人の楽しい町
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URL：https://www.youtube.com/
user/townkofu

動画で町報こうふ!

奥大山プレミアム特別栽培米研究会が怒涛の快進撃!!

30 0 0

第13回お米日本一コンテストinしずおかで「きぬむすめ」がダブル受賞達成！
阿部朝親さん（荒田）最高金賞、芦立喜明さん（江尾本四）金賞受賞！

町報

平成

年

元旦

江府町長
白石

29

祐治

容易なことではありませんが︑一つ一つの課題を確実に
解決していくことで︑全ての世代の方が﹁住んでみたい︑
住み続けたい﹂と感じられる江府町を創り上げることが
できると考えています︒
﹁３０００人の楽しい町﹂を目指す取り組みは始まっ
たばかりです︒実現は難しいとあきらめていては何も変
わりません︒町民の皆さまの英知と力を結集し︑職員と
もども一丸となって﹁住
民目線﹂﹁当事者意識﹂
﹁挑戦﹂の言葉を胸に︑
全力で町政運営に取り組
んでまいります︒
年頭にあたりまして︑
皆さまのご健勝と幸多い
年でありますようお祈り
申しあげ︑新年のご挨拶
とさせていただきます︒

新年明けましておめでとうございます
町民の皆さまにおかれましては︑輝かしい新春をお迎
えのことと︑心からお慶び申しあげます︒
昨年を振り返りますと︑幸い本町には大きな被害はあ
りませんでしたが︑鳥取県中部地震︑熊本地震などの自
然災害が発生し︑大きな爪痕を残しました︒被害にあわ
れた皆様には心からお見舞いを申し上げます︒災害対策
や復旧対策の中心となる役所が被災し︑住民サービスに
支障をきたすこともあったようです︒老朽化が進んでい
る本町の役場庁舎の整備につきましても︑早急に検討を
進めたいと考えています︒
６月には江府町を含む大山周辺エリアが日本遺産に認
定されました︒また︑７月には﹃第 回全国ホタル研究
大会よなご大会﹄が開催され︑本町においても分科会が
開催されました︒こうした動きを契機に本町の優れた自
然︑歴史︑文化に磨きをかけ︑１周年を迎えさらに充実
した道の駅﹁奥大山﹂を拠点として︑情報発信に努めて
まいります︒
また︑昨年は地方創生総合戦略のスタートの年でした︒
策定の議論の中で生まれた﹃江府いもこ塾﹄は県内でも
例を見ない公設塾です︒未来に夢が描ける町にするため
に︑地方創生総合戦略を着実に進めてまいります︒
さて︑今後ますます進む人口減少を食い止めることは
49
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平成29年１月号

お米日本一コンテスト しずおか で快挙

阿部朝親さん最高金賞！芦立喜明さん金賞受賞
このコンテストには全国各地から

手権部門で見事金賞受賞の栄誉に輝

日から２日間︑静岡県静岡

きました︒今回︑阿部さんがノミ

月
４９７点の出品があり︑奥大山プレ

ネートされた部門は︑国際総合部門

回お米日本一コンテスト
ミアム特別栽培米研究会からもコシ

に次ぐもので︑各都道府県ごとの最

市で第
しずおかが開催され︑阿部朝親さん
ヒカリときぬむすめを各３点出品し
審査方法は︑食味計等の機械測定

名がノミネートされ︑

名が見事

名の食味鑑定士の食べ比べによる

者を除く︶

高得点者︵国際総合部門ノミネート

のきぬむすめが︑最高栄誉である
それに次ぐ﹁最高金賞﹂︵上位６
の合計点で最終審査にノミネートさ

﹁ 特 別 最 高 金 賞 ﹂ は 逃 し た も の の ︑ ました︒
点︶を受賞されました︒また︑芦立

金賞受賞となりました

名のお米を抽選で組み分けし︑ 投票で︑阿部さんを含む

れた

点に

喜明さんのきぬむすめも上位

お米マイスター︑米・食味鑑定士等

﹁奥大山プレミアム特別栽培米はも

阿部さんはこの快進撃について

点︶︑同２回選

点↓

ちろんのこと︑鳥取県産きぬむすめ

点︶︑準決勝︵

点↓６

点↓

ダブル受賞の興奮覚めやらぬ︑

回米・食味分析鑑定コンクール

語っておられました︒

お米作りを目指して頑張りたい﹂と

︵

査一回戦︵

14

のＰＲににも役立てたと思う︒これ

賞者が決定します︒

成績での受章となりました︒

第

月３日︑４日には︑熊本県菊池市で

12

上がり︑鳥取県産米として過去最高

名なブランド米を相手に次々と勝ち

阿部さんのお米は︑全国的にも有

12

奥大山プレミアム特別
栽培米研究会

年度に鳥取西部

新規会員募集をします！

町では︑平成

名︑約８

○締切１月 日︵金︶

の面

電話でお申し込みください︒ 住(所︑
氏名︑電話番号を報告ください︶

農林産業課 電(話７５ ６
‐６１０ に)

○申し込み方法

培米の経験者

町内農家で︑原則として特別栽

○加入条件

でご連絡ください︒

望される方は︑ぜひ農林産業課ま

しくは︑説明を聞いてみたいと希

この取り組みに参加希望の方も

品種を栽培しています︒

積でコシヒカリときぬむすめの２

現在︑会員数

培米研究会を立ち上げました︒

せるため奥大山プレミアム特別栽

一を目指した米作りをスタートさ

農業協同組合と連携し︑食味日本

25

!!

点︶︑決勝︵６点↓１点︶とトーナ

による食べ比べ︵投票︶で︑最終審

贈られる﹁金賞﹂を獲得し︑嬉しい

30

45

からもより美味しく︑より高品質な

30

阿部さん第 回米・食味分析
鑑定コンクール国際大会でも
金賞受賞
18

!!

ha

13 30

ダブル受賞となりました︒

30

in
▲名だたる米作り名人と肩を並べる阿部さんと芦立さん

21

in

メントを勝ち上がっていく方法で受

75

12

国際大会が開催され︑阿部朝親さん

申込み者には︑説明会のご案内
※
をいたします︒

平成29年１月号
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27

75

30

18

のきぬむすめが都道府県代表お米選

▲都道府県部門で表彰される阿部さん

11

回参議院議員通常選挙

総務大臣表彰〜

回参議

％となり県平

日執行の第
・

％を大きく上回る結果で県内

4

平成29年１月号

企業がまちの活性化を支援

〜江府町いきいき基金寄付金贈呈式〜

29

第 回解放文化祭が
開催されました

月 日 火( ︑) 江 府 役 場 で ﹁ 江 府 町 い き い き 基
金﹂寄附金の贈呈式が開催されました︒
江府町いきいき基金は６月にサントリープロダ
クツ㈱と５年間の調定を結んだもので︑地域活性
化に向けて人材育成や産業振興の充実を図るため
に設立された基金です︒この日は奥大山天然水ブ
ナの森工場の吉村工場長から白石町長へ目録が手
渡されました︒今後はこの基金を活用しながら ３
０００人の楽しい町 への施策を進めていきます︒
11

33

〜原点にかえってみんなで広げよう解放の輪〜

12

〜第

年７月

月 日 月( ︑) 鳥 取 県 庁 で 県 選 挙 管 理 委 員 会
委員長より総務大臣からの表彰状の伝達が行わ
れました︒
江府町は平成
・

院議員通常選挙で投票率が
均の投票率

24

トップとなりました︒また選挙事務の管理執行

28

や明るい選挙の推進と投票参加の呼びかけなど

▲表彰状を受けられた江府町明るい
選挙推進協議会会長砂口利雄さん

月 ４ 日 日( ︑) 本 町 ５ 丁 目 集 会 所 で 解 放 文 化
祭が開催されました︒今年のスローガンは﹁原
点にかえってみんなで広げよう解放の輪﹂︒解
放文化祭では人権標語の表彰や江府小学校児童
による学習会で勉強したことをクイズで発表︑
また︑たくさんの方が参加し歌や音楽で会場を
盛り上げました︒
本町５丁目区長の川端一美さんは﹁子どもや
大人も一緒になって部落解放に向かって手を取
り合い一歩ずつ進めていきましょう﹂と話され
ました︒

▲白石町長へ目録を手渡すサントリープロダクツ㈱
奥大山天然水ブナの森工場吉村工場長

97

10

19

を積極的に行ったことなど評価されました︒

▲江府小学校児童によるクイズ「５丁目の果てまでイッテＱ」

56

73

28

12

24

江府町明るい選挙推進協議会が
表彰を受けました

まちの話題

月

〜民生児童委員の長年の功績〜
日をもって民生・児童委員を退任され

年とい

江府町スキー場開き
２０１６
〜今シーズンの安全を祈願〜

月 日 土( ︑) 鏡 ヶ 成 ス キ ー 場 で ﹁ 江 府 町 ス
キー場開き２０１６﹂が開催されました︒

この様子は
動画サイトY o u T u b eで
ご覧いただけます！

年

月

日に発生した雪崩事故に

スキー場開きに先立ち︑奥大山スキー場の慰
霊碑で平成

より亡くなった４名の方へ黙とうが捧げられま
した︒
また鏡ヶ成スキー場では関係者一同で今シー

年末の運試し！
豪華賞品は誰の手に

〜江府町プレミアム付地域振興券
年末ジャンボ抽選会〜

22

動画で町報こうふ!

ズンの安全を祈願しました︒今年もたくさんの

12

た︑山根博司さん︵新一︶と森田康博さん︵貝
田︶の長年にわたる功績に対して︑白石町長か

ヶ月︑森田さんは

31

ら厚生労働大臣と鳥取県知事からの感謝状が伝

年

達され︑町からは感謝状と記念品が贈呈されま
した︒
山根さんは
う長い期間︑民生・児童委員として住民福祉の
ためにご尽力いただきました︒ありがとうござ

12

ご利用をお待ちしております︒

平成29年１月号

5

22

!!

平成 年 月 日︑江府町プレミアム付地域振
興券の購入者を対象に︑江府町商工会主催の豪華
景品が当たる年末ジャンボ抽選会が開催されまし
た︒抽選会は︑仮抽選で当選された方を対象とし
た外れなしの抽選会とあってドキドキする時間に
笑顔もみられ楽しい時間となりました︒商工会商
品券やテレビに布団など︑町内の企業に協力をい
ただいた心のこもった景品ばかりでした︒
昨年 月の藤山氏の講演会で︑データを基に
﹁人口の１％を取り戻すには︑消費の１％を取り
戻せばいい﹂という内容がありました︒町内消費
は町の活性化につながりますので︑今後もみなさ
まのご協力をよろしく願いいたします︒

▲江尾駅は抽選結果を待つお客さんで賑わいました

12

▲感謝状を受けられた森田康博さん(写真左)と山根博司さん(写真右)

28

10

11

17

30

いました︒

▲奥大山スキークラブによるデモンストレーション

17

12

11

山根さん森田さんに感謝状

まちの話題

農業委員会だより
月
日︵月︶に町長と農業委員との意見交換会を行い

26

町長と農業委員との意見交換会について

ました︒

今後の農業振興施策︑過去に建議した事項︑町に対する

意見等︵従来の建議に替わり﹁農地等利用最適化推進施策

の改善について﹂の具体的な意見など︶について意見交換

を行いました︒

〇過去に建議した事項

・下蚊屋ダム湖の濁水対策について

・担い手の育成と支援策について

・奥大山農業公社の支援体制について

〇町に対する主な意見等

・鳥獣害対策について︵狩

猟免許︵くくり罠︶資格取

得の支援など︒︶

・農用地管理の軽減対策に

ついて︵法面管理の省力化

︵センチピードグラスの吹

付等︶費用の補助など︒︶

・担い手の育成︑支援策の

より一層の拡充について

︵集落の少子高齢化に伴う

担い手不足対策など︒︶

・ブランド︑特産品の育

成・振興について︵担い手

に対して︑今後何を奨励し

ていくべきか︒︶

12

全国農地ナビについて
全国農地ナビ（農地情報公開システム）は、全国の各市町村及び農業委員会が整備している農地台帳及び
農地に関する地図について、運営・管理団体である全国農業会議所が、農地法に基づき農地情報をインター
ネット上で公表するサイトです。
市街化区域を除いて農地一筆ごとの所在、地番、地目などの農地情報を閲覧できます。なお、現在、公開
されている全国農地ナビの情報は平成27年12月末時点での情報です。
インターネットサイトが開設されてから１年余りとなり、今後は、農業委員会の農地台帳システムを全国
一元的なシステムに構築していく予定です。
全国農地ナビ http://www.alis-ac.jp/
※検索サイトから「全国農地ナビ」で検索できます。

1月の農地相談会
お気軽にご相談ください。
◎相談日 平成29年１月27日（金）
午後１時30分から午後４時まで
◎場 所 江府町山村開発センター

農業委員会総会（12月９日（金）開催）
審議案件すべて承認されました。
農地法第３条の規定による許可申請について
１件
農業振興地域整備計画の変更に係る意見具申について １件
農地利用集積計画（案）について
23件
農地利用配分計画（案）について
2件

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎（75）6620
平成29年１月号
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動画で町報こうふ!

今回のワークショップは︑住民の
皆様の中から出てきた困りごとに対
して︑住民の皆様自身が目を向け︑
解決に向けて取り組むための力をつ
けることがプロジェクトチームの目
論見でした︒
各々の意見を出し合い︑他者の意
見と組み合わせて最適な答えを導く
その萌芽が参加者の皆様の中で
――
すでに芽生えていることに︑感嘆の
念を抱かずにはいられなかったので
す︒参加者の皆様も︑そんな手ごた
えを感じられたのではないでしょう
か︒今後も皆様のご参加をお待ちし
ております︒
︵谷口宗一郎︶

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告

プロジェクトチーム第４回目の記
事を担当します︑役場総務課の谷口
と申します︒普段は︑防災行政無線
担当として町民の皆様に声をお届け
していますが︑今回は文章で私たち
の活動をお伝えします︒
去る 月 日
︵木︶
に︑旧明倫小学
校でプロジェクトチームの公開会議
を開催しました︒今回は参加者の皆
様といっしょに課題の解決方法を模
索するワークショップを行いました︒
ワークショップの内容は﹁車が無
くても自由に移動したい﹂という課
題に対して︑４つの班に分かれて意
見を出し合うというものです︒まず
は課題について﹁なぜ車がないと自
由に移動できないのか﹂﹁その原因
の原因は何なのか﹂と問いを何度も
重ねることで︑本当の原因︵真因︶
を突き詰めました︒次に︑その真因
に対して﹁住民︑集落︑企業等団体︑
行政﹂はそれぞれどのような取り組
みができるのか︒そして取り組んだ
結果︑江府町はどのような場所にな
るのかを話し合いました︒短い制限
時間でありながら︑参加者の間では
積極的な議論が交わされ︑感銘を覚
えるほかありませんでした︒
22

不｢ 易 流 行
ワークショップから生まれた こ
｢う
ふくらしっく と
｣ いう団体も継続し
た展開をされようとしています︒私
も就任以来何度か集落に出かけてお
話を伺い︑中学校でもフォーラムに
参加して意見交換をしました︒ ３
｢
０００人の楽しい町 は
｣ 役場だけで
作れるものではありません︒住民の
皆さんと役場の距離が近くなり︑理
解しあうことで︑江府町の未来を一
緒になって作っていくことができる
のではないでしょうか︒今後も積極
的な情報交換をして︑住民の皆さん
の意見に耳を傾け︑スピード感を
持った仕事をしていきたいと思いま
す︒
１月には長年の懸案である役場庁
舎の︑整備についての考え方を説明
する機会を設けさせていただきます︒
議会での議論はもとより︑住民の皆
さんにまちづくりに関わっていただ
く一つの︑そして大きな案件だと思
います︒また︑未来を見据えた施策
を来年度予算の中で検討していくこ
とになります︒共に理解しながらよ
りよい江府町を築いていきましょう︒

平成29年１月号
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〜よき伝統を守りながら 不(易 )
進歩に目を閉ざさないこと 流(行 に)よって︑
理｢想 を｣創造する〜

20

前回の報告会の様子は
動画サイトyoutubeで
ご覧いただけます。

▲短時間でしたが充実したワークショップでした

﹁より身近な
まちづくりを目指して﹂
早いもので町長に就任してから
５ヶ月が過ぎました︒﹁３０００人
の楽しい町﹂を目指そうと大きな旗
を掲げましたが︑町民の皆さんと共
に︑できることを一つずつ積み重ね
ていくことで︑夢を現実のものにし
ていきたいと考えています︒今後と
もよろしくお願いします︒
月下旬に福祉自治体ユニットと
人口減少に立ち向かう自治体連合の
首長連絡会に参加しました︒講師の
一人である前厚生労働省雇用均等・
児童家庭局局長の香取照幸さんの発
言が心に残りました︒﹁ 年後にど
のような地域にしたいのか︑グラン
ドデザインを描いて︑今何をするの
かを考える︒そういう思考回路を持
ち︑一つずつ対応することで流れが
変わる︒﹂と︒
今ようやく ３｢０００人の楽しい町 ｣
を目指した若手プロジェクトチーム
が始動し︑町民の皆さんの困りごと
に向き合う活動をしています︒町民

12

白石町
コラム長
Vol.5
12

れました︒
今大会では小学生・一般男子・一般混成
のそれぞれの部でダブルスでの試合を行い
ました︒とても寒い中でしたがそれぞれが
バドミントン教室での練習の成果を発揮し︑
接戦の多い大会になりました︒
結果は次の通りです︒

︿結 果﹀
優 勝
林 みるく・加藤 花奈 ペア

山野 竜滉・澤田望乃香 ペア

︵小学生の部︶
準優勝

優 勝

古川 泰弘・古川 弘法 ペア

古川 素弘・生田

︵一般男子の部︶
準優勝

三輪 睦実・三輪 真也 ペア

奨 ペア

第三位

福田

︵一般混成の部︶
優 勝

森田 隆宏・澤田 尚美 ペア

学・福田 智恵 ペア

準優勝

山野 栄一・古川久美子 ペア

教室での練習の成果を発揮！

新年の風を切る

開催されました︒

〜第

大会当日は途中小雨も降りました

人のランナーが楽しみ

が︑おおむね天気も良く︑幼児から
大人まで約

ながら江尾のまちを走りました︒ま

た︑レース後には更生保護女性会の

皆さんで作っていただいただんご汁

で温まりながら新年の交流を深めま
した︒
結果は次の通りです︒

準優勝

優 勝

生田 紋梨

上原 蒔人

石原 智嗣

︵幼児の部︶

第三位
優 勝

上原 杜人

中田

︵小学生低学年男子の部︶
準優勝

石原 龍希

豪
第三位
優 勝

谷田 和花

沢山

︵小学生低学年女子の部︶
準優勝

伊達 月咲

凛
第三位

回江府町新春マラソン大会〜

準優勝

優 勝

森田 稜涼

川上 桜雅

谷田 一瑳

準優勝

優 勝

森田 羚那

谷田 花奈

上原 多実

仲 間 の 部 江府の夢

中学女子の部 テニス部女子

中学男子の部 江府中卓球部２年

優勝チーム

︵継走の部︶

第三位

︵小学生高学年女子の部︶

第三位

︵小学生高学年男子の部︶

40
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‼

１ 月 ３ 日 火( 江) 尾 駅 前 周 辺 に お い
回江府町新春マラソン大会が

て第
40

江府町バドミントン大会を開催
月 日︵日︶町運動公園総合体育館に

て第 回江府町バドミントン大会が開催さ

11

第三位

入賞者のみなさん

▲新年のスタートダッシュを切るランナーのみなさん

90

12
31

まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

お

※この一覧は新着図書の一部です
(小説タイトルの〈 〉内はシリーズ名）

＊一般書

西原理恵子と枝元なほみのおかん飯／西原理恵子
花咲三丁目のナイト〈花咲小路商店街〉／小路幸也
長流の畔〈流転の海〉／宮本輝
氷菓〈古典部〉／米澤穂信
よるのばけもの／住野よる
みかづき／森絵都

＊児童書
魔法の一瞬で好きになる〈泣いちゃいそうだよ〉／小林深雪
サーティーナイン・クルーズ(23)／ナタリー・スタンディフォード

＊絵本
うえきばちです／川端誠

リーディングルーペ

リーディングトラッカー

知

平 日
土日祝

ら

8:30〜19:00
8:45〜17:30

せ

ご自由に お使いください
読書用の補助アイテムを導入しました！
字の見えづらい方・本に集中して読みたい方におすす
めの、文鎮や定規のような形の道具です。
図書館のカウンターに置いていますので、図書館内
での閲覧の際はご自由にお使いください。
また、借りる本と一緒に貸し出すことも可能ですの
で、ご希望の方は貸出時に司書へお声かけください。
（図書の返却時にお返しください）
※補助アイテムのみの貸出はご遠慮いただきます。
■リーディングルーペ■
置いた部分が２倍に拡大されます。文庫サイズ対応
と単行本サイズ対応の２種類がありますので、本の大
きさに合わせて使いやすい長さのものをお選びくださ
い。
■リーディングトラッカー■
文字に集中しづらいとき、一行ずつ選択してじっく
り読むことができます。人によって読みやすい色が異
なるので、８色ご用意しました。

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary ５

キミー先生のHappy Diaryの

Hello again!
動画ができました！
It s gotten very cold in Kofu recently. The temperature dropped in a sudden way that I m not at
all used to. My home state, California, is known for its warm weather, and it never snows there,
even in winter. I ve only seen snow twice before (once in Washington, the state I went to college
in, and once in Hokkaido), so it was very exciting to see snow here! I m glad I got to see it before
I go back to California for winter vacation.
Where I live in America, around this time of the year, there are Christmas decorations
everywhere. Almost every house in my neighborhood puts up colorful lights and decorated
※動画サイトユーチューブで
Christmas trees can be seen through all the windows. I ve seen a few Christmas decorations here 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
in Kofu, but not nearly as many as I would at home. Christmas in America is a bit different from
Christmas in Japan. For example, I think some people here might be shocked to hear that Christmas cake isn t common in
America and KFC isn t considered a typical Christmas meal, and I know that most Americans would be surprised to hear
about these Japanese Christmas traditions.
It s always interesting to compare holiday customs from different countries, I think. I hope to bring a few anecdotes from my
Christmas-related lessons here with me back to America, and then bring some anecdotes about American Christmas when I
return to Kofu.
So, anyway, see you next month!
- Kimmy
みなさん、こんにちは。
近頃めっきり寒くなってきました。身体が慣れる間もなく気温も急に下がりました。私の故郷、カリフォルニア州は温
暖な気候で知られています。冬でも雪は降りません。私は今まで２回しか雪を見たことがありません。（私の大学があっ
たワシントン州で１回、北海道で１回）ですから、ここ江府で雪が見られると思うととてもわくわくします。冬休みでカ
リフォルニアに帰省する前に雪が見られると嬉しいのですが。
アメリカでは、一年の今頃は、至るところクリスマス･デコレーションだらけです。実家の近所では、ほとんどすべて
の家々に色とりどりの明かりがともされ、どの家でも飾り付けされたクリスマスツリーを窓越しに見ることができます。
江府でもクリスマス･デコレーションで飾られた家を見ますが、私の故郷で目にするほど多くはありません。アメリカの
クリスマスは日本のクリスマスとは少しちがいます。驚くかもしれませんが、例えば、アメリカでは一般にクリスマス
ケーキは食べませんし、ケンタッキーフライドチキンもクリスマスでよく食べられるメニューでもありません。日本でク
リスマスによく見かけるこうした光景を聞けば、ほとんどのアメリカ人はびっくりすると思います。
その国その国での休日の過ごし方を比べてみるといつもおもしろい発見があると思います。私は江府で知ったクリスマ
スにまつわるエピソードのいくつかをアメリカに持って帰ろうと思います。そして、江府に戻ってくるときにはアメリカ
のクリスマスについてのエピソードを持ち帰ろうと思います。
それでは、来月までごきげんよう。
キミー

9
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特集− おたのしみ会 −

子供の国保育園

おたのしみ会

年長児 劇
｢てぶくろ｣

コミカルなキャラクターが
会場を賑わせました！
皆で楽しく踊ろう♪

かわいらしい衣装が
とっても似合ってる！

年少児 ダンス
ジャム｣
｢ハッピー・ジャム

ちいさな恐竜のお通りだー！

１歳児 ダン
ス
「１・２のサン
ドイッチ」

年少児 ダンス マラカス振って
「ほしぞらカーニバル」
ダンシング♪

２歳児 ダンス
ルス」
「ちびっこザウ

年少児 ダンス
ニバル」
「ほしぞらカー
平成29年１月号
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特集− おたのしみ会 −
年中児 舞踊
劇
「ねずみのよ
めいり」

笑顔溢れる元気な演技に心もほっこり
愛嬌たっぷり雪の妖精
ドレスで着飾ったお姫様♪

０歳児 ダンス
うず」
「ゆきのこぼ
１歳児 ダン
ス
「いちごひ
め」

黄色い衣装で気分は
すっかりバナナ♪

２歳児 ダンス 腕をぐるぐる
「べいびーろっく」
ロックダンス♪

年少児 ダンス
魂」
「元祖バナナの

11
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年少児 ダンス
ニバル」
「ほしぞらカー

ここで活きていく︒

地域おこし協力隊通信

２０１７年も地域おこし協力隊を
よろしくお願いいたします

あけまし て お め で と う ご ざ い ま す ︒

昨年は様々な場面で町民の皆様のご協力を得ながら一緒になって

町づくりに取り組んできました︒本当にありがとうございました︒

今年ももっと元気な江府町になるように協力隊一同︑精一杯取り

江府町地域おこし協力隊一同

道の駅奥大山のクリスマスイベントでは片岡隊員と梅木隊員が
サンタコスプレでお客様をおもてなしました！

組んで参りますのでどうぞ本年もよろしくお願いいたします︒

子供たちに大人気 おくだいせんくん
『今年もたくさんの場所でみんなを楽しませるよー』

地域おこし協力隊通信

!!

今年も道の駅奥大山は進化
を続けます。JAF会員サー
ビスをスタートしました。
雪掻きして待ってます！
上野
真

あけましておめでとうござ
います。まだ1月ですが、3
月下旬から始まる「ひなま
つりコレクション」で行う
企画を考えています。
上谷 美波

現在、小中学校の行事や授
業のお手伝いをして下さる
ボランティアの方を探して
おります！興味のある方は
雨宮までご連絡ください。
☎090-7273-6612
雨宮 達樹

今頃から奥大山高原みその
冬仕込みです。去年仕込ん
だお味噌を今は販売してい
ますのでお買い求めくださ
い！
片岡 薫哉

カサラファーム2年目の冬で
す。去年は雪が少なかった
様ですが、今年はどうで
しょう!?
生田 省二

現在、江府町の冬をテーマ
に撮影を行っています。
長谷川 誠

新甘泉（梨）について。農
地にウサギなどの野のもの
対策で網掛けをしました。
雑草対策として、公社田の
ワラを利用し苗の回りに敷
きました。
藤井 聖子

こんにゃく芋の掘り取りや
公社水田の荒起こしを行い
ました。何度も旋回時に地
面を掘ってしまいました…。
梅木 琴未

平成29年１月号
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シリーズ

〜空き家について考えよう〜

Part
７

空き家にまつわる税金
2012年以降「空き家問題」という言葉をよく聞くようになりました。その多くは空き家の数が
増えており数年後には住戸の何パーセントが空き家になってしまう！といった空き家の数自体を問
題視したものでした。
しかし今後の「空き家問題」とは空き家の数自体が問題なのではなく税制改正による税負担や新
法律施行による強制解体の可能性などをしめしています。
このような税制改正等を理解した上で対策を準備することが大切です。

●

固定資産税が６倍に？

2015年２月28日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
倒壊の危険性が高い、景観が損なわれている等、周辺環境に悪影響を及ぼす可能
性がある等の理由で「特定空家等」に指定された場合、固定資産税の優遇措置が
撤廃され更地と同額の最大６倍の固定資産税を支払わなければなりません。「特
定空家等」の指定は、市町村や地域住民、専門家等で構成される協議会の意見を
聞きながら行われます。
空き家の所有者は、特定空家等に指定されないよう空き家を適正に維持・管理
しながら、用途のない空き家を速やかに解体するか、売却・賃貸などの活用方法
を検討する必要があます。

●

増える相続税

親族から不動産や預貯金などの遺産を受け継いだ場合、その総額から基礎控除額を引いた金額に応じた
「相続税」を納めなければなりません。平成27年に税制改正では、それまで課税対象とならなかったケース
でも、相続税納付義務が生じるようになったほか、人が住んでいない「空き家」に対する取り扱いがより厳
格化されました。

●

相続税は空き家のままだと高くなる？

これまで減税措置対象とならなかった「空き家」に対しても、いくつかの
要件を満たせば、減税の対象として認められるようになりました。
空き家を賃貸として活用した場合には、入居者により一定の制約を受ける
ことから不動産の評価額は一定の軽減を受けることができます。さらに一定
の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の対象としての評価額の減額を受け
ることもできます。
空き家のままにしておくと、このような評価額の軽減が受けられず、相続
税が高くなってしまいます。賃貸に出して活用するなどの方法を検討してお
くことが大切です。
いずれにおいても、自分で申請しなければ制度を利用できないので、準備
が必要です。

■空き家の管理にお困りの方へ
江府町では空き家の有効活用を目的として、「空き家バンク」制度を運用しています。
▼江府町の「空き家バンク」にご登録していただき、移住者の入居が決まったら・・・
①移住定住推進空き家再生事業
（補助率1/2、 上限100万円）
②家財処分費用助成費用
（補助率10/10、上限20万円）
補助金制度を活用して空き家の再利用、遠方からの管理をおこなってみては、いかがですか。
条件がございますのでお気軽にお問合せください。

●お問合せ：奥大山まちづくり推進課
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☎75-3222

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp

−information―お知らせ

確定申告が始まります
町の納税相談は２月17日(金)から３月15日(水)まで
納税相談日程表のとおり納税相談を行いますので、関係書類等を持参のうえお出かけください。
■申告が必要な方
・事業所得（商工業・農林業など）がある方
・不動産所得（家賃・地代）がある方
・譲渡所得（土地・建物などの売払金）がある方
・給与を２か所以上からもらっている方
・国民健康保険、後期高齢医療制度および介護保険に伴う申告が必要な方
・生命保険や損害保険の一時金を受け取られた方は、確定申告をする必要がある場合があります。
・医療費控除などを追加して、所得税の還付を受ける方

申告に必要なもの
●マイナンバーカード（個人番号カード）
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、
通知カードと本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）が必要です。
・通知カードは住民票のご住所にお届けしています。再交付も可能です（手数料が必要）
●印鑑（認印可）
●給与・公的年金の源泉徴収票
●商工業・農林業・不動産などの帳簿類など
●報酬の支払調書など
●医療費の領収書
●保険会社が発行した生命保険料・地震保険料などの控除証明書
●障害者手帳
●寄附金の領収書・証明書など
●＜還付申告をされる方＞還付金振込先の口座（本人名義）の通帳・カードなど
●＜税務署から確定申告書が届いている方＞送付された確定申告書

＜平成28年分の確定申告からは、マイナンバーの記載が必要です＞
申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載する欄が設けられており、申告者ご本人や控除対象配
偶者、扶養親族および事業従事者などのマイナンバーの記載が必要となります。

＜医療費控除を受けられる方へ＞
スムーズに申告相談をしていただくために、あらかじめ受診者ごと・医療機関ごとに集計をしてい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ただきますよう、ご協力をお願いします。

平成29年１月号
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お知らせ−information―

納税相談日程表
会場：江府町防災情報センター

平成29年(2017年)

期日

２
月

３
月

曜日

17
20
21
22
23
24
27
28
1
2
3
6
7
8
9
10
13

金
月
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月

午

前

午

新道・高谷
8:40〜11:00
尾之上原
〃
池の内
〃
本一
〃
洲河崎
〃
宮市･宮市原
〃
柿原
〃
佐川
〃
本五
〃
大河原
〃
貝田
〃
杉谷
〃
新一
〃
御机・笠良原・栗尾
〃
本二･本三
〃
農 業 青 色 申
農 業 青 色 申
14日(火)・15日(水) 相 談 予 備

営庶業･譲渡所得･山林所得の
ある方へ
町の納税相談では、簡易な申告

1階会議室

後

荒田・半の上・宮の前
日の詰・深山口
池の内
本一・本四・大満
洲河崎･一旦
下蚊屋
久連・美女石
佐川
本五・新二
吉原・西成・袋原
貝田･助澤
美用・小原
小江尾
下安井
武庫・武庫第２団地
告 （ 終 日 )
告 （ 終 日 )
日 （ 終 日 )

13:10〜16:00
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

米子コンベンションセンターでの
申告について
期間：平成29年2月16日(木)

のみ受け付けます。上記所得のあ

〜3月15日(水)土･日除く

る方は米子コンベンションセンタ

時間：9時から17時(受付は16時まで)

ーでの申告をお願いいたします。

【問い合わせ】米子税務署

米子税務署が受け付けします。

（☎0859−32−4121)

｢e−Tax｣が便利です！

24時間

対応

税務署等に行く必要がなく、自宅等のパソコンを使って申告するシステムです。
利点１

添付書類の提出省略

医療費の領収書や源泉徴収票等は、記載内容を入力す
ることで、提出または提示を省略できます。
(５年間は保存してください。)

■お問い合わせ先
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住民課（☎75−3223）

利点２

還付金がスピーディー

申告書は早期処理されます。（３週間程度に短縮）
詳しくは、国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp

−information―お知らせ

町内企業の求人情報掲載について
求人情報の発信・周知をサポートします！
町では、雇用機会の創出と就業支援を目的として、町内企業の求人情報の発信・周知をサポートします。
町報や防災行政無線、ホームページなどを利用し、求人情報の発信をお手伝いします。
なお、求人情報の掲載をご依頼いただく際は、以下の手続きが必要となります。
【掲載依頼の方法】
求人の掲載を希望される際は、役場奥大山まちづくり推進課で書類を受け取り、必要事項を記入の
上、募集チラシや求人内容がわかる書類を添えて提出してください。また、江府町公式ホームページ
（http://www.town-kofu.jp/）からも書類をダウンロードすることができますので、ご利用ください。
【就職活動中の方へ】
町内企業の求人情報は、町報やホームページで随時更新しています。
詳しくは、町報またはホームページをご覧ください。
【提出・お問い合わせ先】
江府町役場 奥大山まちづくり推進課
〒689-4401 日野郡江府町江尾502 江府町山村開発センター1階
電話：0859−75−3222
FAX：0859−75−3455
E-mail：k̲sans@town-kofu.jp

ミツバチを飼育されている皆様へ

飼育届の提出をお願いします
ミツバチを飼育されている方（趣味で飼育されている方も含む）は、毎年１月31日までに1年間の飼育
計画を日野振興センターに提出する必要があります。（平成29年から届出様式が変更されていますので
ご注意ください）
＊提出先及び届出の様式等は、下記連絡先へ御連絡ください。
提 出 先：〒689-4503

日野郡日野町根雨140-1

鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室
（電話0859-72-2007）
提出期限：1月31日（火）
届出様式は鳥取県庁畜産課ホームページからダウンロードできます。
また、提出先でも配布しています。
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=66459

平成29年１月号
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お知らせ−information―

1月10日は「110番の日」
適正な110番の利用をお願いします
警察では、皆様から通報があった緊急な事件・事故等の110番通報を受け、パトカーを現場に向かわせ事
案の処理に当たります。
110番を受理した担当者が、受理した内容により、
○ 何がありましたか
○ 場所はどこですか（目標物はありますか）
○ いつのことですか（今ですか、何分くらい前のことですか）
○ 犯人はどちらへ逃げましたか（車ですか徒歩ですか）
○ 犯人は男（女）ですか、服装は、凶器は
○ あなたの名前、住所、電話番号は
などをお尋ねしますので、落ち着いてお話しください。
※ 警察に対する要望・相談は、
警察総合相談電話 ＃９１１０ または、各警察署、交番、駐在所
へお問い合わせ下さい。

奥大山

消費生活にゅーす

通信販売シリーズ③
相談事例

〜通信販売に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

返品出来なかったマッサージ機

テレビショッピングで、使い勝手がよく、機能も充実しているというマッサージ機が大幅値下げで出ていたので、こ
れは長く使えそうな商品だと思い注文しました。届いてすぐに試してみましたが、強さなどが自分には合わないように
感じ、使い続けることは難しいと思ったので返品しようと業者へ電話をしました。

届いてさっそく使ってみたけど、私には合わな
いようで使い続けられないから返品します。
使用後の返品はお受けしていません。
キャンペーン中で3割引きで提供で、未使用の場合のみ返品
を受け付けています。

実際に使ってみないとわからないじゃない
ですか・・・
返品については、テレビでもお伝えしていますし、同封の書
類にも書いてありますので、返品の対応はできません。

返品は受けられないとの説明で、対応してもらえず困ってしまいました。

対処法

テレビショッピングは返品条件を確認しましょう！

テレビショッピングでは、商品の特徴や使い方が印象に残るものの、返品条件などが分かりにくかったり、短い時間
での案内となる場合もあり、注意が必要です。
テレビショッピングなどの通信販売には、クーリング･オフの制度はありません。事業者が返品条件を設けている場合
は、それに従うことになります。返品ができる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品不可」などの条件が
あることもあります。注文する前に必ず返品条件を確認しましょう。
消費生活相談窓口：住民課(75-3223)又は
鳥取県消費生活センター（0859-34-2648）へご相談ください。

※次回の相談員による相談日は1月25日(水)9時〜16時、総合健康福祉センターで行います。お気軽にお越しくだ
さい。情報提供もお待ちしております。
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行事スケジュール

庁舎整備に関する住民説明会の開催について
新しい役場庁舎の事業費や候補地の案などについて、以下の日程で住民説明会を開催いたします。
どなたでも参加できますので、お誘いあわせの上ご参加ください。
日時：１月28日(土) 午後７時〜
１月29日(日) 午前10時〜
場所：江府町防災・情報センター２階研修室
お問い合わせ先：江府町役場総務課 ☎75−2211

〜公民館講座〜
フラダンス教室（江府町防災情報センター)
１月20日(金) 午後２時〜４時
ヒップホップ教室（江府町防災情報センター)
１月19日、26日(木)
２月２日、９日(木)
午後７時〜８時30分
社交ダンス教室（江府町防災情報センター)
１月26日(木)、２月９日(木)午後２時〜４時
和紙折紙教室（江府町防災情報センター)
１月28日(土) 午後１時30分〜３時30分
絵手紙・油絵教室（江府町防災情報センター)
１月16日(月)、２月13日(月)
午後１時30分〜３時30分
書道教室（江府町防災情報センター)
１月19日(木) 午後１時〜３時

〜広域隣保活動〜
エコクラフト（本町５丁目集会所)
１月19日(木)
１月26日(木)
元気クラブ（本町５丁目集会所)
１月16日(月) 午前10時〜11時30分
生け花（本町５丁目集会所)
２月４日 午前10時〜11時30分
あみもの（本町５丁目集会所)
１月17日(火) 午前９時〜12時
囲碁(本町５丁目集会所)
１月16日(月) 午後１時〜４時

〜各種相談会〜
○農地相談会
(江府町山村開発センター)
１月27日(金) 午後１時30分〜４時
○人権行政相談 (江府町防災情報センター)
２月８日(水)
午前９時〜12時
○消費生活相談（江府町総合健康福祉センター)
１月25日(水) 午前９時〜午後４時

手話教室（江府町防災情報センター)
１月20日(金) 午後７時〜８時30分
墨彩画教室（江府町防災情報センター)
１月はおやすみです。
陶芸教室（高齢者創作館)
１月19日(木) 午後１時〜４時
押し花教室（江府町防災情報センター)
１月23日(月)、２月13日(月) 午後１時30分〜５時
大正琴教室（江府町防災情報センター)
１月18日(水)、２月１日(水) 午後１時30分〜３時
パッチワーク教室（江府町防災情報センター)
１月24日、２月14日(火) 午後１時30分〜３時30分
生け花教室（江府町防災情報センター)
２月10日(金) 午後７時〜８時30分

〜福

祉〜

補聴器相談（江府町総合健康福祉センター)
【トーシン補聴器】
１月19日(木) 午後１時30分〜３時
【中国補聴器】
１月25日(水)午前９時30分〜11時30分

〜明徳学園〜
１月19日(木)（江府町防災・情報センター)

〜江府町・西ノ島町交歓スキー教室〜
１月24日(火)〜26日(木)
(休暇村奥大山)

平成29年１月号
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お知らせ・人の動き
〜道の駅奥大山でこんなイベントやってます〜

〜お知らせ〜

こんにゃく芋から美味しく作ろう！

町報12月号に掲載した江府町卓球大会(小学
生・地域の部)の結果について優勝者のみ記載し
ておりましたが、改めて詳しい結果を掲載します。
〈結 果〉
（小学生低学年の部） （小学生高学年の部）
優 勝 加藤 由梨
優 勝 林 みるく
準優勝
第３位

澤田望乃香
加藤 花奈

（シングルスフリーの部）
優 勝 下原 佑太
準優勝 清水 和也
第３位 山川 達矢
藤田 憲幸
（男子成年の部）
（女子の部）
優 勝 野口 信也
優 勝 石田亜弥香
準優勝 福田
学
準優勝 中村 由美
第３位 森田 隆宏
第３位 岡田 典枝
小倉
格
西田 直美
（ダブルスの部）
優 勝 藤田 憲幸・藤原 宏樹
準優勝 下村 純也・西田 直美
第３位 岡田 典枝・石田亜弥香
野口 信也・藤原 有恭
（団体戦）
優 勝 本町一丁目・二丁目
準優勝 新町一丁目Aチーム
第三位 佐川TeamA
チーム52
＊その他の対戦の結果は町ホームページをご覧
ください。

国民健康保険税 ８期
介 護 保 険 料 ８期
後期高齢者医療保険料 ７ 期
納期限は１月31日(火)です。（口座振替は１月31日）

延申込件数 861件
（前月比＋189件）

延寄付金額 1,055万円
（前月比＋247万円）
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月届 ︵敬称略︶

1 1

12

人の動き

年
平成29
月 日
現在

日本年金機構から送られている納付書を添えて金融機関でお支払
いください。
なお、口座振替の方は、上記期限が振替日です。

◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
かわ ばた
あん り
女
庸介
佐 川 川端 杏里
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
歳
香子
新 一 宮本 雅昭
歳
孝雄
本 一 藤原
薫
歳
義晃
杉 谷 末次 金美
歳
俊六
栗 尾 加藤 琢美
歳
靖
美 用 川上 卓雄
歳
環
新 道 土井垣三郎
歳
博壬
久 連 井上 倶子
宮本 睦子
歳
正啓
歳
巧
加藤 要子

ふ る さ と 納
税

平成29年２月28日まで

尾之上原

応援ありがとうございます！

納付期限１月分

池の内

）は前月比

今月の国民年金

ご寄付

12月末現在（

12月11日(日)、道の駅奥大山みちくさ館で手
作りこんにゃく教室が開催され14名の参加があ
りました。
こんにゃくづくり初体験の参加者でも分かる
ように講師の清水礼子さん、三輪典子さんから
こんにゃく芋のゆで加減やこんにゃくの混ぜ方
などのポイントを丁寧に説明されました。また
こんにゃくづくり教室の後には奥大山高原野菜
研究会から提供された３種類のこんにゃく芋を
使ったこんにゃくの試食会も開催されました。
参加者からは「どれもおいしい」、「私の中で
は、これが一番だ」などという声があり、大盛
況でした。
道の駅奥大山ではみなさんに楽しんでいただ
けるようなイベントを実施しています。ぜひご
来場ください！

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
◎見舞い返しとして
本町五 仲嶋 勝利 本人退院
下蚊屋 大森ひろ子 本人退院
◎香典返しとして
小江尾 南葉 健一 父千鶴夫死去
栗 尾 加藤 俊六 父琢美死去
大河原 小峯 範公 母玉子死去
美 用 川上
靖 父卓雄死去
杉 谷 末次 輝夫 父金美死去
新 道 土井垣 環 夫三郎死去
久 連 井上 博壬 妻倶子死去

■まちの人口 3,102人（−6）
男 1,450人（−3）
女 1,652人（−3）
■世帯数
1,075世帯（−1）

手作りこんにゃく教室

〜アイリス合唱団プレゼンツ〜

星ふる雪ふるはあとふるコンサート
12月10日(土)、江府町山村開発センター
で江府町の合唱グループのアイリス合唱団
主催「星ふる雪ふるはあとふるコンサー
ト」が開催され、町内外から約170名が集ま
りました。コンサートでは「365日の紙飛
行」「大人になった日」などの合唱のほか、
ハンドベルによるクリスマスソングの演奏、
観客と一緒に歌を歌ったりと盛りだくさん。

▲アイリス合唱団の歌声が会場に響き渡りました

会場は一足早いクリスマスムードに包まれ
ました。
また特別ゲストとして三原聖先生（江府
中学校）と各務美香さんによるユーフォニ

動画で町報こうふ!

アムとピアノの演奏も披露され、観客は
ユーフォニアムの伸びやかできれいな音色
と優雅なピアノの演奏に耳を傾けていまし
た。

▲ ユーフォニアム を演奏する三原先生(写真右)と
各務美香さん(写真左)

この様子は
動画サイトY o u T u b eで
ご覧いただけます！

幸せの黄色いタクシーが江府町を走る!!
〜日野交通㈱江府車庫にＵＤタクシーが配備〜
12月16日(金)、江府町でタクシー業務を
行っている日野交通㈱江府車庫にUD(ユニ
バーサルデザイン)タクシーが1台配備されま
した。ＵＤタクシーとは「みんなに優しいタ
クシー」のことで、車いすで乗車できたり、
ステップや手すりで乗り降りがしやすいなど、
高齢者や車いすを利用されている方、妊娠中
の方などを含めみんなが利用しやすいのが特
徴です。

【ＵＤタクシーについて】
乗車人数
４人(運転手除く)
車いす乗車時 ３人(車いす乗車を含む)
初乗料金
630円(小型タクシー)

【日野交通㈱江府車庫】

▲ステップがあるので乗車が楽々！車いすもそのまま乗車できます！
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

連絡先：75−3788
営業時間 午前7時30分〜午後7時30分まで
(午後7時30分以降のご利用の場合
は事前予約が必要)

動画で町報こうふ!

この様子は
動画サイトY o u T u b eで
ご覧いただけます！
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