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江府町民生児童委員と子供の国保育園児との交流事業「昔の遊び体験」（２月１４日撮影）

～オリンピック聖火がこの町に～
「東京２０２０オリンピック聖火リレーマラソン」
ボランティアスタッフの募集について
2020 年 5 月 22 日 ( 金 )、江尾地区内にて「東京２０２０オリンピック聖火リレー」が開催されます。
聖火は、福島県をスタートして全国を回ります。そして「被災地復興」や「夢」など、様々な想いが
聖火に託され、町から町へ、人から人へと大切に繋がれていきます。
一生に一度になるかもしれないこの体験。成功に向けて協力してくださる「ボランティアスタッフ」
を下記のとおり募集しますので募集条件をご確認の上、お申し込みください。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。
【募集条件】
１．日

程

令和 2 年 5 月 22 日 ( 金 ) 午後１時～５時（時間は変動する場合があります）

２．活動内容

リレールート沿道での運営補助、リレールート周辺の準備・片付け

３．募集期間

令和 2 年 3 月 31 日（火）まで

４．募集人数

50 名程度（応募者多数の場合は、抽選により決定します）

５．申込方法

申込用紙に必要事項を記入の上、郵送・持参または FAX でお申し込みください。

※申込用紙は、令和２年 3 月 13 日（金）の区長便配布または教育委員会事務局にてお受け取り下さい。
※謝金・賃金等は出ません。無償ボランティアとなります。
※その他詳細は、町ホームページをご覧ください。

町ホームページはＱR コードを
読み取ってください

【申込み・問い合わせ】
江府町教育委員会事務局

教育課

電話：（0859）75-2005

FAX：（0859）75-3942
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特集

地元の美しい恵みをいただく

令和２年２月１日から指定管理を開始した「江府町ジビエ解体処理施設（通称：奥大山地美恵）」。
開設までに約２年半の歳月を費やしながら、指定管理者である団体の精力的な活動により実現した
施設には、美しい地元を守っていく熱い想いが込められている―
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まちの話題
江府町ジビエ解体処理施設ネーミング募集優秀作品表彰式 / 江府町自衛隊入隊予定者激励会 など
タクシー利用者補助金制度について / 町営バスの時刻表を改正します
高校等通学定期券購入補助制度について
白石町長コラム「不易流行」/「３０００人の楽しい町」プロジェクトチーム活動報告
東京２０２０オリンピック聖火リレー開催について
地域おこし協力隊通信
公民館講座のご紹介 / エリカ先生の KOFU DE ACADEMIA
農業委員会だより
令和元年度事業見直しについて
まちのお知らせ
令和２年４月から障がい者等に対する各種手当の金額が変更になります / 協会けんぽ鳥取支部加入者
のみなさまへ / イノシシ侵入防止柵の設置にあたってはご留意を！/人の動き など
行事カレンダー
江府町公式アカウントインスタグラム始めました！/ 今月のフェイス /COVER- 表紙の写真 令和２年３月号
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近年︑イノシシやニホンジカといっ
た有害鳥獣の捕獲数が全国的に増えて
います︒江府町でも︑集落や農地付近
での出現数の増加に伴い︑有害鳥獣駆
除員による捕獲が増加しています︒こ
の背景には野生鳥獣の生息環境の変化
等が考えられますが︑農業を行う上で
大きな問題となっています︒

︒
―

捕獲を含めた被害対策として今︑何
が行われているのか

前半は︑江府町の被害対策と有害鳥
獣駆除員の活動について触れていきま
す︒
一方︑捕獲された有害鳥獣をおいし
い﹁ジビエ﹂として伝えていくための
拠点施設が︑新たに江府町に誕生しま
した︒施設の開設は︑２年半の歳月を
かけながら︑指定管理者である団体の

︒
―

精力的な活動によって実現されまし
た︒
地元の美しい恵みをいただく

後半は︑江府町のジビエについて触
れていきます︒
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地元の美しい恵みをいただく

▲江府町ジビエ解体処理施設で処理された江府町産イノシシ肉

有害鳥獣被害を減らし︑山の恵みを有効活用するために


−特集− 届けたい、優しい気持ち
−特集− 地元の美しい恵みをいただく

−特集−



年度

年度

年度

年度

▲増設した洗浄室

▲通路を改修した解体処理室

３つの有害鳥獣対策のイメージ

■江府町のジビエの拠点として

ビ

エ

奥

江府町に新たに整備された江府
ジ

町ジビエ解体処理施設︵通称

大山地美恵︶は︑令和２年２月１
日から︑任意団体﹁奥大山地美
恵﹂が指定管理者として運営・管
理を行っています︒施設では捕獲
鳥獣の解体処理︑食肉加工︑地元
業者への販売等を行っていくのみ
ならず︑解体処理者の育成を目的
とした講習会を開催するなど︑解
体技術の習得とレベル向上を目指
していきます︒さらに︑江府町独
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害鳥獣捕獲許可証を発行し︑捕獲
を依頼しています︒今年度は過去
最高の２８４頭ものイノシシが捕
獲されています︒
その一方で︑これらの捕獲個体
の多くは食べられることなく埋設
処分されているのが実態です︒
今回の特集内容であるジビエ活
用 は ︑﹁ 捕 獲 後 の 個 体 の 有 効 活
用﹂と﹁捕獲者の処分の負担軽
減﹂という一石二鳥の話です︒き
ちんと血抜き処理されたイノシシ
が少なくヘルシーな美味しさ︑冬

肉は臭みがありません︒夏場は脂

野生鳥獣による農業被害対策で
は︑次の３つの対策を行う必要が
場は脂が乗った甘みの強い美味し

平成

平成

平成

平成

︵２月末現在︶
令和元年度

あ り ま す ︒ ① ﹁ 寄 せ な い ﹂︵ 農 地
近寄らせない︶︑②﹁入れない﹂
︵農地を侵入防止柵で囲み︑イノ

250

シシを中に入れない︶︑③﹁捕ま

（※猟期をのぞく）

え る ﹂︵ ① ︑ ② の 対 策 を し て も

単位：頭
284
300

寄ってくるイノシシをワナで効果
的に捕まえる︶です︒３つの対策
のうち︑①︑②は農家や地域住民
ができることですが︑③の﹁捕ま
える対策﹂は免許や許可が必要で
あり︑狩猟免許を保持している有
害鳥獣駆除員の方に頼っている現

200
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27

状があります︒
︵図１︶
現在︑江府町内の有害鳥獣駆除
名で︑平均年齢は 歳です︒
0

員は
江府町として農地に近寄る野生鳥

イノシシ捕獲頭数の推移

さとなります︒

活動について

周辺をキレイにして︑イノシシを

被害対策と
獣の捕獲のために︑猟期以外は有
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▲旧米沢小学校の給食施設を解体処理施設へ改修

66.8

▲図１

（江府町ジビエ解体処理施設）
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今後の展開が期待されます︒
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二郎 さん
浦部
会長

命と向き合い︑
確かな技術を継承していく
技術者も少しずつですが現れてき

長年︑食肉加工処理の会社に勤
エのおいしさを広く伝えていきた

尽力していきながら︑地元のジビ

■長年培った技術を伝えたい

めてきました︒これまでに培った
いと思います︒

ました︒人材の育成にこれからも

技術を次の世代に継承していきた
いと考えておりますので︑今回よ
うやく江府町にジビエ解体処理施
設が出来たことを大変嬉しく思い
ます︒加工処理する時に一番気を
付けていることは﹁捕獲した動物
の毛が絶対に入らないようにする
こと﹂︒安全で︑安心なジビエを
提供することが何よりも大切だと
思います︒
江府町内をみてみると︑解体処
理ができる技術者の高齢化が︑
代︑

保 さん

代の新しい

年々進んできています︒しかしな
がら︑最近は
50

60

り守られています︒

年代後

を守っていくという強い意志によ

野生の命と向き合いながら︑農地

山の恵みを有効活用するために︑

それは︑有 害 鳥 獣 被 害 を 減 ら し ︑

自然の恵みとしていただくこと︒

有害鳥獣を﹁ジビエ﹂として︑

れています︒

減少させることも重要な対策とさ

らに捕獲駆除することで個体数を

場﹂にしないことが求められ︑さ

るため︑まずは田や畑を﹁エサ

増加傾向にあります︒農作物を守

豊富な栄養状態により生息頭数も

らす事例が増加しています︒また︑

なエサ場﹂と認識し︑被害をもた

施されていない田や畑を︑﹁良質

シュや電気柵などの対策が十分に

どの有害鳥獣が︑ワイヤーメッ

現在︑イノシシやニホンジカな

いませんでした︒

今ほど多くのイノシシは生息して

いたため︑人間の生活エリア内に

牧等により山を利用して生活して

は住民が薪炭材の伐採や牛馬の放

半と推定されています︒それ以前

行われ始めたのは︑昭和

日野郡でイノシシ猟が本格的に

■野生の命と向き合う

ジ ビ エ

奥大山地美恵

宇田川
副会長

▲イノシシの加工処理を指導する様子
▲江府町ジビエ解体処理施設を眼下に望む風景。自然豊かな環境が、地元の美しい恵みを生み出します。

▲手際よくイノシシをさばく宇田川副会長

被害が増大していると思われま
す︒町内でも昨年度は１４９頭︑
今年度は２８４頭と捕獲数は増
加しております︒農地を守るた
めに︑人助けができればと罠を
仕掛けております︒捕まえたイ
ノシシを解体しても︑ほとんど
自分が食べることはなく︑みな
さまへ振る舞ってきました︒
そして︑最近テレビ番組等で
ジビエブームが起こっておりま
す︒﹁それなら江府町内にも解体
場を作り︑捕獲から解体・販売
もできるようにした施設を立ち
上げたら﹂という声もあり︑解
体処理施設をつくることになり
ました︒なお︑この施設を開設
するのに約２年半の歳月がかか
りました︒
町当局の理解をいただきまし
て︑町の遊休施設を借り受けま
した︵旧米沢小学校給食施設︶︒
令和２年２月１日より指定管理
を受けることができました︒こ
れからは山の恵みに感謝しなが
ら︑皆様に提供して参ります︒
施設周りの掃除・草刈・駐車場
の整備等︑すべて会員のボラン
ティアにより行いました︒ご協
力ありがとうございました︒
最後になりましたが︑旧米沢
小学校区の皆様には︑ご理解と
ご協力をいただき感謝申し上げ
ます︒

50

■農地を守るため

50

この施設を立ち上げようと思
いついたきっかけについて︑ま
ずはお伝えしようと思います︒
私は︑長いこと農業をしながら
サラリーマンをしております︒
いわゆる兼業農家です︒そんな
中︑﹁家の周りの田︑畑︑庭を掘
り起こすイノシシを何とかしな
くてはいけない﹂と思い︑ 年
ほど昔に罠免許を取得して罠を
かけることになりました︒１年
目は罠に１頭もかかりませんで
した︒２年目になってはじめて
イノシシを捕獲することができ
たのです︒あれから幾年も経ち
ましたが︑今では年間 頭〜
頭ほど捕獲するようになったの
です︒今では︑あちらこちらの
方々から﹁イノシシが悪いこと
をするから罠をかけてくれ﹂と
頼まれるようになりました︒
年々︑イノシシやシカなどの
60

奥大山地美恵
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有害鳥獣を﹁ジビエ﹂として︑

れています︒

減少させることも重要な対策とさ

らに捕獲駆除することで個体数を

場﹂にしないことが求められ︑さ

るため︑まずは田や畑を﹁エサ

増加傾向にあります︒農作物を守

豊富な栄養状態により生息頭数も

らす事例が増加しています︒また︑

なエサ場﹂と認識し︑被害をもた

施されていない田や畑を︑﹁良質

シュや電気柵などの対策が十分に

どの有害鳥獣が︑ワイヤーメッ

現在︑イノシシやニホンジカな

いませんでした︒

今ほど多くのイノシシは生息して

いたため︑人間の生活エリア内に

牧等により山を利用して生活して

は住民が薪炭材の伐採や牛馬の放

半と推定されています︒それ以前

行われ始めたのは︑昭和

日野郡でイノシシ猟が本格的に

■野生の命と向き合う

ジ ビ エ

奥大山地美恵

宇田川
副会長

▲イノシシの加工処理を指導する様子
▲江府町ジビエ解体処理施設を眼下に望む風景。自然豊かな環境が、地元の美しい恵みを生み出します。

▲手際よくイノシシをさばく宇田川副会長

被害が増大していると思われま
す︒町内でも昨年度は１４９頭︑
今年度は２８４頭と捕獲数は増
加しております︒農地を守るた
めに︑人助けができればと罠を
仕掛けております︒捕まえたイ
ノシシを解体しても︑ほとんど
自分が食べることはなく︑みな
さまへ振る舞ってきました︒
そして︑最近テレビ番組等で
ジビエブームが起こっておりま
す︒﹁それなら江府町内にも解体
場を作り︑捕獲から解体・販売
もできるようにした施設を立ち
上げたら﹂という声もあり︑解
体処理施設をつくることになり
ました︒なお︑この施設を開設
するのに約２年半の歳月がかか
りました︒
町当局の理解をいただきまし
て︑町の遊休施設を借り受けま
した︵旧米沢小学校給食施設︶︒
令和２年２月１日より指定管理
を受けることができました︒こ
れからは山の恵みに感謝しなが
ら︑皆様に提供して参ります︒
施設周りの掃除・草刈・駐車場
の整備等︑すべて会員のボラン
ティアにより行いました︒ご協
力ありがとうございました︒
最後になりましたが︑旧米沢
小学校区の皆様には︑ご理解と
ご協力をいただき感謝申し上げ
ます︒

50

■農地を守るため

50

この施設を立ち上げようと思
いついたきっかけについて︑ま
ずはお伝えしようと思います︒
私は︑長いこと農業をしながら
サラリーマンをしておりました︒
いわゆる兼業農家です︒そんな
中︑﹁家の周りの田︑畑︑庭を掘
り起こすイノシシを何とかしな
くてはいけない﹂と思い︑ 年
ほど昔に罠免許を取得して罠を
かけることになりました︒１年
目は罠に１頭もかかりませんで
した︒２年目になってはじめて
イノシシを捕獲することができ
たのです︒あれから幾年も経ち
ましたが︑今では年間 頭〜
頭ほど捕獲するようになったの
です︒今では︑あちらこちらの
方々から﹁イノシシが悪いこと
をするから罠をかけてくれ﹂と
頼まれるようになりました︒
年々︑イノシシやシカなどの
60
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令和２年３月号
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20

ジ ビ エ

−特集− 地元の美しい恵みをいただく
−特集− 地元の美しい恵みをいただく

まちの話題

まちの話題

鬼は外！福は内！

2/3

節分の２月３日（月）、子供の国保育園で豆まきが
行われました。はじめに、紙芝居「せつぶん」の読み
聞かせが保育士により行われ、年中・長児は「年の数
だけ豆を食べること」や「鬼が悪さをしないように豆
をまくこと」などについて学びました。園児は自分で
作った鬼の面を頭につけると、升に豆を入れ、円に
なって遊戯室の中心めがけて豆を投げました。３歳以
下の園児は、布を豆のように丸めたボールを、鬼に見
立てた的に向かって投げました。

2/10

▲手作りのお面と升で豆まき開始！

たくさんの意見や感想を来年度に活かす

▲全体会の様子

2/14

「江府町民生児童委員と子供の国保育園児との交流事
業」が２月１４日（金）、子供の国保育園で行われまし
た。今年度、年長児は「昔のあそび」について調べ学習を
行っており、３月の卒園プロジェクト発表会にむけて、江
府町民生児童委員から、コマ回しやお手玉、けん玉などの
昔のあそびを学びました。全体活動では、参加者全員で紙
飛行機を折り、距離を競い合いました。最後に園児から
「ぜひ、発表会に来てください」と、手作りの招待状が民
生児童委員に手渡されました。

2/16

「江府町に移住して思うこと」を学ぶ

▲参加者からの意見を共有する様子

9

▲手作りの昔のカーリングに挑戦！

令和２年３月号

交流と学びの場「まなびや-ひの谷学舎-」が２月１６日
（日）、江府町防災・情報センターで開催されました。今
回は、江府町地域おこし協力隊の岩崎智恵さんを講師に迎
え、江府町での暮らしや、クロモジや竹を使った商品開発
などのお話を伺いました。また、特別ゲストとして道の駅
奥大山古海修祐駅長も参加されました。江府町に移住して
気が付いた点などが、代表世話人である前川仁三夫さんの
軽快なインタビューにより、お二人から引き出されていき
ました。

1/30

NPO法人こうふのたよりと江府町観光協会共催による
コラボ企画として「第１３回ネットワーク江府」と「第
４回移住者の集い」が１月３０日（木）、福祉交流セン
ター江美の郷エミーズカフェで行われました。前半は地
元アーティストによるライブで、会場を盛り上げまし
た。後半は「移住者の集い交流会」が催され、移住者の
みならず在郷の方も一緒に親交を深めました。さらに、
各団体からのPRタイムでは、イベントの告知や取組事
例の紹介などが行われ、情報共有が図られました。

1/31

「令和元年度人権・同和問題小地域懇談会反省会」を
２月１０日（月）、江府町防災・情報センターで開催し
ました。今年度の懇談会は、「楽しく学ぼう！世界人権
宣言」と題して学習し、反省会では内容や進行について
振り返りを行いました。出向者や集落の代表者が出席
し、「楽しくできてよかった」、「核心に迫れなかっ
た」、「若い人の出席が少ない」、「学習の様子を動画
で撮って見てもらうことで参加しやすくなるのでは」な
どといった意見や感想を交えました。

昔のあそびを学ぼう！

初のコラボ企画を実施！

▲交流会の様子

水中考古学者がやってきた！

▲山舩さんの話を聞く児童の様子
ジ

ビ

水中考古学者の山舩晃太郎さんをお招きし、「山舩さ
んのお話を聞く会」が１月３１日（金）、江府小学校で
行われました。山舩さんは米子市出身で、水中考古学に
おける世界的な第一人者として研究を続ける傍ら、世界
各国の研究機関から依頼を受け、水中遺跡や沈没船など
の発掘調査や学術研究を行っておられます。山舩さんが
「世界には３００万隻もの沈没船がまだ発掘されていま
せん」と話されると、児童からは驚きの声が湧き上がっ
ていました。将来、江府町から水中考古学者が生まれる
かもしれません。

エ

「奥大山地美恵」スタート！ 〜児童・生徒にネーミングを募集〜
昨年１１月、江府小・中学校の児童生徒を対象に、江府町ジ
ビエ解体処理施設のネーミング募集を行いました。その後行わ
れた審査会の結果、下記の受賞があり、表彰式を１月３１日
（金）に江府中学校と、２月４日（火）に江府小学校で執り行
いました。最優秀賞には中学校の生徒２名がそれぞれ考えた
「地美恵」、「地・美・恵」が選ばれ、施設の正式通称並びに
運営団体名が、奥大山を冠に付した「奥大山地美恵」に決定し
ました。指定管理者である「奥大山地美恵」の浦部二郎会長は
「若い人からのアイデアを募集いたしました。たくさんの応募
をいただきましてありがとうございました」と感謝を述べられ
ました。また、同団体の宇田川保副会長は「長年、食肉の処理
や加工に携わってきました。この施設を拠点に、ジビエ発展に
貢献していきたい」と述べられました。
【受賞者一覧】（敬称略）
（最優秀賞）
江府中学校３年 加藤 希望 『地美恵』
江府中学校１年 桑本 颯人 『地・美・恵』
（優秀賞）
江府中学校３年 上代 鈴夏 『ジビエの森』
江府小学校５年 上代 彩乃 『ジビエの里』
江府小学校３年 加藤 亜美香『江府町ジビエの里』
江府小学校３年 末次 碧生 『江府ジビエの里』
江府小学校１年 山本 草太郎『ジビエのもり』

1/31,2/4

▲江府中学校での表彰式の様子

▲江府小学校での表彰式の様子
令和２年３月号
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まちの話題

まちの話題

鬼は外！福は内！

2/3

節分の２月３日（月）、子供の国保育園で豆まきが
行われました。はじめに、紙芝居「せつぶん」の読み
聞かせが保育士により行われ、年中・長児は「年の数
だけ豆を食べること」や「鬼が悪さをしないように豆
をまくこと」などについて学びました。園児は自分で
作った鬼の面を頭につけると、升に豆を入れ、円に
なって遊戯室の中心めがけて豆を投げました。３歳以
下の園児は、布を豆のように丸めたボールを、鬼に見
立てた的に向かって投げました。

2/10

▲手作りのお面と升で豆まき開始！

たくさんの意見や感想を来年度に活かす

▲全体会の様子

2/14

「江府町民生児童委員と子供の国保育園児との交流事
業」が２月１４日（金）、子供の国保育園で行われまし
た。今年度、年長児は「昔のあそび」について調べ学習を
行っており、３月の卒園プロジェクト発表会にむけて、江
府町民生児童委員から、コマ回しやお手玉、けん玉などの
昔のあそびを学びました。全体活動では、参加者全員で紙
飛行機を折り、距離を競い合いました。最後に園児から
「ぜひ、発表会に来てください」と、手作りの招待状が民
生児童委員に手渡されました。

2/16

「江府町に移住して思うこと」を学ぶ

▲参加者からの意見を共有する様子

9

▲手作りの昔のカーリングに挑戦！

令和２年３月号

交流と学びの場「まなびや-ひの谷学舎-」が２月１６日
（日）、江府町防災・情報センターで開催されました。今
回は、江府町地域おこし協力隊の岩崎智恵さんを講師に迎
え、江府町での暮らしや、クロモジや竹を使った商品開発
などのお話を伺いました。また、特別ゲストとして道の駅
奥大山古海修祐駅長も参加されました。江府町に移住して
気が付いた点などが、代表世話人である前川仁三夫さんの
軽快なインタビューにより、お二人から引き出されていき
ました。

1/30

NPO法人こうふのたよりと江府町観光協会共催による
コラボ企画として「第１３回ネットワーク江府」と「第
４回移住者の集い」が１月３０日（木）、福祉交流セン
ター江美の郷エミーズカフェで行われました。前半は地
元アーティストによるライブで、会場を盛り上げまし
た。後半は「移住者の集い交流会」が催され、移住者の
みならず在郷の方も一緒に親交を深めました。さらに、
各団体からのPRタイムでは、イベントの告知や取組事
例の紹介などが行われ、情報共有が図られました。

1/31

「令和元年度人権・同和問題小地域懇談会反省会」を
２月１０日（月）、江府町防災・情報センターで開催し
ました。今年度の懇談会は、「楽しく学ぼう！世界人権
宣言」と題して学習し、反省会では内容や進行について
振り返りを行いました。出向者や集落の代表者が出席
し、「楽しくできてよかった」、「核心に迫れなかっ
た」、「若い人の出席が少ない」、「学習の様子を動画
で撮って見てもらうことで参加しやすくなるのでは」な
どといった意見や感想を交えました。

昔のあそびを学ぼう！

初のコラボ企画を実施！

▲交流会の様子

水中考古学者がやってきた！

▲山舩さんの話を聞く児童の様子
ジ

ビ

水中考古学者の山舩晃太郎さんをお招きし、「山舩さ
んのお話を聞く会」が１月３１日（金）、江府小学校で
行われました。山舩さんは米子市出身で、水中考古学に
おける世界的な第一人者として研究を続ける傍ら、世界
各国の研究機関から依頼を受け、水中遺跡や沈没船など
の発掘調査や学術研究を行っておられます。山舩さんが
「世界には３００万隻もの沈没船がまだ発掘されていま
せん」と話されると、児童からは驚きの声が湧き上がっ
ていました。将来、江府町から水中考古学者が生まれる
かもしれません。

エ

「奥大山地美恵」スタート！ 〜児童・生徒にネーミングを募集〜
昨年１１月、江府小・中学校の児童生徒を対象に、江府町ジ
ビエ解体処理施設のネーミング募集を行いました。その後行わ
れた審査会の結果、下記一覧の受賞があり、表彰式が１月３１
日（金）に江府中学校で、２月４日（火）に江府小学校で執り
行われました。最優秀賞には中学校の生徒２名がそれぞれ考え
た「地美恵」、「地・美・恵」が選ばれ、施設の正式通称並び
に運営団体名が、奥大山を冠に付した「奥大山地美恵」に決定
しました。指定管理者である「奥大山地美恵」の浦部二郎会長
は「若い人からのアイデアを募集いたしました。たくさんの応
募をいただきましてありがとうございました」と感謝を述べら
れました。また、同団体の宇田川保副会長は「長年、食肉の処
理や加工に携わってきました。この施設を拠点に、ジビエ発展
に貢献していきたい」と述べられました。
【受賞者一覧】（敬称略）
（最優秀賞）
江府中学校３年 加藤 希望 『地美恵』
江府中学校１年 桑本 颯人 『地・美・恵』
（優秀賞）
江府中学校３年 上代 鈴夏 『ジビエの森』
江府小学校５年 上代 彩乃 『ジビエの里』
江府小学校３年 加藤 亜美香『江府町ジビエの里』
江府小学校３年 末次 碧生 『江府ジビエの里』
江府小学校１年 山本 草太郎『ジビエのもり』

1/31,2/4

▲江府中学校での表彰式の様子

▲江府小学校での表彰式の様子
令和２年３月号

8

まちの話題

まちの話題

鬼は外！福は内！

2/3

節分の２月３日（月）、子供の国保育園で豆まきが
行われました。はじめに、紙芝居「せつぶん」の読み
聞かせが保育士により行われ、年中・長児は「年の数
だけ豆を食べること」や「鬼が悪さをしないように豆
をまくこと」などについて学びました。園児は自分で
作った鬼の面を頭につけると、自分で作った升に豆を
入れ、円になって遊戯室の中心めがけて豆を投げまし
た。３歳以下の園児は、豆に見立てた布のボールを、
鬼に見立てた的に向かって投げました。

2/7

▲手作りのお面と升で豆まき開始！

水中の中にはふしぎがいっぱい！

▲山舩さんの話を聞く児童の様子

水中考古学者の山舩晃太郎さんをお招きし、「山舩さ
んのお話を聞く会」が１月３１日（金）、江府小学校江
府っ子ルームで行われました。山舩さんは米子市出身
で、水中考古学における世界的な第一人者として研究を
続ける傍ら、世界各国の研究機関から依頼を受け、水中
遺跡や沈没船などの発掘調査や学術研究の支援を行って
おられます。山舩さんから「世界には３００万隻もの沈
没船がまだ発掘されていません」と話すと、児童からは
驚きの声が湧き上がっていました。

9

▲けん玉に挑戦だ！

商売繁盛を願う、江府町商工会新春賀詞交歓会

令和２年３月号

2/18

▲認知症サポーター養成講座の様子

一人前の自衛官を目指していきたい

▲入隊予定者（左から：加藤毬恵さん、
森田響さん、
長岡真渚斗さん）と関係者のみなさん

「江府町自衛隊入隊予定者激励会」を２月１８日（火）、
江府町役場町長室で執り行いました。今年度、江府町からの
入隊予定者は加藤毬恵さん、森田響さん、長岡真渚斗さんの
３名。入隊予定者を代表し、森田響さんが「この春から私た
ちは自衛隊に入隊します。国の平和と独立を守り、国民の生
命、財産を守ることを任務とする自衛隊に入隊し、精一杯精
進していきたいと思います。一人前の自衛官に成長した姿
を、一日も早くお見せできるように頑張りたいです」と決意
の言葉を述べました。

出雲弁によるトークで会場は大笑い！

「江府町民生児童委員と子供の国保育園との交流事業」
が２月１４日（金）、子供の国保育園で行われました。今
年度、年長児は「昔のあそび」について調べ学習を行って
おり、翌月の卒園プロジェクト発表会にむけて、江府町民
生児童委員から、コマ回しやお手玉、けん玉などの昔のあ
そびを学びました。全体活動では、参加者全員で紙飛行機
を折り、距離を競い合いました。最後に園児から「ぜひ、
発表会に来てください」と、手作りの招待状が民生委員に
手渡されました。

▲鏡開きの様子

「令和元年度認知症サポーター養成講座（江府町民一般
および町内事業所従業者向け）」を２月１８日（火）、江
府町防災・情報センターで行いました。江府町地域包括支
援センター大下ゆう子保健師が講師として、「認知症とは
どういうものか」、「予防の考え方」、「認知症の人と接
する時の心構え」、「介護する人の気持ち」などについて
講演しました。午前、午後で講座が開かれ、町内の事業所
や一般の方などが参加され、受講の証としてサポーターの
目印「オレンジリング」を授与しました。

2/18

昔のあそびを学ぼう！

2/16

地域の「認知症サポーター」を目指して

「令和２年江府町新春賀詞交歓会」が１月９日（木）、
江府町山村開発センターで開催されました。町内企業関係
者など約１００名が参加。開会に先立ち、主催者の川端雄
勇商工会長は「本年も日本経済の発展と、地域の皆さんの
商売が繁盛する年となるよう祈念します」と主催者を代表
しあいさつを述べました。また、会場には町内の企業や団
体などによる、いのしし鍋やおふくろ料理などが提供され
たほか、伯耆天神ばやし保存会による太鼓演奏が会場を盛
り上げました。

令和元年度江府町明徳学園公開講座が２月２０日
（木）、江府町防災・情報センターで行われ、「ふるさと
の言葉は宝物」と題し、BSSラジオパーソナリティーの
中岡みずえさんが講演されました。中岡さんは出雲弁の魅
力や放送中の体験エピソードなどを、歌やトークを交えて
講演され、会場は終始笑いが絶えませんでした。また、
「次の世代を担う子どもたちには、都会に移り住むことが
あっても、自分が生まれ育った土地の言葉を大切にして
いってほしい」と述べられました。

2/22

2/20

▲講演する中岡さんの様子

平成３１年（令和元年）江府町教育委員会表彰

▲受賞者のみなさん

芸術文化・スポーツの振興に貢献し、功績の顕著な方々を表彰
する「平成３１年（令和元年）江府町教育委員会表彰」の表彰式
を２月２２日（土）、江府町防災・情報センターで行いました。出
席された受賞者の方々に、富田教育長は、
「来年もぜひ、この会
場でお会いしましょう！うれしいお知らせをお待ちしておりま
す」と激励を述べました。
（敬称略）
【スポーツ大賞】井上大誠 【スポーツ優秀賞】吉川友菜、
梶原さつき
【スポーツ賞】加藤安津子、
川上理子、
小谷新太、
浜田恵太、
宇田川愛友、
三輪奏海、
安部汰造、
影山大貴、
清水和弘、
藤原大地、
遠藤郁海、
吉川理梨、
桑本颯人、
藤原直士
【芸術文化賞】浦部琉聖、
河上 翼、
木嶋俊介、
筒井亜美、
水下汐里、
梅田理佐、
梅林亜衣、
谷田花奈
令和２年３月号
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江府町ジビエ解体処理施設について

タクシー利用者補助金制度について／町営バスの時刻表を改正します

タクシー利用者補助金制度について
江府町では、町内にお住まいの交通弱者の方が日野交通株式会社の江
府車庫または根雨営業所のタクシーを利用される場合に、料金の一部を
助成しています。
○対象となる方
・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
・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）
○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。
○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（総合健康福祉センター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３１年度の認定証と助成券の使用期限は令和２年３月３１日までです。申請済みの方については、令
和２年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）。
【※注意】毎年、認定済みの方にも当該年度分の認定証を発行していましたが、令和２年度の認定証から
年度の期限なく使えるようになります。認定済みの方は令和３年度以降からは新たな認定証は発行されま
〜〜〜〜〜〜〜
せんので、紛失にご注意ください。また、助成券につきましては今まで通り、各年度において発行し、送付い
たします。

【問い合わせ】江府町役場住民課

電話：０８５９−７５−３２２３

町営バスの時刻表を改正します
令和２年４月１日から、江府町営バスの時刻表を改正しま
す。主な改正点は下記のとおりですので、ご利用の際は十分ご
注意ください。
詳しくは、各家庭に配布の「江府町営バス時刻表」をご確認
ください。

主な改正点
●

「江府中学校前」バス停を廃止。

●

「南大山大橋」バス停を廃止。

●

「江尾（国道）」バス停を新設（俣野線のみ）。

●

「エバーランド奥大山」バス停までのデマンド運行を４月〜１１月に変更。

※日ノ丸自動車の日野本線は停車します。

●

柿原線「１便」と「４便」、
下安井線「１便」の運行時間を変更。

●

その他、小型バスの時間調整など。

令和２年３月号

ジ

ビ

エ

奥大山地美恵
（江府町ジビエ解体処理施設）

令和2年2月1日（土）

指定管理開始 !!

▲旧米沢小学校給食室を改修した包装室

今年度、町が県の「みんなで取り組む中山間地域活性
化総合支援事業（地域遊休施設活用事業）」を活用し、
廃校となった旧米沢小学校の給食施設を、新たにジビエ
解体処理施設へ改修しました。
令和２年２月１日（土）から指定管理者として任意団
ジ

ビ

ジ ビ

エ

奥大山地美恵の５つの事業
１．獣肉解体処理施設の運営
イノシシ、
シカ等捕獲鳥獣の解体処理、販売事業

エ

体「奥大山地美恵」が運営・管理を担い、捕獲鳥獣の解
体処理、食肉加工、販売等を行っていきます。詳細につ

目的

２．解体技術の習得とレベル向上
講習会の開催等による新たな解体処理者の育成

いては、以下の通りです。

江府町および周辺地域における鳥獣被害の軽減と地
域産業の活性化および捕獲鳥獣の有効活用により

３．調理技術の向上および新メニューの開発
ジビエ料理の周知、江府町独自の新メニューの
開発

地域に貢献する
事業費 ４，
３７８千円
（県費1/2、町費1/2）

【問い合わせ】町営バス営業所 電話：０８５９−７５−３３８８
江府町役場住民課 電話：０８５９−７５−３２２３
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通称

指定管理者
改修整備内容

ジ ビ

エ

奥大山地美恵（会長

浦部

二郎）

給食施設を解体処理施設へ改修
【内訳】
○洗浄室の増築

４．
イベント開催および参加
鳥獣被害防止啓発、
ジビエ料理ＰＲイベントの開
催、各種イベントへの参加等

５．
その他目的に寄与するための事業

○既存の通路を、解体処理室へ改修・整備
○既存の給食室を、包装室へ改修・整備

【問い合わせ】江府町役場農林産業課

（冷蔵庫、冷凍庫、金属検出器等を設置）

電話：０８５９‐７５‐６６１０

令和２年２月号
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高校等通学定期券購入補助制度について

国道１８１号（江府道路）整備の今後について／江府町役場新庁舎建設工事進捗状況について

新入生も在学生のみなさんも、ＪＲも路線バスも通学定期券の半額をサポート！

国道１８１号（江府道路）整備の今後の展開について

高校等通学定期券購入補助制度をご利用ください！

国道１８１号（江府道路）整備事業については、平成１７年度より、地域の皆さまのご理解とご協
力をいただきながら整備を進めさせていただいており、昨年は宮ノ谷トンネル工事（延長４１６ｍ）
が３年の歳月を経て完了したところです。
残す大型工事は久連トンネル工事（延長２，６０９ｍ）のみとなります。今後も早期完成に向けた
事業推進はもちろんですが、これまでと同様に現場見学会、職場体験、橋銘板の揮毫等、一人でも多
くの地域の皆さまに関わっていただきながら事業を進めて参りたいと考えております。引き続き、ご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。
き ごう

【完成した宮ノ谷トンネル（H31.4）】

【宮ノ谷トンネル 現場見学会（H30.11）】

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）生の定住および公共交通利用促
進を図るため、平成２７年度から補助していた町内に在住する高校
（高専）生が通学に利用するＪＲの定期券の購入に係る費用に加え、
令和２年度から路線バスの定期代金の一部を補助します。

○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）ＪＲまたは路線バスを利用して高校（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

【問い合わせ】鳥取県西部総合事務所 日野振興センター 日野県土整備局 道路整備課
電 話：０８５９−７２−２０６２

江府町役場新庁舎建設工事進捗状況について
工事が始まり５か月が経過しました。工事は順調に進んでおり、型枠工事の施工により少しずつそ
の姿を見せてきた様子です。２月には１･２階ともにコンクリート打設に取りかかり、３月以降から内
装に取りかかる予定で、工事実施比率は加速していきます。引き続き工事現場付近では多くの工事車
両が往来していますので、交通誘導員は配置しておりますが、町民の皆さまにおかれましても十分ご
注意いただきますとともに、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
【1月25日撮影1階屋根･2階床の施工中】
本工事の目玉である中空スラブ工事を行っています。

【12月末時点１階部分の鉄筋工事および型枠工事進捗状況】
柱･壁が組み上がり、建物の形が分かるようになりました。

次の条件をすべて満たす定期券が対象となります。
（１）ＪＲ（江尾駅で購入したものに限る）および路線バス（町営バス、日ノ丸、日交）の通学定
期券
（２）令和２年３月１８日（水）から令和３年３月１７日（水）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
※１００円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
※通学定期券（ＪＲ定期券：江尾駅購入に限る）の１／２を補助します。令和２年度からＪＲ定
期に加え、路線バスの定期代金も対象となります。

○申請期限

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

○申請書類

令和２年度から申請書様式等が変更されます。今までの申請書は、使用できませんのでご注意くだ
さい。

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】江府町教育委員会教育課

【新庁舎建設に関する問い合わせ】江府町役場総務課
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令和２年２月号

電話：０８５９−７５−２２１１

【電車定期券の購入に関すること】ＪＲ江尾駅

電話：０８５９−７５−２２２３

電話：０８５９−７５−２０２３

※本事業は、令和２年度町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。

令和２年３月号
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不
｢ 易流行

｣

プロジェクトチーム
︵
今年度のプロジェクトチーム
の取組みである﹃小さなカイゼ
ン部活動﹄の発表会を２月 日
︵土︶に予定していましたが︑
新型コロナウィルスの影響によ
り中止といたしました︒町民の
みなさんに︑私たちの活動結果
をご報告できなかったのは残念
でなりませんが︑当日発表予定
だった提案の内容について︑簡
単にご紹介いたします︒
〇Ａ班﹃書類の整理﹄
・書類整理の日を設け︑各職
場内で整理整頓を徹底する︒
・整理の状況などを啓発チラ
シにまとめて発信する︒
〇Ｂ班﹃文書の収受事務﹄
・文書を収受する際の帳簿を
電子化し︑事務手続きを簡
略化する︒
・文書の収受に明確な基準を
設け︑素早い判断を促す︒
〇 Ｃ 班 ﹃モチベーションアップ ﹄
・職員のモチベーションを上
げるため︑お互いがお互い
に﹁いいね﹂できる仕組み
を作る︒
29

︶活動報告
※

・気楽に感謝の気持ちを伝え
あえるように無料のサービ
スなどを用いる︒
〇Ｄ班﹃業務の共有﹄
・担当者が不在の場合でも事
務が滞ることのないよう︑
業務共有シートを作成する︒
・書類の保管場所がわかるよ
う︑キャビネットや書類を
番号で管理する︒
〇Ｅ班﹃メールの書き方﹄
・読みやすい︑伝わりやすい
メールを目指し︑メールの
テンプレートを作成する︒
○保育園﹃教材室の整理整頓お
よびラべリング﹄
・保育で使用する教材を用途
ごとに仕分けると共に︑ラ
べリングを行うことで︑作
業効率の向上に繋がった︒

これまでの活動はこちら！

今年度の活動は︑今回の報告
をもって終了となります︒４月
以降は︑新入職員にもチームへ
の参加を働きかけ︑新たな取り
組みを行っていきます！

これまでの活動の様子
はQRコードを読み取るこ
とでご覧いただけます。

※「３０００人の楽しい町」プロジェクトチームとは・・・有志の２０〜３０歳代の江府町役場職
員と、その職員から選出されたリーダーで構成。今年度で４期目を迎え、楽しい町の支障となる
様々な課題について課を越えて取り組む。

﹁３０００人の楽しい町﹂

模を含め︑住民の利便
性が高く︑災害時に安
ふ
え き りゅう こ う
心・安全な機能を持つ
庁舎建設に向けての計
画策定・合意形成を図
〜よき伝統を守りながら
︵不易︶
る︒﹂と︒実際には︑
進歩に目を閉ざさないこと
︵流行︶
によって
新庁舎建設は令和２年
﹁理想﹂を創造する〜 ６月末には完成し︑令
和３年初めには業務開始の予定で
江府町未来計画を
あり︑思いの外順調に進んだと感
読み返してみて
じています︒これも議会はもとよ
り︑町民のみなさんのご理解によ
るものだと深く感謝しています︒
新庁舎建設以外にも数多くの事
業が﹁江府町未来計画﹂の中に盛
り込まれています︒今後も︑状況
の変化に機敏に対応しながら︑限
られた財源を有効に活用して住民
福祉の向上に努めてまいります︒
ご理解のほど︑よろしくお願いし
ます︒

この原稿が掲載された町報が発行
される頃には︑３月議会で行財政方
針を発表していると思います︒私が
町長になって４度目の行財政方針で
す︒町長に就任以来︑行財政方針の
形式や作り方も大幅に変更しました︒
さらに︑町の公式ホームページで︑
発表の様子を動画で見ていただける
ようにもしました︒最も大きな変更
点は︑事業の主なものについては︑
町の総合計画である﹁江府町未来計
画﹂の項目に沿って整理してお示し
するようにしたことです︒こうする
ことで︑計画に照らしてどのような
事業が︑どう盛り込まれているかが
わかりやすくなったと思います︒現
在の﹁江府町未来計画﹂は︑令和３
年度を前期計画の最終年度としてい
ます︒改めて読み返してみると︑新
庁舎建設に関しては次のように記載
されています︒﹁具体的な場所や規

▲現在の「江府町未来計画」

14

令和元年10月号

令和２年３月号
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白石町
コラム長
Vol.4
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2020年5月22日（金） 江府町
令和２年３月号
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【安田さんのコメント】
聖火ランナーに選ばれると思って
い な か っ た の で、選 ば れ て と て も 嬉
し か っ た で す。小 学 校 ５ 年 生 か ら 野
球 を は じ め、現 在、野 球 部 に 所 属 し
て い ま す。ポ ジ シ ョ ン は ピ ッ チ ャ ー
や セ ン タ ー で、左 利 き で す。聖 火 ラ
ンナーの募集は、母が「走ってみたら」
とおしえてくれたのがきっかけです。
本番当日はたぶん緊張するとは思い
ま す が、家 族 や 親 戚、地 域 の 方 々 も
応 援 に 来 て い た だ け る そ う な の で、
感謝の気持ちをもって走りたいと思
い ま す。本 番 に む け て、特 に 取 り 組
ん で い る こ と は あ り ま せ ん が、日 頃
の部活を一生懸命取り組んでいこう

【長尾さんのコメント】
聖火ランナーに選ばれたことが分
かった時、
「まさか！」と驚きました。
高 校 か ら ソ フ ト ボ ー ル を 始 め、実 業
団 に 所 属 し、わ か と り 国 体 で は 鳥 取
県代表として全国優勝を経験させて
い た だ き ま し た。現 在 は 江 府 中 学 校
歳以上の

で学校主事をしています。ソフトボー
ルは今でも県内唯一の

チームに所属し現役を続けています。
ス ポ ー ツ に 長 年 関 わ っ て き た の で、
「自 分 の 走 り で 江 府 町 を 盛 り 上 げ た
い。子 ど も た ち に 頑 張 っ て い る 姿 を
伝 え た い」と 思 い、聖 火 ラ ン ナ ー に
応 募 し ま し た。学 校 を は じ め、た く
さ ん 応 援 を い た だ い て い ま す の で、
当日は良い走りができるようにして
いきたいです。

令和２年３月号
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と 思 い ま す。応 援 よ ろ し く お 願 い し
ます。

いします。また、聖火リレー観覧のため沿道へお越しの際は、公共機関

鳥取県ホームページはこちら

のご利用をご検討ください。

江府町役場

→

通じて、組織委員会ホーム

【到着予定地】

ては鳥取県ホームページを

【出発予定地】

詳細なルートや情報につい

５月２２日（金）16：25 ～ 16：40（時刻予定）

ページでご確認ください。

江尾駅

50

安田 愛奈さん（本一）

長尾 理美さん（小江尾）

江府町の聖火ランナー内定者

スケジュール

聖火リレー実施時には、聖火リレールートおよび周辺道路で交通規制

が行われる予定です。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

地域おこし協力隊通信

江府町の地域おこし協力隊の活動日記

vol.20

『3年間の活動を通して』

あっと言う間の3年でした。まったく農業を知らない状況からスタートした1年目は長岡理事長の指導のも
と、
「この時期は何をすれば良いのか？」を学び動く年。2年目は1年目で学んだ事を昨年の予定を確認しなが
ら復習し行動する年。3年目は2年間で学んだ作業の計画を立て、正しいか
を確認しながら行動する年。
今はJAの皆さん、町内農業者の皆さんともすっかり顔馴染みになれたか
と思います。非農家出身・農業未経験のゼロからスタートして、今こうして次
のステップに進めるのも皆さまのおかげです！ありがとうございます。今後
ともよろしくお願いします。
最後に、何度失敗したり言われた事を忘れていたりの凡ミスをしても「失
敗から学ぶ事も多い」と温かく指導してくれた長岡理事長に大きな感謝を！

まつもと よしふみ

法人宮市班 松本 良史

なんと、江府町で地域おこし協力隊の３年間の任務に幕を閉じるときが来ました。この３年間は非常に出
来事が詰まった日々を過ごせました！様々なことに挑戦する機会を与えてくれた「地域おこし協力隊」という
仕事は最高にやりがいがありました。自分が頭の中で描いているビジョンに向かうための大きな「押し」にも
なり、とても感謝しております。
３年前に江府町を訪れて市民農園カサラファームと出会ったときを、大分昔のように感じます。あのときは
江府町の自然と大山の風景に惚れて住みたいと思いました。市民農園カサラファームという施設を利用して、
農業中心の田舎暮らしを海外や日本の他県の人に体験させる
「交流の場」として活用もできました。これからの時代を生き
るために社会的な不満を持つ人や日本の文化に惚れて来る人な
ど様々でした。数多くの人に刺激を与えることができたのでは
ないでしょうか。そう思ってくれていると嬉しいです。
カサラファームの活動に取り掛かって応援をしてくれた人に
は感謝しています。これからも独自の場所で引き続き活動を行
います！

くわはた さいもん

農業振興班 桒畑 才文
今回で町報の記事を書くのも最後になるんですね。3 年というのもとても早いものです。ついこの間に移
住してきたような気もするし、もっと前からここに住んでいたような気もしています。クロモジという植物に
出逢って、夢中でいろんな実験をさせてもらったり、柿原集落では、一緒に竹林整備をさせてもらったり、
竹炭作りを教わったり、素晴らしい人たちとの出逢いがあり、とても楽しく学びの多い充実した３年間でした。
自分の人生にとって、やはりこの自然豊かな地に身を置けたという事はとても大きな幸せな選択だったと
思います。朝起きれば、鳥の鳴き声、緑のざわめきや川の流れる音……そ
して雄大な大山の素晴らしい景色。こんな贅沢な暮らしはないなぁと毎日
感動していると言っても過言ではないくらいです。そして、まだまだ、この
地で学びたいことは山ほどあります。植物から学ぶこと。町の人たちから教
わる技術や知恵。多くのことを学ばせてもらいながら、これからも、もっと
もっと楽しい輪を広げていきたいと思っています。
最後に……右も左も分からない私たちに優しく接してくださった江府町の
みなさん！3年間本当にありがとうございました！引き続き、お世話になりま
す！これからもどうぞよろしくお願いいたします。

いわさき

ち

え

観光振興班 岩﨑 智恵
令和２年３月号
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まちの教育

公民館講座のご紹介

今 回 は、自 主 講 座 で ある「奥 大 山 カフェ」

をご紹介します。

奥大山カフェでは、美味しいお茶を飲みな

エリカ先生の KOFU DE ACADEMIIA 19

がら、各集落の様子や歴史を学びます。地図

と写真で位置を確認しながら、講師の解説を

聞き、その後、郷土への思いを話し合います。

現在、俣野地区の展示を郵便局で行ってい

ますが、４月から江府町防災・情報センター

でも展示します。

初めての方でも楽しく活動することができ

ます。興味のある方はお気軽に見学にお越し

ください。詳しくは江府町教育委員会事務局

（電 話：０ ８ ５ ９‐ ‐２ ０ ０ ５）ま で お 問

い合わせください。

日 時：第１水曜日午後７時〜９時

場 所：江府町防災・情報センター

▲現在郵便局にて展示中

75

エリカ先生の動画は
こちらから

Snow Festival
Have you ever been to the snow festival in
Hokkaido? It’ s one of, if not, the biggest snow
festival in the world. People from all around attend. I was able to go
this year. I have always wanted to go to the snow festival. It was
amazing! I heard attendance was much lower this year, but there still seemed to be a
lot people. The snow sculptures were really neat and the activities at Tsudome Park
were fun! I felt so childish sledding down the slopes since it seemed like most of the
participants were children, but it was still thrilling. What’ s more is that winter has
been so mild this year. People were worried there may not be much snow. However, it
ended up snowing just before and continued to snow for many days during the
festival. I was so relieved! I can also ﬁnally say I had delicious Sapporo beer in
Sapporo!
雪まつり
みなさんは北海道の雪祭りに行ったことがありますか。それは、たぶん世界で最も大きな雪祭り
の１つでしょう。世界中から人びとが参加します。私は今年やっと行くことができました。ずっと
雪祭りに行きたかったのです。それは本当にすばらしいものでした。今年の参加者はかなり少なかっ
たと聞いていますが、それでもたくさんの人びとがいたように思いました。雪像は本当にきちんと
作られていたし、つどーむ公園での遊びが楽しかったです。ほとんどの参加者が子供たちだったの
で、そりで滑り降りるのは子供っぽく感じましたが、実際はスリリングでした。さらに今年の冬は
とても穏やかです。あまり雪が降らないのではないかという心配もありました。しかし、直前に雪
が降って、雪祭りの期間中もずっと雪でした。ほっとしました。最後に私は札幌でおいしい札幌ビー
ルをいただきました！
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農業委員会だより

農業委員会だより
農地利用最適化推進委員より

【令和２年春の農作業標準賃金
（税込）
】
業

名
整備田

機械植

未整備田

畔 付 け
機

耕起・ 整備田
荒おこし 未整備田
荒がき

械

代かき
荒代がき

標準賃金

60円 （１mあたり）
6,600円
7,700円
5,500円

未整備田

6,600円

整備田

6,600円

未整備田

7,700円

未整備田

考

6,600円 すみ植えなし
7,700円 （10aあたり）

整備田

整備田

備

（10aあたり）

7,600円 1日8時間賄いなし

草

1,700円

作

業

農地は荒らさず作るもの！

8,300円 荒がき・代かき同時
9,900円 作業（10aあたり）

一 般 農 作 業
刈

農地利用最適化推進委員
谷 口 一郎 さん︵小原︶

田 植

作

近年、
中山間地域の多い本町においては、農業者の
高齢化・担い手不足・遊休農地の増加など農業を取り
巻く環境は年々厳しさが増しております。
その中で、農地は、農家にとって重要な財産であると
共に、
勝手に用途を変更したり移動もできない有限な資
源であり、将来において、年々重要性を増す土地となっ
ています。
農地は、
食料を生産する土地だけでなく突然のゲリラ
豪雨等から国土を守る多面的機能も持ち合わせていま
す。土地改良事業など公共投資がされたり、固定資産
税や相続税に軽減措置がされているのもそのためです。
農地の取得は、農地を耕作する者以外には認められ
ていません。
「農地は荒らさず作るもの」。農地を所有す
る者の務めだと思います。
きちんと耕作されているからこ
そ農地と言えるのです。
私達の任期も、
残すところ半年余りとなりました。
江府
町の地域農業を維持していくために、農家の皆様に最
大限のお手伝いができるよう、業務一つひとつの点検・
反省そして勉強しながら邁進して参ります。

機械の燃料代含む
（1時間あたり）

※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。
※これは、消費税を含む金額です。

農業委員会総会
＜２月１４日（金）開催分＞

以下、審議案件すべて承認されました。
農地法第３条に係る許可申請について ３件
農用地利用集積計画（案）
について
１２件
地籍調査に係る地目認定について
２件

＜２月２５日（火）臨時・開催分＞

以下、審議案件すべて承認されました。

令和2年春の農作業標準賃金（案）について １件

３月の農地相談会
農地に関することはお気軽にご相談ください
◎ 相談日 ３月１８日（水）
午後1時３０分〜３時30分まで
◎場

所 江府町山村開発センター

【問い合わせ】
江府町農業委員会事務局
電話：０８５９−７５−６６２０
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江府町農地賃貸料情報 （平成31年1月〜令和元年12月）
１ 田（水稲）
の部
地区名

平均額

最高額

最低額 データ数

備考（対象外）

江尾地区

4,900円 5,500円 3,300円

40件 使用貸借（無償）7件

米沢地区

5,100円 8,000円 2,400円

34件 使用貸借（無償）28件

日光地区

5,000円 5,000円 5,000円

1件 使用貸借（無償）0件

神奈川地区 4,300円 6,000円 2,700円

7件 使用貸借（無償）27件

江府町全域 4,900円 8,000円 2,400円

82件 使用貸借（無償）62件

２ 畑（普通畑）
の部
地区名

平均額

最高額

最低額 データ数

江府町全域 8,000円 8,000円 8,000円
※1
※2
※3
※4

備考（対象外）

江府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の募集について
令和２年７月２０日以降の新しい農業委員と農地利用最適化推進委員を次のとおり募集します。
■募 集 期 間 令和２年３月１日（日）〜令和２年３月３１日（火）
■推薦及び募集 以下の①から③のいずれかの方法で推薦及び応募できます。
①個人が推薦
②団体等が推薦
③自ら応募する
■申 込 方 法 ・農業委員会事務局又は農林産業課で所定の申込書（推薦の場合は推薦書も）を受け取り、
必要事項を記入の上、農業委員会事務局又は農林産業課へ募集期間内に提出してください。
申込書等を直接持参される場合は、募集期間内（土・日・祝日を除く）の午前８時３０分
から午後５時１５分の間に提出してください。
・なお、申込書等は、江府町ホームページからダウンロードできます。
・また、ご希望の方へ農業委員会事務局又は農林産業課から申込書等の郵送等もいたします。
■そ の 他 ・農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募できますが、兼任することはでき
ません。
・推薦・応募の状況については、推薦・応募書面の記載事項のうち住所を除き、町ホーム
ページ等で、募集期間の中間時点において一度公表し、募集期間終了後にも公表します。
・応募者の方から、農業委員は町で、農地利用最適化推進委員は農業委員会で、それぞれ総
合的な判断のもとに選任します。

【農業委員及び農地利用最適化推進委員に関する共通事項】
■身
分 特別職の非常勤地方公務員
■任
期 令和２年７月２０日から令和５年７月１９日までの３年間
※農地利用最適化推進委員は、委嘱日から令和５年７月１９日まで
■報
酬 「江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づく額。
※現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬月額は26,800円です。
■応募要件 以下の方は、応募できません。
・破産手続き開始の決定を受け復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せられその執行中の者。
・町の一般職の職員である者。
【農業委員について】
■募集人数 １１人
■業務内容 農地の権利移動や転用に係る許認可業務及び担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生
防止・解消、新規参入の促進等に伴う現地での調査、指導及び監視業務等を行います。
■応募要件 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の業
務を適切に行なうことができる方。
【農地利用最適化推進委員について】
■募集人数 ５人（農業委員会が定める活動区域ごとに定数があります。）
■業務内容 担当区域において、主に次のような活動を行ないます。
区

域

募集人数

江尾・日光地区

２

米

区

２

神 奈 川 地 区

１

沢

地

・耕作放棄地の発生防止・解消等の区域における現場活動。
・人・農地プラン等地域農業者の話し合いの推進。
・農地中間管理機構との連携などによる農地集積・集約化の推進、新規
参入の促進。
・農業委員と連携して上記の業務にあたります。

12件 使用貸借（無償）45件

平均に比べて著しく差のある特殊な取引データは加えていません。
データ数は集計に用いた筆数です。
賃借料を物納支払（米）としている場合は、
30㎏あたり5,000円に換算。
金額は算出結果を四捨五入し100円単位としています。

■応募要件

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方。

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局（電話：０８５９−７５−６６２０）
江 府 町 役 場 農 林 産 業 課 （電話：０８５９−７５−６６１０）
令和２年３月号
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農業委員会だより

農業委員会だより
農地利用最適化推進委員より

【令和２年春の農作業標準賃金
（税込）
】
業

名
整備田

機械植

未整備田

畔 付 け
機

耕起・ 整備田
荒おこし 未整備田
荒がき

械

代かき
荒代がき

標準賃金

60円 （１mあたり）
6,600円
7,700円
5,500円

未整備田

6,600円

整備田

6,600円

未整備田

7,700円

未整備田

考

6,600円 すみ植えなし
7,700円 （10aあたり）

整備田

整備田

備

（10aあたり）

7,600円 1日8時間賄いなし

草

1,700円

作

業

農地は荒らさず作るもの！

8,300円 荒がき・代かき同時
9,900円 作業（10aあたり）

一 般 農 作 業
刈

農地利用最適化推進委員
谷 口 一郎 さん︵小原︶

田 植

作

近年、
中山間地域の多い本町においては、農業者の
高齢化・担い手不足・遊休農地の増加など農業を取り
巻く環境は年々厳しさが増しております。
その中で、農地は、農家にとって重要な財産であると
共に、
勝手に用途を変更したり移動もできない有限な資
源であり、将来において、年々重要性を増す土地となっ
ています。
農地は、
食料を生産する土地だけでなく突然のゲリラ
豪雨等から国土を守る多面的機能も持ち合わせていま
す。土地改良事業など公共投資がされたり、固定資産
税や相続税に軽減措置がされているのもそのためです。
農地の取得は、農地を耕作する者以外には認められ
ていません。
「農地は荒らさず作るもの」。農地を所有す
る者の務めだと思います。
きちんと耕作されているからこ
そ農地と言えるのです。
私達の任期も、
残すところ半年余りとなりました。
江府
町の地域農業を維持していくために、農家の皆様に最
大限のお手伝いができるよう、業務一つひとつの点検・
反省そして勉強しながら邁進して参ります。

機械の燃料代含む
（1時間あたり）

※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。
※これは、消費税を含む金額です。

農業委員会総会
＜２月１４日（金）開催分＞

以下、審議案件すべて承認されました。
農地法第３条に係る許可申請について ３件
農用地利用集積計画（案）
について
１２件
地籍調査に係る地目認定について
２件

＜２月２５日（火）臨時・開催分＞

以下、審議案件すべて承認されました。

令和2年春の農作業標準賃金（案）について １件

３月の農地相談会
農地に関することはお気軽にご相談ください
◎ 相談日 ３月１８日（水）
午後1時３０分〜３時30分まで
◎場

所 江府町山村開発センター

【問い合わせ】
江府町農業委員会事務局
電話：０８５９−７５−６６２０
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令和２年３月号

江府町農地賃貸料情報 （平成31年1月〜令和元年12月）
１ 田（水稲）
の部
地区名

平均額

最高額

最低額 データ数

備考（対象外）

江尾地区

4,900円 5,500円 3,300円

40件 使用貸借（無償）7件

米沢地区

5,100円 8,000円 2,400円

34件 使用貸借（無償）28件

日光地区

5,000円 5,000円 5,000円

1件 使用貸借（無償）0件

神奈川地区 4,300円 6,000円 2,700円

7件 使用貸借（無償）27件

江府町全域 4,900円 8,000円 2,400円

82件 使用貸借（無償）62件

２ 畑（普通畑）
の部
地区名

平均額

最高額

最低額 データ数

江府町全域 8,000円 8,000円 8,000円
※1
※2
※3
※4

備考（対象外）

江府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の募集について
令和２年７月２０日以降の新しい農業委員と農地利用最適化推進委員を次のとおり募集します。
■募 集 期 間 令和２年３月１日（日）〜令和２年３月３１日（火）
■推薦及び募集 以下の①から③のいずれかの方法で推薦及び応募できます。
①個人が推薦
②団体等が推薦
③自ら応募する
■申 込 方 法 ・農業委員会事務局または農林産業課で所定の申込書（推薦の場合は推薦書も）を受け取り、
必要事項を記入の上、農業委員会事務局又は農林産業課へ募集期間内に提出してください。
申込書等を直接持参される場合は、募集期間内（土・日・祝日を除く）の午前８時３０分
から午後５時１５分の間に提出してください。
・なお、申込書等は、江府町ホームページからダウンロードできます。
・また、ご希望の方へ農業委員会事務局又は農林産業課から申込書等の郵送等もいたします。
■そ の 他 ・農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募できますが、兼任することはでき
ません。
・推薦・応募の状況については、推薦・応募書面の記載事項のうち住所を除き、町ホーム
ページ等で、募集期間の中間時点において一度公表し、募集期間終了後にも公表します。
・応募者の方から、農業委員は町で、農地利用最適化推進委員は農業委員会で、それぞれ総
合的な判断のもとに選任します。

【農業委員及び農地利用最適化推進委員に関する共通事項】
■身
分 特別職の非常勤地方公務員
■任
期 令和２年７月２０日から令和５年７月１９日までの３年間
※農地利用最適化推進委員は、委嘱日から令和５年７月１９日まで
■報
酬 「江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づく額。
※現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬月額は26,800円です。
■応募要件 以下の方は、応募できません。
・破産手続き開始の決定を受け復権を得ない者及び禁固以上の刑に処せられその執行中の者。
・町の一般職の職員である者。
【農業委員について】
■募集人数 １１人
■業務内容 農地の権利移動や転用に係る許認可業務及び担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生
防止・解消、新規参入の促進等に伴う現地での調査、指導及び監視業務等を行います。
■応募要件 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の業
務を適切に行なうことができる方。
【農地利用最適化推進委員について】
■募集人数 ５人（農業委員会が定める活動区域ごとに定数があります。）
■業務内容 担当区域において、主に次のような活動を行ないます。
区

域

募集人数

江尾・日光地区

２

米

区

２

神 奈 川 地 区

１

沢

地

・耕作放棄地の発生防止・解消等の区域における現場活動。
・人・農地プラン等地域農業者の話し合いの推進。
・農地中間管理機構との連携などによる農地集積・集約化の推進、新規
参入の促進。
・農業委員と連携して上記の業務にあたります。

12件 使用貸借（無償）45件

平均に比べて著しく差のある特殊な取引データは加えていません。
データ数は集計に用いた筆数です。
賃借料を物納支払（米）としている場合は、
30㎏あたり5,000円に換算。
金額は算出結果を四捨五入し100円単位としています。

■応募要件

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方。

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局（電話：０８５９−７５−６６２０）
江 府 町 役 場 農 林 産 業 課 （電話：０８５９−７５−６６１０）
令和２年３月号
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令和元年度事業見直しについて
担当課

事務
（事業）
名

教育課

防災・情報セン 防災施設として、経常経費の 夜間の警備委託についてＮＰＯだ
管理、設備・機器の保守点 けでは、人員が足りなく対処でき
ター管理
検を行っている。
なくなるという問題があるので、夜
間の警備について検討。
新庁舎完成後は教育委員会事務
局が抜けるので、活用方法を検討
する。

教育課

保育施設改修
事業

保育園施設の改修

老朽化箇所について、随時改修を
行っているが、園舎が土砂災害警
戒区域（イエロー）内にあること、
建設から約39年経過していること
から、新築移設等について早い段
階から検討をしていく必要があ
る。

場所については公共施設あり方
委員会で検討していただいたと
ころ。新庁舎建設後保育園の新
築について検討を行う。

教育課

高校生友の会
育成事業

高校生がかかわれる取り組
みをする。現状はふれあいも
ちつき大会や放課後子ども
教室の指導員等への参加。

南部町の取組のように、高校生
サークルを作り、中学卒業後も地
元の同級生同士がつながりを持
ち続けられるような仕組み作りを
めざす。

高校生友の会の育成には至って
いないが、昨年度のアントレプレ
ナーシップ教育の成果を形にす
る 取 組 として 今 年 度 、３ A
＠KOFUが結成され、かき氷の
販売などを行った。
この取り組み
を高校生友の会の形にするか、
別の形で伸ばしていくのかは検
討が必要。

図書の整備、貸出、
レファレ
ンス対応、読書推進のための
各種取組。保育園児への読
み聞かせ、小中学校の学校
司書兼務。

開館日数も多く開館時間も長い
中で、少人数による複雑なシフト
管理によって図書館を運営してい
る現状がある。
司書の追加配置が
必要と考える。

図書館内の展示、特別展示等見
直し実施済み。シフト及び作業
休館等試行。協議会からも要望
のあった司書の増員について検
討中。

実施期間を限定。

植樹祭会場の下刈りを今年度
から中止し、植栽木の生育を見
守っている。

教育課

図書館運営

現在の事業内容

令和元年度事業見直しについて
見直しに係る考え方

図書館は、3名の司書と図書館
長で運営しており、教育委員会
新庁舎移転後の管理運営につ
いては検討を行う。
なお、図書館
協 議 会より「コミュニティ図 書
館」
としての要望書が提出され
た。

農 林
産業課

植樹祭会場等
管理

植樹木の育成を目的とした
下刈り作業を委託

農 林
産業課

市民農園施設
管理事業

農園、管理棟、
コテージ等の 指定管理者による管理が望まし 8月6日運営審議会開催。
市民農園施設の管理
い。管理委託料が発生し、大きな 市民農園以外の活用を含め、今
経費削減にはならないが農地の 後の在り方を検討中。
適正管理が期待できる。

農 林
産業課

農 林
産業課

エバーランド
奥大山施設管
理事業

奥大山スキー
場事業

地ビールレストランとして整
備された。地ビール製造プラ
ントは売却するなど施設は老
朽化しているが大規模な修
繕は行っていない。
現在は奥大山スキー場の事
務所的な使用とスキー場レ
ストラン等として利用管理し
ている。

冷暖房施設の修理、改造を行う
ほか、受電設備の見直しにより
経費削減を図る。
指定管理者による管理が望まし
い。

令和元年度事業見直しについて

見直し結果等

江府町では、平成29年度から財政の健全化と住民サービスの効率化を目的に、約230項目での事業見直しを
行っています。
今後、人口減少が予想される中、事業見直しと公共施設（上下水道・道路などのインフラ整備を含む）の見直
しは、これから予想される維持管理費の増大を抑制するために大変重要なことです。
今年度の事業見直しについて、以下のとおり説明いたします。

令和元年度事業見直し一覧
担当課

事務
（事業）
名

総務課

公共施設等管
理

総務課

情報通信設備 ＩＲＵ整備の保守やシステムの使 【電話インターネット開設費用負担】
ＨＧＷ・ＩＰ告知端末の故障 ひかり電話・インターネットを新設、
管理運営事業 用、
対応など。
またはリフォームに伴う一時移転費
等については町が負担している。こ
の部分について町負担額を2/3に変
更することも検討。
【光IP告知端末・町内無料電話】
新たに導入するデジタル防災行政
無線との集約化を検討。

今後のＮＴＴのサービス体
制については検討が必要。
今後の方針については、令
和２年１月臨時議会で、
「町
内無料もＩＰ告知端末も廃
止」
の方針案に決定。

総務課

広報公聴

江府町の情報発信のため、ホー 【町報のリニューアル】
ムページの運営、広報誌(町報こ 町報こうふリニューアルに向けて、
うふ)を発行している。
町報の作成過程や印刷媒体(材
質・ページ数)などを見直す。

今年度、広報編集ソフト導入済。
広報編集ソフトを導入した場合、
印刷のみの委託となり、現在よりも
年間１７万円程度削減が可能と
なる。一方で、広報編集専用パソ
コンが導入時に約２０万円程度、
専用ソフトが年間１０万円程度必
要。新庁舎建設に向けた庁舎パソ
コン整備に合わせて、今年度広報
編集専用パソコンを導入済。

総務課

国内交流事業

当事業では、姉妹町である西ノ
島町と物産等を通じ、相互に交
流を深め、両 町の経 済 発 展を
図ってきた。
また、関西交流や兵
庫県魚崎町との交流を行ってき
ているが、年々参加者等の減少
や従前からの交流手法の踏襲
等により飽和状態にある。

【西ノ島町】
継続を検討（内容は実施年ごとに
両町協議し、精査する）
【関西交流・魚崎町】
現行の交流手法及びふるさと大
使制度の一体化を図り、江府町
を応援する人のための登録制度
「江府町ファンクラブ」
と連携し、
従前の内容を抜本的に見直す。

関西交流会は発展的な解消
を行い「江府町ファンのつど
い」に移行。魚崎町協議会
は、互いの節目
（魚崎夏祭り
１０回目、江府新庁舎完成
等）に出向いて交流する事と
なった。

福 祉
保健課

総合健康福祉
センター管理

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、調理室等の利用の条件、使用
料の賦課範囲などがあいまい。
診療所を除くスペースが土足厳禁と
なっていること、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。

新庁舎建設と合わせ、センターと
してどのような機能を維持していく
か検討。
利用条件や使用料については、公
共施設全般の課題として協議す
る必要がある。

令和元年４月施行で、使用
料条例を改正。調理室を明
記した。令和元年６月に土足
化改修工事を行った。建築
当初と比較し、業務が大幅に
拡大している。職員も増え、
事務所が手狭な状態である
ため、増改築の検討が必要。

今年度休止。
レストハウス、
エーデルワイスなど
老朽施設の処分が課題。
当面は
維持管理する。
今後はグリーンシーズンをメイン
に新たな施設活用と新たな指定
管理事業者を探す。

町営のスキー場として開設 近年の収入不足や施設の更新な 今年度休止。地権者を含む地元
し、一時、指定管理者で管理 どにより指定管理者による管理が 説明と協議が急務。
していたが、平成20年度から 望ましい。
新たな活用方法を検討するとと
再び町直営で管理している。
もに、当面はゲレンデの維持管
理を行う。
参考：令和元年9月議会全員協議会資料等
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令和２年３月号

現在の事業内容
公共施設等あり方検討委員会

見直しに係る考え方

見直し結果等

町内における公共施設等のあり方を検
討するため、町民委員、学識経験者か
らなる江府町公共施設等あり方検討
委員会を設置。
（公共施設の3割削減を目安）
同委員会では、計５回の検討を行い、
遊休施設を中心に今後の公共施設の
あり方についての方向性を検討。
※令和元年12月に、町長へ「公共施設
のあり方について」
と題して報告。

委員会の報告に基づき、令
和２年度中に公共施設等管
理計画の個別施設計画を策
定する予定。

令和２年３月号

20

令和元年度事業見直しについて
担当課

事務
（事業）
名

教育課

防災・情報セン 防災施設として、経常経費の 夜間の警備委託についてＮＰＯだ
管理、設備・機器の保守点 けでは、人員が足りなく対処でき
ター管理
検を行っている。
なくなるという問題があるので、夜
間の警備について検討。
新庁舎完成後は教育委員会事務
局が抜けるので、活用方法を検討
する。

教育課

保育施設改修
事業

保育園施設の改修

老朽化箇所について、随時改修を
行っているが、園舎が土砂災害警
戒区域（イエロー）内にあること、
建設から約39年経過していること
から、新築移設等について早い段
階から検討をしていく必要があ
る。

場所については公共施設あり方
委員会で検討していただいたと
ころ。新庁舎建設後保育園の新
築について検討を行う。

教育課

高校生友の会
育成事業

高校生がかかわれる取り組
みをする。現状はふれあいも
ちつき大会や放課後子ども
教室の指導員等への参加。

南部町の取組のように、高校生
サークルを作り、中学卒業後も地
元の同級生同士がつながりを持
ち続けられるような仕組み作りを
めざす。

高校生友の会の育成には至って
いないが、昨年度のアントレプレ
ナーシップ教育の成果を形にす
る 取 組 として 今 年 度 、３ A
＠KOFUが結成され、かき氷の
販売などを行った。
この取り組み
を高校生友の会の形にするか、
別の形で伸ばしていくのかは検
討が必要。

図書の整備、貸出、
レファレ
ンス対応、読書推進のための
各種取組。保育園児への読
み聞かせ、小中学校の学校
司書兼務。

開館日数も多く開館時間も長い
中で、少人数による複雑なシフト
管理によって図書館を運営してい
る現状がある。
司書の追加配置が
必要と考える。

図書館内の展示、特別展示等見
直し実施済み。シフト及び作業
休館等試行。協議会からも要望
のあった司書の増員について検
討中。

実施期間を限定。

植樹祭会場の下刈りを今年度
から中止し、植栽木の生育を見
守っている。

教育課

図書館運営

現在の事業内容

令和元年度事業見直しについて
見直しに係る考え方

図書館は、3名の司書と図書館
長で運営しており、教育委員会
新庁舎移転後の管理運営につ
いては検討を行う。
なお、図書館
協 議 会より「コミュニティ図 書
館」
としての要望書が提出され
た。

農 林
産業課

植樹祭会場等
管理

植樹木の育成を目的とした
下刈り作業を委託

農 林
産業課

市民農園施設
管理事業

農園、管理棟、
コテージ等の 指定管理者による管理が望まし
市民農園施設の管理
い。管理委託料が発生し、大きな
経費削減にはならないが農地の
適正管理が期待できる。

令和元年8月6日運営審議会開
催。
市民農園以外の活用を含め、今
後の在り方を検討中。

地ビールレストランとして整
備された。地ビール製造プラ
ントは売却するなど施設は老
朽化しているが大規模な修
繕は行っていない。
現在は奥大山スキー場の事
務所的な使用とスキー場レ
ストラン等として利用管理し
ている。

今年度休止。
レストハウス、
エーデルワイスなど
老朽施設の処分が課題。
当面は
維持管理する。
今後はグリーンシーズンをメイン
に新たな施設活用と新たな指定
管理事業者を探す。

農 林
産業課

農 林
産業課

エバーランド
奥大山施設管
理事業

奥大山スキー
場事業

冷暖房施設の修理、改造を行う
ほか、受電設備の見直しにより
経費削減を図る。
指定管理者による管理が望まし
い。

令和元年度事業見直しについて

見直し結果等

江府町では、平成29年度から財政の健全化と住民サービスの効率化を目的に、約230項目での事業見直しを
行っています。
今後、人口減少が予想される中、事業見直しと公共施設（上下水道・道路などのインフラ整備を含む）の見直
しは、これから予想される維持管理費の増大を抑制するために大変重要なことです。
今年度の事業見直しについて、以下のとおり説明いたします。

令和元年度事業見直し一覧
担当課

事務
（事業）
名

総務課

公共施設等管
理

総務課

情報通信設備 ＩＲＵ整備の保守やシステムの使 【電話インターネット開設費用負担】
ＨＧＷ・ＩＰ告知端末の故障 ひかり電話・インターネットを新設、
管理運営事業 用、
対応など。
またはリフォームに伴う一時移転費
等については町が負担している。こ
の部分について町負担額を2/3に変
更することも検討。
【光IP告知端末・町内無料電話】
新たに導入するデジタル防災行政
無線との集約化を検討。

今後のＮＴＴのサービス体
制については検討が必要。
今後の方針については、令
和２年１月臨時議会で、
「町
内無料もＩＰ告知端末も廃
止」
の方針案に決定。

総務課

広報公聴

江府町の情報発信のため、ホー 【町報のリニューアル】
ムページの運営、広報誌(町報こ 町報こうふリニューアルに向けて、
うふ)を発行している。
町報の作成過程や印刷媒体(材
質・ページ数)などを見直す。

今年度、広報編集ソフト導入済。
広報編集ソフトを導入した場合、
印刷のみの委託となり、現在よりも
年間１７万円程度削減が可能と
なる。一方で、広報編集専用パソ
コンが導入時に約２０万円程度、
専用ソフトが年間１０万円程度必
要。新庁舎建設に向けた庁舎パソ
コン整備に合わせて、今年度広報
編集専用パソコンを導入済。

総務課

国内交流事業

当事業では、姉妹町である西ノ
島町と物産等を通じ、相互に交
流を深め、両 町の経 済 発 展を
図ってきた。
また、関西交流や兵
庫県魚崎町との交流を行ってき
ているが、年々参加者等の減少
や従前からの交流手法の踏襲
等により飽和状態にある。

【西ノ島町】
継続を検討（内容は実施年ごとに
両町協議し、精査する）
【関西交流・魚崎町】
現行の交流手法及びふるさと大
使制度の一体化を図り、江府町
を応援する人のための登録制度
「江府町ファンクラブ」
と連携し、
従前の内容を抜本的に見直す。

関西交流会は発展的な解消
を行い「江府町ファンのつど
い」に移行。魚崎町協議会
は、互いの節目
（魚崎夏祭り
１０回目、江府新庁舎完成
等）に出向いて交流する事と
なった。

福 祉
保健課

総合健康福祉
センター管理

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、調理室等の利用の条件、使用
料の賦課範囲などがあいまい。
診療所を除くスペースが土足厳禁と
なっていること、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。

新庁舎建設と合わせ、センターと
してどのような機能を維持していく
か検討。
利用条件や使用料については、公
共施設全般の課題として協議す
る必要がある。

令和元年４月施行で、使用
料条例を改正。調理室を明
記した。令和元年６月に土足
化改修工事を行った。建築
当初と比較し、業務が大幅に
拡大している。職員も増え、
事務所が手狭な状態である
ため、増改築の検討が必要。

町営のスキー場として開設 近年の収入不足や施設の更新な 今年度休止。地権者を含む地元
し、一時、指定管理者で管理 どにより指定管理者による管理が 説明と協議が急務。
していたが、平成20年度から 望ましい。
新たな活用方法を検討するとと
再び町直営で管理している。
もに、当面はゲレンデの維持管
理を行う。
参考：令和元年9月議会全員協議会資料等
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令和２年３月号

現在の事業内容
公共施設等あり方検討委員会

見直しに係る考え方

見直し結果等

町内における公共施設等のあり方を検
討するため、町民委員、学識経験者か
らなる江府町公共施設等あり方検討
委員会を設置。
（公共施設の3割削減を目安）
同委員会では、計５回の検討を行い、
遊休施設を中心に今後の公共施設の
あり方についての方向性を検討。
※令和元年12月に、町長へ「公共施設
のあり方について」
と題して報告。

委員会の報告に基づき、令
和２年度中に公共施設等管
理計画の個別施設計画を策
定する予定。

令和２年３月号

20

Information

まちのお知らせ

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

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
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）

保険期間
令和２年４月１日午前０時から令和３年３月３１日午
後１２時まで

令和２年３月分（４月納付分）から協会けんぽの保
険料率が変わります。皆様からのご理解をお願いし
ます。

【健康保険料率】
令和２年２月分
（３月納付分まで）

１０．
００％

令和２年３月分
（４月納付分から）

９．
９９％

【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、
以下のホームページをご覧ください。

〒６８０−８５７０
鳥取市東町１−２２０【（公財）鳥取県体育協会内】
電話：０８５７−２６−８７２４
】
【電話受付時間 午前９時〜午後５時（土日祝を除く）
ＨＰ：http://www.sportsanzen.org

令和２年２月分
（３月納付分まで）

令和２年３月分
（４月納付分から）

１．
７３％

１．
７９％

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険
者）は、
健康保険料率に介護保険料率が加わります。
※賞与については、
支給日が３月１日から変更後の保
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

ロータリー等を装着したまま
公道走行が可能になりました

『とっとり NOW』125 号
好評発売中です！

国土交通省の農耕トラクターに関わる道路運送

明治・大正・昭和を駆け抜け、女性が輝く新しい

車両法の運用見直しにより、ロータリー等の直装型

時代を文学の力で切り開く「新しい女」。田中古代

作業機（けん引タイプではない、トラクターに直接

子、生田花世の生きざまを、巻頭特集でたどります。

装着する作業機）を装着した状態のトラクターは、

特集では、県内で急速に増えた「こども食堂」が、

一定の条件を満たした場合に限り、公道走行が可能

家庭や学校以外の「第3の居場所」としての役割を

になりました。

果たす様子を紹介。

【一定の条件】

■取扱場所／下記事務局(県庁広報課内)、県内書

灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許など
の確認が必要となります。特に、農作業機を装着
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

した状態で、全長4.7m、全幅1.7m、高さ2.0m

店ほか

■発行／年４回
（３,６,９,12月）

許が必要となりますのでご注意ください。
【問い合わせ】

詳しくはお近くの農機販売店や江府町役場農林産
業課（電話：0859-75-6610）にご確認ください。

【問い合わせ】

令和２年３月号

象

者

令和2年度（月額）

５２，２００円
３４，７７０円

５２，５００円
３４，９７０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
・印鑑
・住民票
・認定診断書（専門医によるもの）・戸籍謄本（抄本）

窓

江府町役場福祉保健課

口

障 害 児 福 祉 手 当
対

象

者

申請に必要な書類等

令和元年度（月額）

令和2年度（月額）

１４，７９０円

１４，８８０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
・印鑑
・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

断

窓

書

口

特 別 障 害 者 手 当
対

象

者

申請に必要な書類等

（視覚障害）
（聴覚障害）
（肢体不自由）
（心臓疾患）
江府町役場福祉保健課

断

書

定

診

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）
電話：0859-75-6111

令和元年度（月額）

令和2年度（月額）

２７，２００円

２７，３５０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
・印鑑
・所得状況届（町の証明が必要）・年金額を証明する書類
・診断書（専門医によるもの）
認

診

電話：0859-75-6111

定

診

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）

鳥取県広報連絡協議会

・そしゃく）

（肝臓・血液・その他疾患）

電 話：0857-26-7086

（肢体不自由）

ＦＡＸ：0857-29-6621

（心臓疾患）

ＨＰ：https://www.kouhouren.jp/
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対

令和元年度（月額）

（税込）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

特別児童扶養手当 １級
２級

■定価／１部315円

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

を越える場合、道路交通法により大型特殊免

令和2年4月から障がい者等に対する各種手当の金額が変更になります。

窓

口

江府町役場福祉保健課

（精神疾患）

電話：0859-75-6111

令和２年３月号
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Information

まちのお知らせ

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

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
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）

保険期間
令和２年４月１日午前０時から令和３年３月３１日午
後１２時まで

令和２年３月分（４月納付分）から協会けんぽの保
険料率が変わります。皆様からのご理解をお願いし
ます。

【健康保険料率】
令和２年２月分
（３月納付分まで）

１０．
００％

令和２年３月分
（４月納付分から）

９．
９９％

【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、
以下のホームページをご覧ください。

〒６８０−８５７０
鳥取市東町１−２２０【（公財）鳥取県体育協会内】
電話：０８５７−２６−８７２４
】
【電話受付時間 午前９時〜午後５時（土日祝を除く）
ＨＰ：http://www.sportsanzen.org

令和２年２月分
（３月納付分まで）

令和２年３月分
（４月納付分から）

１．
７３％

１．
７９％

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険
者）は、
健康保険料率に介護保険料率が加わります。
※賞与については、
支給日が３月１日から変更後の保
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

ロータリー等を装着したまま
公道走行が可能になりました

『とっとり NOW』125 号
好評発売中です！

国土交通省の農耕トラクターに関わる道路運送

明治・大正・昭和を駆け抜け、女性が輝く新しい

車両法の運用見直しにより、ロータリー等の直装型

時代を文学の力で切り開く「新しい女」。田中古代

作業機（けん引タイプではない、トラクターに直接

子、生田花世の生きざまを、巻頭特集でたどります。

装着する作業機）を装着した状態のトラクターは、

特集では、県内で急速に増えた「こども食堂」が、

一定の条件を満たした場合に限り、公道走行が可能

家庭や学校以外の「第3の居場所」としての役割を

になりました。

果たす様子を紹介。

【一定の条件】

■取扱場所／下記事務局(県庁広報課内)、県内書

灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許など
の確認が必要となります。特に、農作業機を装着
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

した状態で、全長4.7m、全幅1.7m、高さ2.0m

店ほか

■発行／年４回
（３,６,９,12月）

許が必要となりますのでご注意ください。
【問い合わせ】

詳しくはお近くの農機販売店や江府町役場農林産
業課（電話：0859-75-6610）にご確認ください。

【問い合わせ】

令和２年３月号

象

者

令和2年度（月額）

５２，２００円
３４，７７０円

５２，５００円
３４，９７０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
・印鑑
・住民票
・認定診断書（専門医によるもの）・戸籍謄（抄本）本

窓

江府町役場福祉保健課

口

障 害 児 福 祉 手 当
対

象

者

申請に必要な書類等

令和元年度（月額）

令和2年度（月額）

１４，７９０円

１４，８８０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
・印鑑
・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

断

窓

書

口

特 別 障 害 者 手 当
対

象

者

申請に必要な書類等

（視覚障害）
（聴覚障害）
（肢体不自由）
（心臓疾患）
江府町役場福祉保健課

断

書

定

診

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）
電話：0859-75-6111
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認

診
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定

診
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（腎臓）

（聴覚・平衡

（結核及び換気機能）

・音声言語

（腎臓疾患）

鳥取県広報連絡協議会

・そしゃく）

（肝臓・血液・その他疾患）

電 話：0857-26-7086

（肢体不自由）

ＦＡＸ：0857-29-6621

（心臓疾患）

ＨＰ：https://www.kouhouren.jp/
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対

令和元年度（月額）

（税込）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

特別児童扶養手当 １級
２級

■定価／１部315円

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

を越える場合、道路交通法により大型特殊免

令和2年4月から障がい者等に対する各種手当の金額が変更になります。

窓

口

江府町役場福祉保健課

（精神疾患）

電話：0859-75-6111

令和２年３月号
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気をつけよう

消費者トラブル

まちのお知らせ

家の固定電話が使えなくなる？

〜 IP 網移行に便乗した悪質な勧誘にご注意〜

大手電話会社の子会社を名乗る事業者から、｢2020年以降、アナログ回線が廃止さ
れる。今の電話が使えなくなるので、光回線に切り替えないか」と電話がかかってきた。
不審に思い断ったが、本当に今の電話が使えなくなるのか。 (70歳代 女性）

アドバイス

イノシシ侵入防止柵の設置にあたってはご留意を！
― 安全で効果的な正しい鳥獣対策の推進にご協力お願いします ―
イノシシ等による農業被害が全国各地で深刻化。日野郡においても同様であり、農業そして地域を守
り続けるため、住民の皆さんが一体となって、侵入防止柵（以下「防止柵」）の設置が進められています。
一方、防止柵の管理が不十分であったり、危険な設置となったりしている事例も見受けられ、正しい方
法で効果的かつ安全な鳥獣対策を進めていくことが大切となっています。

日野郡ではイノシシを「入れない」対策の取組が進んでいます

・NTT東日本とNTT西日本は2024年以降、固定電話のIP網への移行に伴い、電話会
社内の設備の切り替えを予定しています。
・IP網への移行後も現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使うことができます。
手続きや工事も不要です。
・この設備切り替えに便乗して、現在の電話機や電話番号が使えなくなるという勧誘
で、光回線を契約させる悪質な事業者には十分注意しましょう。
・不審に思ったら、その場で返事はせず、家族や周囲の人に相談しましょう。
国民生活センター｢見守り新鮮情報」より

○消費生活相談員による相談窓口
お気軽に
ださい
令和2年４月１５日（水）、５月２０日（水）午前9時〜午後４時
ご相談く
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）
○通常の相談窓口
平日：江府町役場住民課（電話：0859-75-3223）
土日：鳥取県消費生活センター（電話：0859-34-2648）※祝日、年末年始除く
この数回︑電気柵の話をしてき
たので︑今回はワイヤーメッシュ
柵のお話です︒
今年は驚くほどの暖冬︑雪の少
なさでしたが︑例年は雪が降ると
ワイヤーメッシュ柵が押し倒され
たり︑ひしゃげたりした経験があ
るのではないでしょうか？雪で壊
されるのを避けて林内に設置した
けど見回りが大変で︑気が付けば
入られていたという話も耳にしま
す︒雪は積もると重たいものなの
で︑もちろん柵が壊れることはあ
るのですが︑雪が降る前にしてお
かないと︑柵が壊れやすくなるこ
とがあります︒まずこちらの写真
をご覧ください︒

令和２年３月号

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

雪が積もり︑ワイヤーメッシュ
柵は半分の高さまで埋もれていま
す︒この柵をよく見ると雪玉に
なっているところと︑金属の柵線
がはっきり見えるところがありま
す︒この差は何か？それは柵線に
ツルが巻き付いているかどうかで
す︒このくらいのツルであれば︑
少し雪がつくぐらいですが︑ツル
がもっと巻き付くと …

この写真のように一気に柵に雪
が積もり︑重くのしかかっていま
す︒この２枚の写真は同じ日に同
じ場所で撮ったものです︒ツルが
巻き付いているかどうかで︑こん
なにも差があるのです︒ツルが巻
く以外にも︑柵の近くにササやス
スキが生えていると︑雪が降った
時に柵に張り付き︑雪だまりを
作ってしまうので︑雪の重さが柵
に直接のしかかることになりま
す︒
雪が降る前に︑ツルを除去す
る︑柵周辺のササやススキを刈り
はらうことで柵は壊れにくくなり
ますので︑ぜひお試しください︒
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第２２回
ひしゃげる柵

日野郡では、町や県などが協力して、日野郡鳥獣被害対策協議会
（以下「協議会」）を設置しています。協議会では、イノシシを「入
れない」対策として、集落ぐるみの侵入防止対策を地道に推進してお
り、地域住民の協力も得て、防止柵設置による鳥獣対策が着実に進ん
でいます。
＊過去３か年においても、日野郡内で100km以上の延長で防止柵が整
▲ワイヤーメッシュ柵の設置作業

備されています。

道路などの管理の妨げや危険な設置となっていませんか
一般の方が利用する道路や河川などの敷地に防止柵を設置すること
は認められていません。点検が行えなかったり、緊急時に立ち入りが
できなかったりすると、災害時などに迅速な対応が行えないなどの支
障が生じるためです。
また、電気柵は安全で効果の高い侵入防止柵ですが、現地には、道
▲道路際に設置された危険な電気柵
路際に設置されている事例や法的に設置が義務付けられている危険表
示板が設置されていない事例も見受けられます。
地域の防止柵が正しい設置となっているか、今一度、点検を行っていただきますようお願いします。
＊道路を利用する方の安全にも配慮が必要です。また、電気柵をアスファルト際に設置した場合、通電
しにくいため、十分な侵入防止効果が得られません。

道路沿いや河川沿いに防止柵の設置を検討されている皆様へ
県が管理する道路沿いや河川沿いなどに防止柵を新たに設置する場合には、日野県土整備局への事前
協議、占有許可申請の手続き等が必要となる場合がありますので、設置の検討にあたっては、町農林担
当課や日野振興局農業振興室に早めにご相談ください。

正しい鳥獣対策の知識を身につけるために
協議会の実施隊員は、町や集落からの要望を受けて各地域で研修会
を開催しています。野生鳥獣に対する正しい知識を理解した上で効果
的な被害対策を進めていただくため、積極的なご参加をお願いします。
＊防止柵の設置を新たに検討する際は、必ず研修を受講しましょう。

▲研修会の様子

【問い合わせ】鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局 農業振興室
電話：０８５９−７２−２００５
ＦＡＸ：０８５９−７２−２０１１
令和２年３月号
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地域の防止柵が正しい設置となっているか、今一度、点検を行っていただきますようお願いします。
＊道路を利用する方の安全にも配慮が必要です。また、電気柵をアスファルト際に設置した場合、通電
しにくいため、十分な侵入防止効果が得られません。

道路沿いや河川沿いに防止柵の設置を検討されている皆様へ
県が管理する道路沿いや河川沿いなどに防止柵を新たに設置する場合には、日野県土整備局への事前
協議、占有許可申請の手続き等が必要となる場合がありますので、設置の検討にあたっては、町農林担
当課や日野振興局農業振興室に早めにご相談ください。

正しい鳥獣対策の知識を身につけるために
協議会の実施隊員は、町や集落からの要望を受けて各地域で研修会
を開催しています。野生鳥獣に対する正しい知識を理解した上で効果
的な被害対策を進めていただくため、積極的なご参加をお願いします。
＊防止柵の設置を新たに検討する際は、必ず研修を受講しましょう。

▲研修会の様子

【問い合わせ】鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局 農業振興室
電話：０８５９−７２−２００５
ＦＡＸ：０８５９−７２−２０１１
令和２年３月号
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Information

まちのお知らせ

ボール類・靴・ホースは可燃ごみです！
新庁舎窓口のイメージ
靴・ホースは、不燃部分（金属・硬質プラスチック）を取り除き、可燃ごみに出してください。

すべて可燃ごみへ！

ボール

靴

ホース

資源ごみ、不燃ごみ、不燃粗大ごみ、ペットボトルの直接持ち込みは、以下へお問い合わせください。

【問い合わせ】鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ
電話：０８５９−６８−４０７１

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、口座振替に変
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
振替をご利用ください。口座振替の申し込みは、ご
本人様が直接、金融機関窓口にてお願いします。口
座振替ができる金融機関は、山陰合同銀行・鳥取
西部農協・鳥取銀行・ゆうちょ銀行ですので、お早
めのお手続きをお願いします。ご不明な点がありま
したら、役場住民課にご相談ください。

納付期限 3月分 令和２年4月30日（木）まで

平成３１年４月から令和２年３月までの国民年金保険
料は月額１６，４１０円です。保険料は日本年金機構から
送られる納付書により金融機関や郵便局、コンビニで
納めることができるほか、口座振替やクレジットカード
による納付なども可能です。保険料は納付期限までに
納めましょう。

●「令和２年町報こうふ１月号」新春特集企画！道の駅奥大山から特産品を「読者プレゼント」の応募結果について
クイズの答え：奥大山 当選者へ引換券を発送いたしました。ご応募ありがとうございました！

2

歳
建二

︵年齢︶ ︵世帯主︶

月届 ︵敬称略︶

︵氏

令和２年３月号

人の動き

浦部

学

美代子

歳

歳

73 97 50

◎ごめい福を祈ります

︵住所︶

野

隆史

洲河崎

磯江

2

名︶

日の詰

博之

（前月比＋105万円）

寛良死去
登志子死去
英之死去
博之死去

延申込件数 885件件
（前月比＋50件）
2月29日日
現在
延寄付金額 14,550,000円
万円
令和元年

本人退院
火事見舞い
本人退院

ふ る さ と 納
税

岡本

応援ありがとうございます！

新町一

）は前月比

ご寄付

令和2年2月29日現在（

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

1,034 世帯（ ＋ 1 ）

◎香典返しとして
新 道 宇田川英規 父
袋 原 千藤 正志 母
久 連 生田 春美 子
新町一 岡本美代子 夫

■世帯数

◎見舞い返しとして
貝 田 岡田 京三
小江尾 宇田川主税
杉 谷 加藤 勝人

■まちの人口 2,834人（ − 1 ）
男 1,327人（ ± 0 ）
女 1,507人（ − 1 ）
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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

Tue

17

16

水

Wed

18

木

Thu

19

金

Fri

土

日

Sat

20

21

22

27

28

29

Sun

江府小学校
卒業式
午前10時～

23

24

25

26

子供の国保育園
卒園式
午前10時～

30

「町報こうふ」読者投稿型コーナーのご案内

31

「町報こうふ」では、みなさまからの投稿を掲載していくフリーコーナーを設けています。
『お！これは面白いぞ！ビックリたまげた！！』というネタから、
『うちの集落はこんなことし
ちょーよ！』という集落自慢、
『こりゃ自信作だ！』という作品、おすすめのスポットの情報な
ど、江府町に関するネタをお待ちしております♪まずは、下記のあて先までご投稿ください！
【応募方法】
住所・氏名・電話番号を記入し、郵便・ハガキ・ファックス・メールにて
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。
【あて先】〒689－4401 鳥取県日野郡江府町江尾４７５
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 【電話】0859-75-2211

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

Tue

水

Wed

1

御机線

3

土

日

Sat

4

5

11

12

Sun

江府小学校始業式

柿原線
下安井線

俣野線
9

10

江府小学校
入学式
午前10時～

江府中学校
入学式
午後2時～

Fri

午前10時～

8

江府中学校始業式

金

子供の国保育園
入園式

昨年１２月から３月まで冬季運休しておりまし
た、町営小型バスは４月から運行を開始します。
詳しくは以下へお問い合わせください。
【問い合わせ】江府町役場住民課
電話：０８５９－７５－３２２３

7

Thu

2

小型バスが４月から運行開始します！

6

木

人権・行政相談
午前９時～正午
防災・情報センター

大河原線

下蚊屋線

御机線

俣野線

柿原線
下安井線

3月16日から4月12日の間、新型コロナウイルス感染防止のため、従来のイベント等が中止に
なっています。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、イベント等の主催者へお問い合わせ
ください。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
27

令和２年３月号

町報
「町報こうふ」は 2019 年４月号から紙面内容充実のため、穴開けを廃止しました。お手数ですが綴る際は、裏表紙の「○」および「▼」マークを目印にパンチ等で穴を開けていただきますようお願いします。

江府町

ＵＲＬ：https://www.town-kofu.jp

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！

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

▲

江府町公式アカウント
インスタグラム

さい！
て応援してくだ
し
ー
ロ
ォ
フ
を
アカウント

始めました！

江府町の魅力をもっと、多くのみなさんに発信するため、
江府町公式アカウントによる「Instagram（インスタグラム）」
を、令和２年２月７日（金）から開設しました。
画像や動画共有を中心としたＳＮＳ（ソーシャルネットワー
キングサービス）を活用し、江府町の魅力ある風景やイベン
トなどの写真・動画を定期的に投稿していきます！
また、アカウントをフォローのうえ、みなさまからの自慢
の写真に「#kofupics」をつけて投稿してください！
■アカウント名：「＠town_kofu_oﬃcial」
■登録 URL:https//www.instagram.com/town_kofu_oﬃcial/
※ご利用の際には江府町 SNS 運用方針をご一読ください。
インスタグラムの利用方法
・スマートフォンやタブレットに Instagram（インスタグラ
ム）のアプリをダウンロードし、「town_kofu_oﬃcial」で
検索してください。
・フェイスブックアカウントをお持ちの方は、インスタグラ
ムをインストールすれば同じアカウントで利用できます。
・利用登録をしなくても上記ＵＲＬから閲覧が可能です。

※写真はイメージです。

江府町公式インスタグラムは
こちらからアクセスできます！

【江府町公式インスタグラムに関する問い合わせ】
江府町役場総務課

電話：０８５９－７５－２２１１

今月のフェイス

COVER

－表紙の写真－

米子から江府町へ約２年前に移住し、美
用集落に住んでいます。奥大山農業公社で
勤務し、田植えや稲の運搬などを行ってい
ます。また、梨（新甘泉）農園の管理も行っ
ています。倉吉農業高校を卒業し、高校で
は豚や牛などの応用動物の分野を学んでい
ました。江府町農業公社では、主に農業に
携わっており、今までやったことがない分野
なので新しく学ぶことばかりです。まだまだ
ご迷惑をおかけすることばかりですが、先
輩方に親切にご指導いただき感謝していま
す。プライベートでは、自宅でヤギを２頭飼
くにまさ

松本 晋昌さん
（美用在住）

育しており、とてもかわいいです。将来の
目標は「自営で農業すること。
」日々覚える
ことがいっぱいですが頑張っていきたいです。

２月１４日（金）に行われた
「江府町民生児童委員と子
供の国保育園児との交流事
業」。昔のあそびについて学
び、けん玉に挑戦。園児は、
竹の輪が剣先に入ると「やっ
たー！はいったー！」と笑顔
があふれていました。

