市民農園施設の管理】
理事業
きな経費削減にはならないが農
地の適正管理が期待できる。

福 祉
保健課

建設課

建設課

7

除雪経費

林道整備費

平成31年３月号

平成30年度事業見直しについて

今後の方針

江府町が目指す「安心、安全、健康に暮らせる
町」
「自己実現ができる町」
「未来に夢が描ける
町」の実現に向け、これまで取り組んできた施策
や事業の状況をしっかりと捉え、今後の施策展開
に結び付けていくことが重要です。
しかしながら、現在の財政状況では実施してい
るすべての事業を継続しながら新規事業を展開し
ていくことは難しく、事業の「選択と集中」が求め
られます。
平成３０年度、江府町で実施している各事業に
ついて担当課が見直しを検討し、９月定例議会で
協議された内容についてご紹介します。

平成30年度事業見直し一覧
担当課

事務（事業）名

総務課

【土地使用料及び賃借料】
当初予算ベース
７３２
公共用地借地料 平成２７年度８，
平成２８年度８，
７７２
平成２９年度８，
０８１

総務課

庁舎管理費

町道や県道等の除雪及び凍結
防止を行っている。
○出動基準：積雪が概ね15㎝以
上となった場合等で午前７時ま
でに終了する。
○除雪形態：委託方式
平成30年度から町道吉原御
○待機料：除雪機械の稼働１回 除雪路線の一部見直しをする。
机線の須郷から御机までの区
につき前後各１時間を機械整備 経費の削減に向け生活道路
間の冬期閉鎖を行う
（５㎞）
や点検に要する費用として労務 を優先する。
△7,091千円
（11.3％）
費を計上できる。
○除雪対象路線
車道84路線 延長151.9㎞
歩道 ５路線 延長 2.6㎞
○除雪経費
Ｈ２７年度 31,688千円
Ｈ２８年度 69,331千円
Ｈ２９年度 62,737千円

総務課

創作館は、雨漏りがあり、
２階
日輪閣・加工所 創作館は、陶芸教室のみに使
陶 芸 教 室の場 所が決まれ
部分は使用していない。陶芸利
用されている。
管理費
ば、
創作館は取り壊す。
用は、別の場所に移転する。

総務課

日本 財 団の助 成 金などによ
【俣野小学校】
いこい広 場 等 開 催されてお
旧小学校校舎維
り、
「 地域医療の小さな拠点」
地域住民を対象に週１回いこ り、現状を維持する。俣野地
持管理費
として整備し、指定管理者が
い広場が開催されている。
区の小さな拠点として検討。
管理・運営を行う。

総務課

公共施設の床面積の住民１人
【主な対象施設】 本庁舎、創
当たり面積は15.91㎡で全国
公共施設等総合 平均3.22㎡（4.94倍）1万人未 作館、旧明倫小、旧米沢小、旧
貝田分校、旧下蚊屋分校、山
管理計画
満団体10.61㎡
（1.5倍）
となっ
村開発センター、防災・情報
ている。施設の解体・活用を計
センター、保育園など。
画的に行う事が重要である。

町財政と緊急性を考慮し、事業 関係団体と協議して、延伸に
期間の延伸を再度検討する。 努める。
（日野町、鳥取県）

総務課

年末年始休暇

【宝仏山林道事業】

新甘泉の本格的な収穫は、平
成31年以降になる。
それに合
わせて梨栽培の啓発活動を
行い、梨栽培普及に努める。

参考：平成30年9月議会全員協議会資料、平成31年度当初予算編成方針資料

現在の事業内容

見直しに係る考え方

（単位：千円、人）
今後の方針

公共用地買収の促進。一次的
経費はかかるものの、将来的 公共用地買収の促進。借地契
に賃借料は軽減できる。用地 約更新の際、土地利用者と協
議。
費の予算化。

【医師住宅の維持管理】
利用が少なく有効活用されて
２０１９年度に売却を含めて
不動産鑑定を行っている。
いないため、公募による売却
検討する。
平成25年度で起債の償還完了。 をする。

2019年度に公共施設あり方
委員会で検討し結論を出し、
議会及び住民説明会で説明
する。

現在年末２日間、年始４日間 国や県と同じように年末３日
の休 暇が条 例で決まってい 間、年始３日間に変更するよう 2019年度から予定したい。
る。
に条例を改正する。
平成31年３月号
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鳥取梨生産振興 デルほ場を整備、平成28年度
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高まっている。今後、
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を受けてどのように発展して
行けるか計画が必要。

農 林
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指定管理者による管理が望ま
コテージ等の しい。管理委託料が発生し、大 指定管理を募集する。
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平成30年度事業見直し一覧
担当課

事務（事業）名
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７７２
平成２９年度８，
０８１

総務課

庁舎管理費

町道や県道等の除雪及び凍結
防止を行っている。
○出動基準：積雪が概ね15㎝以
上となった場合等で午前７時ま
でに終了する。
○除雪形態：委託方式
平成30年度から町道吉原御
○待機料：除雪機械の稼働１回 除雪路線の一部見直しをする。
机線の須郷から御机までの区
につき前後各１時間を機械整備 経費の削減に向け生活道路
間の冬期閉鎖を行う
（５㎞）
や点検に要する費用として労務 を優先する。
△7,091千円
（11.3％）
費を計上できる。
○除雪対象路線
車道84路線 延長151.9㎞
歩道 ５路線 延長 2.6㎞
○除雪経費
Ｈ２７年度 31,688千円
Ｈ２８年度 69,331千円
Ｈ２９年度 62,737千円

総務課

創作館は、雨漏りがあり、
２階
日輪閣・加工所 創作館は、陶芸教室のみに使
陶 芸 教 室の場 所が決まれ
部分は使用していない。陶芸利
用されている。
管理費
ば、
創作館は取り壊す。
用は、別の場所に移転する。

総務課

日本 財 団の助 成 金などによ
【俣野小学校】
いこい広 場 等 開 催されてお
旧小学校校舎維
り、
「 地域医療の小さな拠点」
地域住民を対象に週１回いこ り、現状を維持する。俣野地
持管理費
として整備し、指定管理者が
い広場が開催されている。
区の小さな拠点として検討。
管理・運営を行う。

総務課

公共施設の床面積の住民１人
【主な対象施設】 本庁舎、創
当たり面積は15.91㎡で全国
公共施設等総合 平均3.22㎡（4.94倍）1万人未 作館、旧明倫小、旧米沢小、旧
貝田分校、旧下蚊屋分校、山
管理計画
満団体10.61㎡
（1.5倍）
となっ
村開発センター、防災・情報
ている。施設の解体・活用を計
センター、保育園など。
画的に行う事が重要である。

町財政と緊急性を考慮し、事業 関係団体と協議して、延伸に
期間の延伸を再度検討する。 努める。
（日野町、鳥取県）

総務課

年末年始休暇

【宝仏山林道事業】

新甘泉の本格的な収穫は、平
成31年以降になる。
それに合
わせて梨栽培の啓発活動を
行い、梨栽培普及に努める。

参考：平成30年9月議会全員協議会資料、平成31年度当初予算編成方針資料

現在の事業内容

見直しに係る考え方

（単位：千円、人）
今後の方針

公共用地買収の促進。一次的
経費はかかるものの、将来的 公共用地買収の促進。借地契
に賃借料は軽減できる。用地 約更新の際、土地利用者と協
議。
費の予算化。

【医師住宅の維持管理】
利用が少なく有効活用されて
２０１９年度に売却を含めて
不動産鑑定を行っている。
いないため、公募による売却
検討する。
平成25年度で起債の償還完了。 をする。

2019年度に公共施設あり方
委員会で検討し結論を出し、
議会及び住民説明会で説明
する。

現在年末２日間、年始４日間 国や県と同じように年末３日
の休 暇が条 例で決まってい 間、年始３日間に変更するよう 2019年度から予定したい。
る。
に条例を改正する。
平成31年３月号

6

まちの話題

12/27

まちの話題

町長室に行ってみよう！

瑞宝双光章を受章 〜元江府中学校校長、元江府町教育長、加藤努さん〜

〜冬休み子ども教室〜

１２月２７日（木）、冬休み子ども教室に通う児童が
町長室を訪問しました。はじめに自己紹介をし、児童が
手作りした名刺を使って一人ひとり町長と名刺交換。そ
して、みんなで作った手作りのカレンダーをプレゼント
しました。また、くじ引きを行い、町長からも児童全員
にプレゼントが贈られました。
最後は町長への質問コーナーが設けられ、児童たちは
▲町長と一緒に記念撮影

奥大山より追悼の想いを神戸へ

町長室を満喫しました。

〜震災から24年〜

サントリープロダクツ株式会社天然水奥大山ブナの森工場
内において、平成２１年度から阪神淡路大震災１.１７のつど
い実行委員会より依頼を受けて実施している「奥大山の雪」
の積込と出発式を行いました。
今年は暖冬で雪不足を心配していましたが、１５日夜から１
０㎝程度積もったため、日本通運株式会社山陰支店サントリー
奥大山事業所の協力により、４ｔトラックいっぱいに雪を積込
みました。
神戸市へ到着した雪は、地元のボランティアにより、鎮魂
の雪地蔵２４体へと姿を変え、現地を訪れた人々へ江府町か

1/25

えいごであそぼう！

▲英語を交えたかるた取りの様子

1/16

江府中学校の校長、江府町教育委員会教育長を務められた
加藤努さん（米子市在住）が瑞宝双光章を受章されました。
１月３０日（水）には、在住の米子市へ、白石町長が表敬訪
問しました。
加藤さんは「表彰をいただいたことに恐縮しています。江
府町にお礼しないといけない思いです。江府町の思い出の場
所は毛無山で、眺めやカタクリの花は心が和みます。教員時
代の一番の思い出は、子どもを教えて成績が良くなったと喜
ばれたことです」と話されました。

「第４７回医療功労賞」を受賞

2/4

▲表彰状を持つ武地所長
▲英語を交えたかるた取りの様子

（江尾診療所にて撮影）

宝くじのコミュニティ助成事業で集会所の備品を整備

平成31年２月号

２月４日（月）、鳥取市今町のホテルニューオータニ鳥取
で、「第４７回医療功労賞」の県内関係者表彰式が開かれ、江
尾診療所の武地幹夫所長に賞状と記念品が贈られました。同賞
は長年にわたり地域医療に貢献した人をたたえて贈られ、武地
所長は江尾診療所での診療や予防に貢献するほか、鳥取大学医
学部の学生の受け入れなど地域医療人材育成にも尽力したこと
が評価されました。
武地所長は「賞を励みにこれからも精進を重ねていきたい」
と話されました。

サントリー天然水奥大山ブナの森工場が、工場周辺流域の持続可能
な水利用に関するAWS認証（※）を日本で初めて取得しました。「笠
良原地域周辺環境モニタリング委員会」による水源状況の把握や、工
場での節水などが認証審査で高評価を受けました。吉岡工場長は「サ
ントリーの水理念とAWS理念の親和性が高いと判断し、申請しまし
た。自然の恵みに感謝し、さらに高レベルな活動に取り組んでいきた
い」と意気込みを語られました。
【※AWS…Alliance for Water Stewardship】

2/23

▲助成事業で整備されたエアコン

2/6

▲認定書を受け取る吉岡工場長（写真右）

平成３０年江府町教育委員会表彰
２月２３日（土）、江府町防災・情報センターにおいて、「平成
３０年江府町教育委員会表彰」の表彰式を行いました。この表彰は
昨年から始まり、江府町の芸術文化・スポーツの振興に貢献し、平
成３０年においてその業績が顕著であると認めた個人又は団体に対
し贈られるものです。受賞者は以下の通りです。（敬称略）

〜袋原集落〜

9

〜江尾診療所、武地所長〜

〜サントリー天然水奥大山ブナの森工場〜

１月２５日（金）、子供の国保育園で年長児を対象に
「えいごであそぼう」が行われました。毎月、ＡＬＴのエ
リカ先生と一緒に歌や遊びを通して学んでいます。今回
は、まず、英語の絵本「From Head to Toe〜できるか
な？あたまからつまさきまで〜」（著者：エリック・カー
ル）を読みあわせしました。園児たちはいろいろな動物の
動きを、体を使って真似しました。また、２チームに分か
れて、英語を交えたかるた取りも行われ、英語が読み上げ
られると勢いよく取りあいました。

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広
報事業として、地域活動の充実・強化を図ることを目的とす
る「コミュニティ助成事業」を行っています。
このたび袋原集落では、「銭太鼓」の活動の促進のため、
集会所の空調設備や、活動を記録するビデオカメラなどの整
備を実施しました。
これにより、これまでの活動をより充実させると共に、地
域活動の促進と、住民同士の連帯感が深まることを期待して
います。

▲白石町長と握手する加藤さん

持続可能な水利用に関するAWS認証を日本初取得！

〜子供の国保育園〜

1/30

▲受賞者のみなさん

【芸術文化大賞】宮本喜代子
【芸術文化賞】梅林優衣、
梶原美月、
中田花実、
浦部琉聖、
河上翼、
木嶋俊介、
加藤毬恵、
筒井亜美、
水下汐里、
梅林亜衣、
山本小太郎
【スポーツ優秀賞】安部冴太、
小谷新太、
井上大誠、
岡本珀斗、
浜田晃平
【スポーツ賞】清水貴世、
川上理子、
浜田恵太、
安部汰造、
清水和弘、
影山大貴、
遠藤郁海、
下村早希
平成31年３月号
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４月から町営バス（小型車両）が集落内を走行します
４月１日から、町営バスに小型車両を導入し、各路線 週１日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
（そのうち 3 便）、集落内を走行します。これにより、ダイヤが
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
大きく変わりますので、ご利用の際は十分ご注意ください。
また、小型車両走行時はフリー乗降※（注）区間がありますの
で、その区間では手を挙げて車を停めて乗り、運転手に場所を
伝えて降りてください。なお、この小型車両は「江尾駅」、「佐
伯医院」、「エミーズカフェ」、「江府インター停留所」（道の駅
奥大山前）に必ず停まりますので、ぜひご活用ください。
※（注）走行ルートから外れて停まることはできません。また、
フリー乗降区間であっても道路交通法上の停車禁止区域では停
まれません（交差点付近など）ので、少し離れた場所に停車す
ることがあります。

▲４月導入予定の町営バス（小型車両）

＜小型車両走行路線＞

月曜日 ←【大河原線】
火曜日 ←【下蚊屋線】
水曜日 ←【御机線】
木曜日 ←【俣野線】
金曜日 ←【柿原線】、【下安井線】
※土曜、日曜、祝祭日は小型車両で走行しません。
※走行ルートの詳細は、各戸に路線図を配布しますのでご覧ください。（お住まいの地域以外の
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
路線図が必要な方は役場住民課までお越しください）

○どうして変わるの？

⇒今まで、近くにバス停がなく、バスを利用で
きなかった方も利用できるように、集落内に普
通車のバスを走らせることにしました。また、
停留所を設置するには時間と費用がかかるた
め、フリー乗降としました。

○利用するには？

⇒走行してくる小型車両（ステーションワゴン）
に手を挙げて停めて乗ります。降りる場所を運
転手に伝えて、降りるときに運賃を支払ってく
ださい。

○運賃は？

⇒他の車両と同じ大人 200 円、小人 100 円です。
回数券の利用など、他の車両と変わりません。

「利用例
〜こんな利用のしかたができます〜」
①エミーズカフェに行く
水曜日なので、栗尾公民館前でバスを待ち、
車 が 来 た ら 手 を 挙 げ て 乗 る。「エ ミ ー ズ カ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

フェ」に着いたら運賃を払って降りる。
②道の駅奥大山からの帰り
道の駅奥大山で昼食を食べた後、江府イン
ターでバスを待ち、車が来たら手を挙げて乗
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

る。運転手に降りる集落を伝えておき、集 落
に 近 づ い た ら 詳 し い 場 所 を 運 転 手 に 伝 え、
着いたら運賃を払って降りる。

＜ご注意ください＞

※小型車両で集落内を走行するのは各路線で週 1 日です。それ以外の日や祝祭日は今までどおりのルー
トでバス停のみでの乗降となります。
※場所によっては停まれませんので、手を挙げていても少し離れた場所で停まる場合があります。
（交差点、消火栓の近く、非常に狭い道など）
※降りる場所は早めに運転手に伝えてください。
※国道・県道の 2 車線道路は従来のバス停でのみ停まります。（安全のためフリー乗降しません）
【問い合わせ】 町営バス営業所（☎0859-75-3388）または江府町役場住民課（☎0859-75-3223）
9
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新入生も在学生のみなさんも、通学定期券の半額をサポート！

高校等通学定期券購入補助制度をご利用ください
江府町では、子育て支援事業として高校（高専）生を養育する保
護者の経済的負担の軽減、高校（高専）生の定住及び公共交通利用
促進を図るため、平成２７年度から町内に在住する対象者が通学に
利用する電車の定期券の購入に係る費用の一部を補助しています。

○対象となる方

次の条件をすべて満たす高校（高専）生が対象となります。
（１）江府町に住んでいる方
（２）電車を利用して高校（高専）に通学する方
※高専は３年生までが対象となります。
※中途入学の場合はご相談ください。対象にならない場合
があります。

○対象となる定期券

次の条件をすべて満たす定期券が対象となります。
（１）電車の通学定期券（江尾駅で購入したものに限る）
（２）平成３１年３年１８日から翌年３月１７日までに購入した定期券
※紛失による再購入など、定期券の利用期間が重なる部分については対象外となります。
※通学定期券を新規で購入する場合は在学を証明する書類（学生証や通学証明書など）が必要にな
ります。証明書類の発行手続きは、各学校により異なるため、事前に手続き方法（手続きに何
が必要か、いつ証明書がもらえるのかなど）を各学校にご確認いただきますようお願いします。

○補助額

定期券購入金額の１／２

○申請期限

※１００円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

定期券購入日から３０日以内
※ただし、平成３１年３月２日〜１７日までに購入した定期券の申請期限は、平成３１年３月３１
日です。

ご不明な点は、下記の各窓口へお問い合わせください。
【補助金申請に関すること】江府町役場教育課 電話：０８５９−７５−２２２３
【電車定期券の購入に関すること】ＪＲ江尾駅 電話：０８５９−７５−２０２３
※本事業は、平成３１年度当初予算の成立により正式に実施が決定するものですので、ご承知ください。

タクシー利用者補助金制度について
○対象となる方

・介護認定（要支援を含む）を受けている方
・７０歳以上で自動車の運転ができない方
（※町営バスなどの公共交通機関が利用できない事情がある場合
は、６５歳以上）
・身障手帳（一部対象外あり）や療育手帳（Ａのみ）、精神障害者保健福祉手帳（１級のみ）をお持
ちの方

○助成の内容

・助成券１枚（片道）につき、メーター料金の５割（上限３,０００円）を助成します。
・助成券は１年に最大で４８枚まで利用できます
(※助成券が利用できるのは、日本交通株式会社の江府車庫または根雨営業所のタクシーのみです )

○申請の方法

・印鑑をお持ちのうえ、役場住民課（本庁舎）または福祉保健課（診療所２階）で登録申請をしてく
ださい。
（※身障手帳などをお持ちの方は、申請時にご持参ください。）

平成３０年度の認定証と助成券の使用期限は平成３１年３月３１日までです。申請済みの方については、
４月１日から使える新しい認定証と助成券を３月末までに郵送します（手続きは不要です）。
【問い合わせ】江府町役場住民課

電話：０８５９−７５−３２２３
平成31年３月号
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｣

﹁３０００人の楽しい町﹂

以前の報告会の様子は
動画サイトyoutubeで
ご覧いただけます。

うであってはならない﹂というよう
なご意見を聞いたばかりで︑それは︑
仕事に対する今までの意識と感覚を
切り替えなければ﹁楽しい町﹂﹁協
働の町﹂が実現しないということで
もあります︒
仕事を見つめ︑町のみなさんの声
をしっかり聴く︒チームのスタート
時から変わらない思いと共に次のメ
ンバーにつなぐテーマは﹁﹃しごと
のかたち﹄見直しアクション２０１
９ ﹂︵ 案 ︶ ︒ 仕 事 の や り 方 改 善 に 取
り組む中で︑職員としてのスキル
アップ︑意識改革を進めていきます︒
可能な限り一人一言︑みんなが関わ
ることのできる活動︒具体的なもの
の一つとして︑プロジェクトメン
バーの対象となる 歳代以下の全職
員を対象とした﹁小さなカイゼン部
活動﹂︒モノを変える︑しくみを変
える︑考え方を変える︒カテゴリを
分け︑小さなことから改善して︑そ
れを実現するためにみんなで情報を
共有︑取り組みを全体に広げていく︒
さらには︑この活動によって生まれ
た﹁カイゼン﹂を町のみなさんとも
共有︒今はまだ﹁案﹂ですが︑大人
の部活動は︑きっと強固なチームを
創り出せると思います︒

プロジェクトチーム活動報告

３月︒江府町にはめずらしく︑雪
の少ない冬が終わり︑今年度も残す
ところ一ヶ月です︒
そんな今︑プロジェクトチームで
は︑次年度︑どのようなことに取り
組んでいくか︑活動テーマを﹁見え
る化﹂する話し合いを進めています︒
先月の報告で︑今までの活動を振り
返り︑残された課題﹁役場の業務改
善﹂について触れたところですが︑
日々仕事をする中で身近な課題であ
るにも関わらず︑改めて考えてみる
と﹁どんなところに問題がある？﹂
﹁何から︑どこから始めたらい
い？﹂といった声があがりました︒
以前の話し合いのことも思い出しな
がら︑日常業務と並行してみんなで
取り組むのなら︑小さな目標でも１
年で何かの結果を出せるような方法
でないと︑話し合っただけで終わっ
てしまう︑今までのように︑何とな
く でなく︑決まったら必ずやると
…
いう空気が求められるのでは …
︒
﹁言ってもムダ﹂から脱却しないと
変わらない︑という話になりました︒
折しも︑２月の﹃町長と町のみな
さんとの意見交換会﹄で︑参加され
た方から﹁前向きに頑張ろうとして
いる人のことを︑役場が邪魔するよ
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不
｢ 易流行

▲本庁舎ロビーに設置されたベビーベッド

の創意工夫によりスペ
ースを確保し︑しかも︑
ふ
え き りゅう こ う
迅速に実現できました︒
﹁やればできる﹂ので
す︒職員に対しては就
〜よき伝統を守りながら
︵不易︶
任 以 来 ︑﹁ 住 民 目 線 ﹂
進歩に目を閉ざさないこと
︵流行︶
によって
﹁ 当 事 者 意 識 ﹂﹁ 挑
﹁理想﹂を創造する〜 戦 ﹂ と い う こ と を 言 い
続けています︒まだま
為せば成る
だ足りないと言われる住民の方も
為さねば成らぬ何事も
おられるかもしれませんが︑私は
少しずつではありますが︑そのこ
とが浸透してきたと自負していま
す︒すべての要望を満たすことは
できませんが︑住民の皆さんの声
に耳を傾け︑前例にとらわれず︑
自分ごととしてチャレンジしてい
く︒職員全員がそういう意識を持
った役場にしていきたいと思いま
す︒ご理解のほどよろしくお願い
します︒

町長と町のみなさんとの意見交
換会を昨年５月から始めて 回目
となった２月に︑テーマとして掲
げた﹁上下水道料金の見直し﹂に
ついてお話しし︑ご理解をいただ
きました︒その後︑少し時間があ
ったので︑その他のご意見を伺い
ました︒すると﹁３年くらい前に
出生届の手続きをしに役場に行っ
たが︑ベビーベッドが設置されて
おらず︑赤ちゃんを抱いたまま手
続きしたので大変な思いをした︒
そして︑そのことを職員に伝えた
けれども︑現在になっても設置さ
れていない﹂とのご指摘をいただ
きました︒非常に重く受け止め︑
翌日の管理職会議でそのことを話
したところ︑２日後にはベビーベ
ッドが設置されました︒３年前も
設置しようとしましたが︑スペー
スがとれず諦めたという話を後で
聞きました︒しかし︑今回は職員
10

動画で町報こうふ!

30

白石町
コラム長
Vol.3
1

駆け抜ける疾走感と描くシュプール！！

第４４回奥大山スキー大会
１月２６日（土）
、奥大山スキー場で第４４回奥大山スキー
大会が開催。町内外から２４名が参加し、白銀のゲレンデを
駆け抜けました。
今年は暖冬の影響で例年よりも積雪量が少なかったため、
木谷コースで行いました。当日は吹雪となりましたが、選手
のみなさんは寒さに負けず、日頃の練習の成果を全力で発揮
しました。
大会後、各種目の３位までの方には賞状とトロフィーが授
与されました。結果については以下の通りです。
【大会結果】

大回転

小学校女子低学年

一般男子

１位

１位

林

２位

大谷

吉田

紗彩（江府小学校）

弘一（株式会社サンエス）
英（株式会社サンエス）

小学校男子低学年
月兎（上北条小学校）

一般女子

１位

山本

２位

林

３位

大谷

弥祿（江府小学校）

４位

金明

俐瑠（車尾小学校）

成年男子

５位

野口

寛太（八郷小学校）

１位

本阪

恵一（クラブ・コンペティゾーネ）

６位

野口

敦司（八郷小学校）

２位

木村

哲也（ペニソラ音楽団）

７位

金明

琉亜（車尾小学校）

３位

岡崎

太

８位

金明

鷺翔（車尾小学校）

龍輝（江府小学校）

１位

木村

春日（ペニソラ音楽団）

スノーボード男子
小学校女子高学年
１位

椎木

１位

間東

央至（奥大山スキー倶楽部）

美優（大山スキークラブ）
スノーボード女子

小学校男子高学年

１位

山本

美穂

１位

柳生

健洋（日南小学校）

２位

豊田

宏美（奥大山スキー倶楽部）

２位

清水

悠輝（江府小学校）

３位

山本

和兎（上北条小学校）

チャレンジスラローム
１位

清水

遼太（江府小学校）

中学校女子
１位

木村

夕日（ペニソラ音楽団）
平成31年３月号
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瀬戸内海を渡る、奥大山江府町の雪

2/15 ～ 2/17

～香川県善通寺ライオンズクラブ市民ふれあいフェスティバル（準備・当日）～
２月１７日（日）、香川県 善 通寺
市民会館等にて善通寺ライオンズク
ラブ市民ふれあいフェスティバルが
行われました。
江府町奥大山の雪によるスベリ台
が造られ、親子連れなどたくさん
の方々が雪のスベリ台を楽しみま
した。
⑥雪の滑り台は大盛況！

②２台目のトラックに雪を積込

①１台目のトラックに雪を積込

2/15 鏡ヶ成

江府町（鏡ヶ成）

③幌をしっかりとかける

2/17 当日
④香川県へ、いざ出発！

⑤重機で滑り台を組み立て
香川県善通寺市
※図はイメージです

2/15・１６ 準備

2/17

写真提供：善通寺ライオンズクラブ

江府町ふるさと大使企画により今年も奥大山でスノーボード体験！

～江府町ふるさと大使・松本さんと東大阪市認定こども園「木の実キッズキャンパス」～
２月１７日（日）、東 大阪市 認定
こども園「木の実キッズキャンパス」
の皆さんと、企画発起人の江府町
ふるさと大使の松本光広さんが、今
年も奥大山スキー場を訪れ、スノー
ボード体験をしました。
松 本 さん は「昨 年 に引き続 き、
今 年もたくさんの方々が 楽しまれ
た。この活動を続けていければい
▲東大阪市認定こども園「木の実キッズキャンパス」の皆さんと江府町ふるさと大使の松本さん
いなと思います」と話されました。

▲江府町ふるさと大使 松本 光広さん

13
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まちの教育

江府町立図書館（江府町防災・情報センター内）

◎ホームページ停止のお知らせ

時

業 者 に よ る 作 業 の た め、ホ ー ム

日（火）

ページ利用が制限されます。

﹇日時﹈
３月

午前９時〜午後
﹇できないこと﹈

ます。

◎新聞記事検索サービス開始！

日」「ＡＥＲＡ（アエ

る と、新 聞 に 掲 載 さ れ た 江 府 の 記 事

だ け を 表 示 し て く れ ま す。日 付 を 覚

え て い な い 記 事 も、単 語 を 入 力 す る

だけで見つけることができる便利な

サ ー ビ ス。使 っ て み た い 方 は、図 書

館カウンターで声を掛けてください。

後 日、読 売 新 聞 の サ ー ビ ス も 導 入 予

定です！

14

平成31年３月号

◎閉館のお知らせ
今 月、図 書 館 の 棚 卸「蔵 書 点 検」
を 行 い ま す。点 検 作 業 中 は ご 不 便 を

日（金）

お か け し ま す が、ご 理 解 と ご 協 力 を

日（月）〜

お願いします。

﹇期間﹈
３月

●ホームページ閲覧
●館内検索パソコンの利用

●パソコン利用
●ITルームの利用
●本に関する依頼
●１階の図書館スペースに
入る

●返却

ラ）」等、朝日新聞社の

「朝日新聞」「週刊朝

●新聞・雑誌を読む

発行した記事をインター
ネット上で検索・閲覧で
きるサービス「聞蔵（き
くぞう） Ⅱビジュアル」
を、図書館で利用できる

日（日）発 行 分 ま で
閲 覧 で き ま す。土 日 は 通 常 の 開 館 で

例えば「江府」で検索す

ようになりました！

雑 誌 は ３月

くつろぐ

●テレビ前のソファで

﹇できること﹈

本の閲覧や貸出等は通常通り行え

●貸出、検索、予約

2
●本のweb予約

﹇できないこと﹈

12

●本棚から本を出す

29

ておくのはいかがでしょう。

②

③

①

①「江府」で検索
②「江府」が含まれる記事の一覧
③記事の内容と紙面が出てくる！

25

す の で、閉 館 に 備 え て た く さ ん 借 り

24

午前８時４５分～午後５時３０分
土日祝

午前８時３０分～午後７時
開館時間：月～金

おだいりさま

図書館だより

お問い合わせ：0859－75－2005（江府町教育委員会事務局・共通）
※図書館での行事については、巻末カレンダーもご参照ください。

まちの教育

平成
年度

公民館講座受講生募集！

「何か新しいことを始めたい」
、
「学びなが

エリカ先生の KOFU DE ACADEMIIA 7

らその成果を活かして交流の幅を広げたい」

など、公民館では様々な分野の講座を開講し、

みなさんの活動を応援しています。
「自主講

座」と「年 間 講 座」の 違 い に つ い て は 左 記

の通りです。

●自主講座

地 域のみな さん が 自 主 的 に運 営している

講座です。開講中の講座（サークル）の他に、

新しく開設することもできます。
「活動した

い け ど 場 所 に 困って い る」と い う 方 に お す

すめです。

●年間講座

月に一回の定期的な講座です。
（５月〜 ２

月開講）
「決まった日に活動したい」という

方 に お す す め で す。受 講 料 は １講 座 あ た り

年 間 ５ 千 円 で す が、別 途 材 料 代 が か か る 講

座もありますのでご注意ください。

公 民 館 講 座 つ い て の ご 質 問・ご 相 談 な ど

が ご ざ い ま し た ら、お 気 軽 に 江 府 町 教 育 委

員会事務局（☎０８５９‐ ‐２００５）ま

でお問い合わせください。

75

31

エリカ先生の動画は
こちらから

I don’ t have a favorite season, but I do love aspects of
them all. Living in the mountains, I was anticipating

meter upon meterof snow. However, it seems that back

home, they’ ve taken our winter in the mountains this year. They’ ve had

over thirty centimeters of snow at one time and had dangerously freezing

temperatures reaching below twenty degrees Celsius. Honestly, watching videos of my sister

playing in the snow with her dogs, I can’ t help but feel a little envious. I was able to have a
snowball ﬁght with friends during the last snow, so I feel a little accomplished by that, at least!

I actually love a harsh snowy winter. Not the cold by itself. Even with the harsh winter in St.
Louis, at least I know I’ d be warm in any building with central heating around. That’ s

probably one of the hardest things in the winter (and summer) in Japan: the lack of heat
inside!

私は特に好きな季節はありませんが、それらすべてが大好きです。山の中に住んでいるので、何メー

トルもの雪を予想していました。しかし、今年は私の実家（セントルイス）のあたりがこの山の冬をとっ
てしまったようです。そこでは一度に３０センチ以上の雪が降り、気温はマイナス２０度に達する危険な

寒さとなりました。正直に言うと、私の姉が犬と雪の中で遊んでいる動画を見ると、どうしても少しうら

やましく思ってしまいます。前回の雪で私は友だちと雪合戦をすることができたので、冬にやることのい
くらかを少なくとも達成されたと感じました。

本当は厳しい冬の雪や寒さが大好きです。寒さそのものではありません。セントルイスの厳しい冬でも、

セントラルヒーティングによって少なくとも建物の中は温かく過ごせます。おそらくこれが日本での冬（夏
も）の一番つらいところです。家の中が寒すぎる！
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地域おこし協力隊通信

江府町地域おこし協力隊
２０１８

活動報告会

江府町に協力隊としてやってきた３名が、
１年を振り返って「どんな事をしてきたのか」
発表します。今年は町での生活にも慣れて
きて、色んな事にチャレンジしました。町報
だけでは伝えられなかった活動について、
ぜひ聞きに来てください！お待ちしてます !!

観光振興班

農業振興班

いわさき

岩﨑

ち

え

智恵

くわはた

桒畑

法人宮市班
さいもん

まつもと

才文

松本

よしふみ

良史

協力隊活動歴：２年目

協力隊活動歴：２年目

協力隊活動歴：２年目

主な活動場所：江府町内

主な活動場所：カサラファーム

主な活動場所：宮市集落

と

き：３月２８日（木）午後７時～８時

ところ：江府町防災・情報センター２階研修室
（鳥取県日野郡江府町大字江尾 1944 番地 2）
対

象：どなたでもご参加ください / 参加費：無料
お問合せ先：江府町役場 総務課（担当：遠藤） ☎０８５９－７５－２２１１
平成31年３月号

16

水

901t

2億2000万円

10

田 植

畔 付 け

7,500円

整備田

6,500円
機

未整備田

整備田

6,500円

未整備田

7,500円
械

※水田・地域の条件等により、
これを基準に相互で話し合って
料金を決定して下さい。

7,600円 1日8時間賄いなし

草

1,620円
業
作

以下、審議案件すべて承認されました。

江府町農業委員会事務局 ☎０８５９
（７５）
６６２０
問い合わせ先

◎ 相談日 ３月２２日（金）
午後１時３０分〜午後３時３０分まで

所 山村開発センター
◎場
非農地証明の申請について
農用地利用集積計画（案）
農用地利用配分計画（案）
農作業標準作業賃金改定
地籍調査に係る地目認定について

１件
６件
２件
１件
１件

農地の売買、相続、転用に関することなど、
お気軽にご相談下さい。

＜２月１３日
（水）開催分＞

17

12

未整備田

３月の農地相談会について
農業委員会総会のご報告

この間︑平成 年には農業公社
を設立し︑農地の中間保有による
斡旋や雨除けハウスのリース事業
も実施︒平成 年には町︑農業公社︑
農業委員会︑農協等で組織する営
農 支 援 セ ン タ ー を 設 立︒﹁農 地 部
会﹂
﹁担い手育成部会﹂﹁産地育成
部会﹂を設け︑農家相談窓口の一
本化や就農五年以内の生産者に対
する集中指導など新規就農・担い
手育成対策に取り組んでおられま
した︒
今回の視察研修の事例を参考に︑
江府町における新規就農・担い手
育成対策について検討していきた
いと考えます︒

6,400円

機械の燃料代含む
（1時間あたり）
一 般 農 作 業

刈

整備田

8,100円 荒がき・代かき同時
9,100円 作業（10aあたり）
整備田

荒代がき

未整備田

代かき

未整備田

7,500円 （10aあたり）
5,400円

荒がき

6,500円

荒おこし

整備田

耕起

10

50

40円〜80円 （１mあたり）

44

未整備田

6,500円 すみ植えなし
7,500円 （10aあたり）
整備田

機械植

農業委員会視察研修報告書

2億8000万円

25

7,600円 1日8時賄いなし
植
手

考
備
標準賃金
分
区

︵その３︶愛媛県久万高原町編

524t

38

【平成３１年春の農作業標準賃金
（税込）
】

広島県東広島市での研修︵内容
は町報こうふ１月号︑２月号を参
照︶を 終 え︑２ 日 目︵ 月 ４ 日︶
には愛媛県の久万高原町で視察研
修を行いました︒研修の主な目的
は新規就農・担い手育成対策の勉
強です︒

ピーマン

しかしながら︑生産農家の高齢
化にともなう栽培戸数の減少に危
機感を持った町では︑生産者・農
協と連携して平成 年から就農支
援事業をスタートさせました︒
この制度は①町内で新規就農す
ること②おおむね 歳未満である
ことを条件に全国から研修生を募
集︒１週間程度の事前研修の後に
面接と小論文︵農業経営ビジョン︶
により研修生を決定します︒
選ばれた研修生には２年間の研
修プログラムと生活費援助のため
最大月額 万円の研修助成が用意
さ れ︑現 在 ま で に 名 を 受 入 れ︑
うち 名が経営を継続しています︒

▲研修の様子

12

西日本有数のトマト産地の取組

4億7300万円

久万高原町は標高 ４００ｍ〜 ８００
ｍの 石 鎚 山 系 の ふ も と に 広 が る 中
山間地帯で︑冷涼な気象条件を活
かし夏秋野菜が生産され︑中でも
トマトは最盛期に販売額 億円を
超える西日本有数の産地でした︒

久万高原町の主な作物（H29）

16
平成31年３月号
平成31年３月号

17

ト マ ト

1,286t
稲

販売金額
出荷量
物
作

まちのお知らせ
農業委員会だより

Information

まちのお知らせ

ス ポーツ 安 全 保 険
スポーツ・文化・ボランティア活動などの団体活
動に最適な保険です。

対象となる事故

平成３１年３月分（４月納付分）からの協会けん
ぽの保険料率が変わります。
【健康保険料率】

グループ活動中の事故／往復中の事故
（４名以上の団体・グループでご加入ください）

平成３１年２月分
（３月納付分）まで

保険期間

平成３１年３月分
（４月納付分）から

９．
９６％

２０１９年４月１日午前０時から２０２０年３月３１日
午後１２時まで

10.00％

【介護保険料率】

補償内容
補償内容は加入区分によって異なります。詳しくは、

平成３１年２月分
（３月納付分）まで

平成３１年３月分
（４月納付分）から

１．
57％

以下のホームページをご覧ください。

1.73％

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険
〒６８０−８５７０

地域別最低賃金

時間額
（発効年月日）

７６２円

鳥取県最低賃金

(平成30年
10月5日)

特定（産業別）
最低賃金

時間額
（発効年月日）

鳥取県電子部品･
デバイス･電子回
路、電気機械器具、
情報通信機械器
具製造業最低賃
金

電話：０８５７−２６−８７２４
午前９時〜午後５時（土日祝を除く）】

【ＵＲＬ】https://www.sportsanzen.org

※賞与については、支給日が３月１日分から変更後
の保険料率が適用されます。
【問い合わせ】協会けんぽ鳥取支部
電話：０８５７−２５−００５１

７９０円

(平成30年
12月28日)

『とっとりＮＯＷ』121 号
好評発売中！

平成31年１月１日付で法務大臣から神庭賢一さん

江戸時代、天才的な才覚を発揮し、大阪の商業

（大河原）に人権擁護委員（任期３年）の辞令が交

発展に大きく貢献した豪商・淀屋は、実は遠く離れ

付されました。

た倉吉とも深い縁がありました。今もなお、人を惹

今後は、同じく人権擁護委員の清水礼子さんと共
に相談・啓発活動等にご尽力いただきます。

き付けてやまない、そのドラマチックなストーリーと
深まる「謎」を巻頭特集で紹介します。一方、特集では、
多忙な日常業務をこなしつつ、イベントや公演など
で親しみやすい音楽を届け、地域との懸け橋を築く、

個別に健診結果や普段の様 子を
お聞きしながら必要なアドバイス
をさせていただくものです。血圧

江府町役場

☎0 8 5 9 - 7 5 - 2 2 1 1（代表）
〒689-4401 江府町大字江尾475

やコレステロール、血糖値など健
診結果が心配、食事の改善が必要
だけど何をすればいいか分からな
いなど、お気軽に「食生活相談」
▶場所

人権相談所の開設に
ついて
町では毎月１回、江 府町防災・

江府町総合健康福祉セ

情報センターで人権相談所を開設

ンター２階検診室

しています。相談は無 料で、秘 密

毎週火曜日

は固く守られます。開設日時につ

（要予約。都合により別の曜日に

いては、毎月発行する町報の行事

変更も可能）

予定表をご覧いただくか、防災行

▶実施日

１時間程度

政無線でもお知らせしていますの

▶申込み方法

でご確認ください。

働基準監督署にお問い合わせくだ

お電話または、福祉保健課窓口で

【問い合わせ】

さい。

申し込みください 。

江府町教育委員会事務局教育課

【問い合わせ・申込先】

【電話】０８５９-７５-２２２３

詳しくは下記または最寄りの労

【問い合わせ】

江府町役場福祉保健課
【電話】０８５９-７５-６１１１

軽自動車や原動機付
自転車等の廃車について

司法書士無料法律
相談会について

軽自動車等の軽自動車税は、４
月１日現在の所有者または使用者

３月２９日（金）

に課税されます。３月に廃車手続

え機 等 で 乗 用できるものは、小

４月２６日（金）

きをされる方は、３月末までに廃

型特殊自動車となりますので、道

午後６時〜８時

車の届け出をされますようご注意

路走行の有無にかかわらず、ナン

（前日までに要予約）

ください。なお、自動車の種類に

米子コンベンションセン

よる届出先は以下の通りです。

ター第１会議室

原動機付き自転車（125cc以下）

【電話】０８５７-２９-１７０５

農耕作業用自動車の
登録申請について
トラクターやコンバイン、田植

バーの登録が必要です。

▶日時

▶場所

まだ登録していない車をお持ち
車体番号などをお調べの上、役場

相続・遺言/不動産の贈与・売買/

▶届出先

住民課へ申請してください。

不動産・商業登記/成年後見の申

軽自動車

▶申請に必要なもの

立て/高齢者・障がい者の財産管

▶届出先

・自動車の車名、車体番号、型式

理/家賃・貸金・売掛金など１４０

軽自動車検査協会鳥取事務所

・印鑑（ゴム印不可）

万円以下の民事紛争/借金・多重

軽二輪（125cc越250cc以下）

議会

・本人確認ができるもの

債務問題/その他身の回りの法律

▶届出先

電 話：0857-26-7086

（申請者の免許証もしくは健康保

問題

二輪の小型自動車（250cc越）

【問い合わせ・予約先】

▶届出先

鳥取県司法書士会

【問い合わせ】

【電話】０８５７-２４-７０２４

江府町役場住民課

■発行／年４回（３，６，９，12 月）
【問い合わせ】鳥取県広報連絡協

ＦＡＸ：0857-29-6621
WEB： https://www.kouhouren.jp/

険証など）
【申請・問い合わせ】
江府町役場住民課
【電話】０８５９-７５−３２２３

平成31年３月号

けします。

小型特殊自動車（農耕車等）

■定価／１部 309 円（税込）
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暮らしに役立つ情報をお届

▶内容

■取扱場所／下記事務局、県内書店ほか。

賢一さん（大河原）

「お知らせ」
「イベント」など

の 方 は、自 動 車 の 車 名、型 式、

県警音楽隊と消防音楽隊の活動に焦点を当てました。

▲神庭

食生活相談とは、町の栄養士が

▶実施時間

鳥取労働局労働基準部賃金室

人権擁護委員に神庭さん
（大河原）が新任

「食生活相談」の
ご案内

をご活用ください。

者）は健康保険料率に介護保険料率が加わります。

鳥取市東町１−２２０【（公財）鳥取県体育協会内】
【電話受付時間

鳥取県の最低賃金が
改正されました

協会けんぽ鳥取支部
加入者の皆様へ

小さな掛金・大きな補償

江府町役場住民課

鳥取県軽自動車協会
鳥取運輸支局

【電話】０８５９-７５-３２２３
平成31年３月号

18

Information

まちのお知らせ

ス ポーツ 安 全 保 険
スポーツ・文化・ボランティア活動などの団体活
動に最適な保険です。

対象となる事故

平成３１年３月分（４月納付分）からの協会けん
ぽの保険料率が変わります。
【健康保険料率】

グループ活動中の事故／往復中の事故
（４名以上の団体・グループでご加入ください）

平成３１年２月分
（３月納付分）まで

保険期間

平成３１年３月分
（４月納付分）から

９．
９６％

２０１９年４月１日午前０時から２０２０年３月３１日
午後１２時まで

10.00％

【介護保険料率】

補償内容
補償内容は加入区分によって異なります。詳しくは、

平成３１年２月分
（３月納付分）まで

平成３１年３月分
（４月納付分）から

１．
57％

以下のホームページをご覧ください。

1.73％

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険
〒６８０−８５７０

地域別最低賃金

時間額
（発効年月日）

７６２円

鳥取県最低賃金

(平成30年
10月5日)

特定（産業別）
最低賃金

時間額
（発効年月日）

鳥取県電子部品･
デバイス･電子回
路、電気機械器具、
情報通信機械器
具製造業最低賃
金

電話：０８５７−２６−８７２４
午前９時〜午後５時（土日祝を除く）】

【ＵＲＬ】https://www.sportsanzen.org

※賞与については、支給日が３月１日分から変更後
の保険料率が適用されます。
【問い合わせ】協会けんぽ鳥取支部
電話：０８５７−２５−００５１

７９０円

(平成30年
12月28日)

『とっとりＮＯＷ』121 号
好評発売中！

平成31年１月１日付で法務大臣から神庭賢一さん

江戸時代、天才的な才覚を発揮し、大阪の商業

（大河原）に人権擁護委員（任期３年）の辞令が交

発展に大きく貢献した豪商・淀屋は、実は遠く離れ

付されました。

た倉吉とも深い縁がありました。今もなお、人を惹

今後は、同じく人権擁護委員の清水礼子さんと共
に相談・啓発活動等にご尽力いただきます。

き付けてやまない、そのドラマチックなストーリーと
深まる「謎」を巻頭特集で紹介します。一方、特集では、
多忙な日常業務をこなしつつ、イベントや公演など
で親しみやすい音楽を届け、地域との懸け橋を築く、

個別に健診結果や普段の様 子を
お聞きしながら必要なアドバイス
をさせていただくものです。血圧

江府町役場

☎0 8 5 9 - 7 5 - 2 2 1 1（代表）
〒689-4401 江府町大字江尾475

やコレステロール、血糖値など健
診結果が心配、食事の改善が必要
だけど何をすればいいか分からな
いなど、お気軽に「食生活相談」
▶場所

人権相談所の開設に
ついて
町では毎月１回、江 府町防災・

江府町総合健康福祉セ

情報センターで人権相談所を開設

ンター２階検診室

しています。相談は無 料で、秘 密

毎週火曜日

は固く守られます。開設日時につ

（要予約。都合により別の曜日に

いては、毎月発行する町報の行事

変更も可能）

予定表をご覧いただくか、防災行

▶実施日

１時間程度

政無線でもお知らせしていますの

▶申込み方法

でご確認ください。

働基準監督署にお問い合わせくだ

お電話または、福祉保健課窓口で

【問い合わせ】

さい。

申し込みください 。

江府町教育委員会事務局教育課

【問い合わせ・申込先】

【電話】０８５９-７５-２２２３

詳しくは下記または最寄りの労

【問い合わせ】

江府町役場福祉保健課
【電話】０８５９-７５-６１１１

軽自動車や原動機付
自転車等の廃車について

司法書士無料法律
相談会について

軽自動車等の軽自動車税は、４
月１日現在の所有者または使用者

３月２９日（金）

に課税されます。３月に廃車手続

え機 等 で 乗 用できるものは、小

４月２６日（金）

きをされる方は、３月末までに廃

型特殊自動車となりますので、道

午後６時〜８時

車の届け出をされますようご注意

路走行の有無にかかわらず、ナン

（前日までに要予約）

ください。なお、自動車の種類に

米子コンベンションセン

よる届出先は以下の通りです。

ター第１会議室

原動機付き自転車（125cc以下）

【電話】０８５７-２９-１７０５

農耕作業用自動車の
登録申請について
トラクターやコンバイン、田植

バーの登録が必要です。

▶日時

▶場所

まだ登録していない車をお持ち
車体番号などをお調べの上、役場

相続・遺言/不動産の贈与・売買/

▶届出先

住民課へ申請してください。

不動産・商業登記/成年後見の申

軽自動車

▶申請に必要なもの

立て/高齢者・障がい者の財産管

▶届出先

・自動車の車名、車体番号、型式

理/家賃・貸金・売掛金など１４０

軽自動車検査協会鳥取事務所

・印鑑（ゴム印不可）

万円以下の民事紛争/借金・多重

軽二輪（125cc越250cc以下）

議会

・本人確認ができるもの

債務問題/その他身の回りの法律

▶届出先

電 話：0857-26-7086

（申請者の免許証もしくは健康保

問題

二輪の小型自動車（250cc越）

【問い合わせ・予約先】

▶届出先

鳥取県司法書士会

【問い合わせ】

【電話】０８５７-２４-７０２４

江府町役場住民課

■発行／年４回（３，６，９，12 月）
【問い合わせ】鳥取県広報連絡協

ＦＡＸ：0857-29-6621
WEB： https://www.kouhouren.jp/

険証など）
【申請・問い合わせ】
江府町役場住民課
【電話】０８５９-７５−３２２３

平成31年３月号

けします。

小型特殊自動車（農耕車等）

■定価／１部 309 円（税込）
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暮らしに役立つ情報をお届

▶内容

■取扱場所／下記事務局、県内書店ほか。

賢一さん（大河原）

「お知らせ」
「イベント」など

の 方 は、自 動 車 の 車 名、型 式、

県警音楽隊と消防音楽隊の活動に焦点を当てました。

▲神庭

食生活相談とは、町の栄養士が

▶実施時間

鳥取労働局労働基準部賃金室

人権擁護委員に神庭さん
（大河原）が新任

「食生活相談」の
ご案内

をご活用ください。

者）は健康保険料率に介護保険料率が加わります。

鳥取市東町１−２２０【（公財）鳥取県体育協会内】
【電話受付時間

鳥取県の最低賃金が
改正されました

協会けんぽ鳥取支部
加入者の皆様へ

小さな掛金・大きな補償

江府町役場住民課

鳥取県軽自動車協会
鳥取運輸支局

【電話】０８５９-７５-３２２３
平成31年３月号
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Information

まちのお知らせ

平成31年4月から障がい者等に対する各種手当が変わります

メールで相談にのるだけでお金がもらえるの？

気をつけよう

くらしの注意情報

〜収入を得るはずが、支払いを求められた悪質サイト〜

アドバイス
簡単にお金がもらえることはありません！
詐欺的なサイトに関わらない！

スマホに「メールで悩み相談に
のるだけで、
お金がもらえました」
との書き込みをたくさん見つけま
した。
どうやらメールで相談に乗っ
て返事をするだけで、簡単にお金
がもらえるようです。
メールだけな
ら私にも出来ると思い、
サイトに会
員登録したところ、
すぐに「相談に
乗って欲しい」と連絡が入り、
「芸
能 人 のため 、誰にも相 談できず
困っていました。相談のお礼に、毎
月30万円をお渡します。連絡先を
教えて」
とメールが届きました。
するとサイトから、
「相手との連
絡先交換のために手数料1万円を
支 払って」とメール
が届き、支払いを求
められましたが、
どう
したらいいのでしょ
うか？

対

見知らぬ相手とメールをやりとりするだけで、相手から
高額なお金をもらえることはありません。お金を受け取る
ためにと様々な名目の手数料等の支払いを求められ続け、
多重債務になる事例もあります。副業サイトの広告や、迷
惑メールから詐欺的なサイトに誘導される場合もありま
すが、関わらないことが一番です。
なお、サイトに支払ったお金の返金は、大変困難です。
サイトに登録してしまい、お金の支払いを求められた場合
は、お金を支払わず、すぐにご相談ください。

象

者

○通常の相談窓口
まずはお気軽に
ご相談ください
平日：江府町役場 住民課
（0859-75-3223）
土日：鳥取県消費生活センター
（0859-34-2648）※祝日、年末年始除く

平成31年度（月 額）

５１, ７００円
３４, ４３０円

５２, ２００円
３４, ７７０円

障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育
している保護者の方等

申請に必要な書類等

・特別児童扶養手当認定請求書
・認定診断書（専門医によるもの）

窓

江府町役場福祉保健課

口

障 害 児 福 祉 手 当

○消費生活相談員による相談窓口
3月13日(水) 、4月10日(水)午前9時〜午後４時
役場本庁舎1階会議室にて開催(役場正面向かって右側の入り口からお入りください）

雪がとけるとワイヤーメッシュ

柵の点検をしましょう！という話

は︑これまでにも何度かしてきて

いるかと思います︒冬の間に倒木

や農地に侵入したイノシシなどに

よって破損している可能性がある

からです︒今回は点検ポイントと

コツについてお話しします︒

︻点検ポイント︼

①柵の縦線が山側か？

②柵の間隔が狭い方が下側か？

③柵が地面に刺さっているか？

④支柱は柵１枚につき３本か？

⑤結束は上中下の３ヶ所ある？

特に５番目の支柱との結束は︑

対

象

者

申請に必要な書類等

診

断

第1２回
雪がとけたら
総点検！

書

口

特 別 障 害 者 手 当
対

日野郡鳥獣被害対策協議会
実施隊チーフ 木下卓也
【問い合わせ】0859−72−1399

象

者

①指さし目視確認

柵が立っているか？ではなく︑

前述のポイントをしっかりと確認

して下さい︒

︻点検のコツ︼

申請に必要な書類等

断

書

0859-75-6111
平成31年度（月 額）

１４, ６５０円

１４, ７９０円

重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を要する20歳
未満の在宅の方
・障害児福祉手当認定請求書
・所得状況届（町の証明が必要）
定

（視覚障害）
（聴覚障害）
（肢体不自由）
（心臓疾患）

診

・印鑑
・診断書（専門医によるもの）
断

書

（結核及び換気機能）
（腎臓疾患）
（肝臓・血液・その他疾患）
（精神疾患）

江府町役場福祉保健課

電話

0859-75-6111

平成30年度（月 額）

平成31年度（月 額）

２６, ９４０円

２７, ２００円

重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要と
する20歳以上の在宅の方
・特別障害者手当認定請求書
・所得状況届（町の証明が必要）
・診断書（専門医によるもの）
認

診

電話

・印鑑 ・住民票
・戸籍謄本（抄本）

平成30年度（月 額）

認

窓

②下部足蹴り確認

柵の下部を蹴った時に︑揺れや

振動があれば︑地面に刺せていな

い・下部の腐食・獣による持上げ

などが考えられます︒

③上部揺さぶり確認

揺すった時に４〜５枚先まで揺

れが伝わるようだと︑結束がゆる

い・支柱の穴の広がり・地面の軟

化などが考えられます︒

しっかり確認して︑イノシシに

平成31年３月号

経年劣化で切れてしまっているこ

とがあるので︑要注意です︒また

一番下の結束は︑イノシシに攻め

られる場所なので︑柵の横線１段

目で締めるようにしましょう︒
備えましょう！
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特別児童扶養手当 １級
２級

平成30年度（月 額）

定

診

・印鑑
・年金額を証明する書類
断

書

（視覚障害）

（腎臓）

（聴覚・平衡

（結核及び換気機能）

・音声言語

（腎臓疾患）

・そしゃく）

（肝臓・血液・その他疾患）

（肢体不自由）

（精神疾患）

（心臓疾患）
窓

口

江府町役場福祉保健課

電話

0859-75-6111
平成31年３月号
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Information

まちのお知らせ

鳥取県知事選挙、
鳥取県議会議員一般選挙について

投票日

４月７日（日）

【期日前投票ができる期間】

投票日の投票時間の変更

鳥 取 県 知 事 選 挙
【日時】３月２２日（金）〜４月６日（土）午前８時３０分〜午後８時
【場所】江府町防災・情報センター１階
鳥取県議会議員一般選挙
【日時】３月３０日（土）〜４月６日（土）午前８時３０分〜午後８時
【場所】江府町防災・情報センター１階

第１投票所（江尾地区）
第４投票所（明倫地区）
【変更前】午前７時〜午後８時

【変更後】午前７時〜午後７時
投 票日の投票所の変更
第４投票所（明倫地区）
【変更前】
旧明倫小学校

【選挙に関する問い合わせ】
江府町選挙管理委員会（江府町役場総務課内）
【電話】：０８５９-７５-２２１１

【変更後】神奈川交流サロン

口座振替のお願いについて

今月の国民年金

現金納付の江府町の税金は全て、口座振替の納付へ

納付期限
３月分 ２０１９年５月７日（火）まで

変更をすることができます。口座振替は納付の手間がな
く、納付忘れを防ぐこともできます。ぜひ、口座振替を

平成３０年４月から平成３１年３月までの国民

ご利用ください。口座振替の申し込みは、ご本人様が

年金保険料は月額１６,３４０円です。保険料は日

直接、金融機関窓口にてお願いします。口座振替がで

本年金機構から送られる納付書により金融機関や

きる金融機関は山陰合同銀行・鳥取西部農協・鳥取銀行・

郵便局、コンビニで納めることができるほか、口

ゆうちょ銀行ですので、お早めのお手続きをお願いし

座振替やクレジットカードによる納付なども可能

ます。ご不明な点がありましたら、役場住民課にご相

です。保険料は納付期限までに納めましょう。

談ください。

人の動き

◎ご結婚を祝します

名︶

佐々木祥太
洲河崎
植田 啓子︶

︵氏

２

月届 ︵敬称略︶

本人
隆夫
健二
邦弘
正志

︵年齢︶ ︵世帯主︶

91 93 91 89 88

歳
歳
歳
歳
歳

年
延申込件数 ７５８件
件
（前月比＋３８件）
8
2月2 日日
在
現
延寄付金額 １０，
１８０，
０００円
万円
平成31

本人退院

ふ る さ と 納
税

2

︵住所︶

応援ありがとうございます！

◎ごめい福を祈ります

）は前月比

美 用 川上 良枝
久 連 生田 芳人
大 万 德岡惠美子
美 用 下垣
厚
袋 原 千藤 昭夫

2月末現在（

ご寄付

１,０４８世帯（ ± ０ ）

社会福祉協議会に次の方から
ご寄付をいただきました︒
︵ 月分︶ 敬称略
◎香典返しとして
貝 田 六浦 啓文 母 三代子死去
佐 川 住田 玄次 父 武雄死去
本町二 中川 孝彦 父 正春死去
久 連 生田 隆夫 父 芳人死去
袋 原 千藤 正志 父 昭夫死去

■世帯数

◎見舞い返しとして
下蚊屋 大森ひろ子

９３４人（ ± ０ ）
■まちの人口 ２，
３７３人（ − ３ ）
男 １，
５６１人（ ＋ ３ ）
女 １，

（前月比＋４５万円）

平成31年３月号
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お知らせ

3月
月

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館
本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

水

12

11

押し花教室

Tue

Wed

13

パッチワーク同好会 油絵・絵手紙教室 防

防

木

Thu

14

社交ダンス教室 防

午前9時～11時30分 防 午後1時30分～3時30分 午後2時～4時

午後1時～5時

金

Fri

15

フラダンス教室

土
防

日

Sat

16

Sun

17

ピアノレッスン

防
午前9時～午後2時30分

午後2時～3時30分

パッチワーク教室（年間） ピアノレッスン
防

午後1時～3時

江府中学校
卒業式

アイリス合唱団

防

午後7時～9時

午前10時～

防
午後3時30分～5時30分

ストリートダンス教室 防
午後6時30分～8時

人権・行政相談

明徳学園
修了式

午前9時～正午
防災・情報センター

税申告相談日

税申告相談日

税申告相談日

8：40～11：00 本二・本三
13：10～16：00 武庫
・武庫第２団地

8：40～11：00 農業青色
13：10～16：00 申告

8：40～11：00 農業青色
13：10～16：00 申告

19

18

防
アイリス合唱団 防
午後1時30分～3時30分 午後7時～9時

墨彩画教室

江府小学校
卒業式
午前10時～

25

押し花教室

20

午前10時～ 開

21

江府小・江府中
修了式

ピアノレッスン

防
午後3時30分～5時30分

ストリートダンス教室 防

27

24

ピアノレッスン 防
和紙折紙教室 防
午後1時30分～3時30分 午前9時～午後2時30分

俣野ふれ愛学舎
オープニングセレモニー

鳥取県知事選挙
期日前投票 3/22 ～ 4/6
詳しくは 22 ページをご覧ください

午後6時30分～8時

26

午後1時～4時

詳しくは5ページをご覧ください

28

パッチワーク同好会 油絵・絵手紙教室 防 社交ダンス教室 防

防

23

22

大正琴教室 防
午後1時30分～5時

29

30

31

午前9時～11時30分 防 午後1時30分～3時30分 午後2時～4時

午後1時～5時

パッチワーク教室（年間） ピアノレッスン
防

午後1時～3時

アイリス合唱団

防

午後7時～9時

防
午後3時30分～5時30分

ストリートダンス教室 防
午後6時30分～8時

江府町
地域おこし協力隊
活動報告会
午後７時～８時

詳しくは16ページをご覧ください

子供の国保育園
卒園式

鳥取県議会議員一般選挙
期日前投票 3/30 ～ 4/6
詳しくは 22 ページをご覧ください

午前10時～

江府町立図書館 閉館 （蔵書点検のため） 3/25 ～ 3/29 まで

4月
月

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館
本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

1

Tue

水

2

アイリス合唱団

3
防

午後7時～9時

8

押し花教室

午前10時～

午後6時30分～8時

午前9時～11時30分 防

江府小・江府中
始業式

木

Thu

4

金

Fri

5

フラダンス教室

防
午後1時30分～5時

ピアノレッスン

9

午後1時～5時

大正琴教室

子供の国保育園
入園式

パッチワーク同好会

防

Wed

土
防

6

10

ピアノレッスン

ピアノレッスン

防
午前9時～午後2時30分

第26回
春季ＧＧ大会
兼 郡体予選会

ストリートダンス教室 防

12

13

防

午後1時～3時

午後6時30分～8時

午後2時～

江府小学校
入学式

午前9時～正午
防災・情報センター

奥大山 ひなまつりコレクション 2019 開催 !
期間：３月３１日（日）～４月７日（日）

ところ：江府町江尾・JR 江尾駅周辺
開催期間中は、楽しいイベントや美味しいグルメ販売も実施予定！

23

平成31年３月号

ピアノレッスン

午前10時30分～11時
防

人権・行政相談

午前10時～

お問い合わせ

14

江府町立図書館
おはなし会 防

防

午後7時～9時

江府中学校
入学式

投票日

防
午前9時～午後2時30分

防
社交ダンス教室 防
午後3時30分～5時30分 午後2時～4時

パッチワーク教室（年間） ストリートダンス教室 防
アイリス合唱団

県知事選挙
県議会議員一般選挙

午前8時40分～ せ

11

Sun

7

午後2時～3時30分

防
午後3時30分～5時30分

日

Sat

奥大山ひなまつりコレクション実行委員会

開催内容についての詳しい情報は、
ひなまつりコレクション専用ホーム
ページにて随時更新します！

奥大山ひなコレ 2019

☎0859-75-6007（江府町観光協会）

検索

町 報こうふ 読 者 投 稿 型コーナー

1/23

門脇旅館リノベーションお披露目＆交流会
中庭をライトアップ

床板を張り替えたロビー

新曲「白尾の狐」を披露！

１月２３日（水）、日野軍☆冬の陣特別企画として門脇旅館で「門脇旅館リ
ノベーションお披露目＆交流会」が行われました。「チームひの」を中心に、
ロビーの床や中庭をリノベーション。これまでの取組紹介のほか、天の蛍二
代目イメージガール宇田川莉奈さんや白石町長によるミニコンサートも開か
れ、会場は大いに盛り上がりました。 投稿者：渡邉 俊一さん（杉谷）

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

吉原集落の仏道講

このコーナーはみなさまからの投稿

2/11

を掲載していく、フリーコーナーです。
住所・氏名・電話番号を記入し、郵
便・ハガキ・ファックス・メールでご投稿
ください。ペンネームでの掲載もＯＫで
す！氏名とは別に記載してください。
【宛先】〒689-4401
江府町江尾475

吉原集落では毎年２月１１日に、集落の女性と子どもが仏道講を行ってきまし
たが、今年から男性も参加するようになりました。輪にした連珠を「南無阿弥
陀仏」と唱えながら隣の人に回していきます。その後、女性会が作ったぼたもち
や山菜料理などを食べながら談笑します。高齢化で参加者が少なくなってきまし
たが、これからも残していきたい伝統です。 投稿者：砂口 利雄さん（吉原）

町報こうふ担当者 宛
【メール】k_soumu@town-kofu.jp
【ファックス】0859-75-2389
【問い合わせ】江府町役場総務課

今月のフェイス

COVER

－表紙の写真－

第 2 の人生をスタート
江府中学校を退職後、伯耆町溝口で手もみ店
「わんこの手」を開業。両親が米原治療院で施術
を受けた際、それまでなかなか改善しなかった不
具合に効果があったのを目のあたりにしたこと、
同院の廃業が残念だったという両親の話が始めた
きっかけです。通信講座で１年かけて資格を取得
しました。江美の郷のグループホームでも週１回の
施術ボランティアも行っています。
「痛かったのが

松原

省吾さん

（伯耆町在住、下安井出身）

楽になった」と喜んでいただけたことを大切にし、

小屋と大山南壁の上空を回
る星を写した神秘的な１枚。
時の流れや自然の魅力が伝
わります。
写真提供者：仲村吉一さん

さらに技術を磨いていきたいと思っています。

町報こうふの最新号やバックナンバーは
江府町ホームページで！
ＵＲＬ：http://www.town-kofu.jp

江府町

雪をまとった御机の茅葺

発行／江府町役場
〒689－4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾475
TEL（0859）75－2211 FAX（0859）75－2389
編集／総務課 印刷／㈱高下印刷

