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10月

ひと夏の 栄冠目指して 走り出せ！
９月10日 江府中学校体育大会 (江府町運動公園総合グラウンド)

町 税
7億5,575万円
20.9％

歳入総額
依存財源
69.8％

諸収入
5,069万円 1.4％

自主財源
30.2％

繰入金
1,080万円
0.3％

36億1,327万円

分担金及び
負担金
1,701万円
0.5％
その他
2億5,761万円
7.1％

地方交付税
14億6,308万円
40.5％

国・県支出金
6億768万円
16.8％

維持補修
1億5,207万円
積立金
4.5％
1億3,072万円
3.9％
繰出金
3億9,298万円
11.6％

その他
650万円
0.2％
人件費
6億3,080万円
18.6％

物件費
5億2,903万円
15.6％

その他の
経費
52.7％

義務的

経費
歳出総額 37.8％

公債費
4億1,679万円
12.3％

33億8,719万円

投資的経費
9.5％
扶助費
2億3,207万円
6.9％
補助費
5億7,394万円
16.9％

普通建設事業費
3億2,229万円
9.5％

決算報告

町債
3億6,014万円
10.0％

みなさんが納めた税金は︑
この一年間でどのように使われたのでしょう︒

その他
9,051万円
2.5％

特集−決算報告−

平成27年度

【一般会計】町が基本的な施策をまかなう
予算
【特別会計】一般会計と区分し、特定の事
業を行う予算
【町
税】みなさんが納めた税金
【繰 入 金】各種基金の取り崩しによって
繰り入れたお金
【分担金・負担金】特別の利益を受けた方から負
担していただいたお金
【諸 収 入】雑入など、その他のさまざま
な収入
【地方交付税】所得税など国が徴収した税金
の中から、町の財政状況に応
じて交付されたお金
【町
債】町の借金。大きな事業を行う
ために国や金融機関から借り
入れたお金
【国・県支出金】特定の目的のために国や県か
ら交付されたお金
【自主財源】町独自に入ってくるお金
【依存財源】国や県から交付されたり、借
り入れたりしたお金
【人 件 費】町職員の給与や、町議会議員
などの報酬
【扶 助 費】法令に基づき支出された経費。
児童手当、医療扶助など
【公 債 費】借り入れたお金の返済金
【普通建設事業費】道路、施設などの新増設、改
良などの建設事業に使ったお金
【積 立 金】積み立てたお金
【物 件 費】消耗品、臨時職員賃金など
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69 30
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88,000

8億5,401万円
86,000

7億9,127万円
80,000

20

7億5,575万円
79,000

78,000

77,000

75,000

74,000

73,000

72,000

71,000

で前年度より１億９︐３９０万円
と大幅に減少しています︒これは︑
災害復旧事業に対する補助金が１
億５︐３８１万円減少したことに
よります︒
町債は︑３億６︐０１４万円を
借り入れ︑前年度より１億１︐７
９８万円減少しています︒主なも
のとして︑し尿処理施設清化園改
修工事の財源として８︐１８０万
円︑小学校ランチルーム屋根改修
事業の財源として４︐６８０万円
借り入れを行いました︒

76,000

歳出総額

億８︐７１９万円

33

歳出決算額は︑ 億８︐７１９
万円︑前年度より６億５︐０５７
万円減少しました︒
人件費は６億３︐０８０万円で︑
６４２万円の増加でした︒
公債費については︑４億１︐６
７９万円で︑前年度より︑７︐５
８６万円減少しています︒
主な減少の要因は︑平成 ・
年度に借り入れた過疎対策事業債
の償還が７︐８５２万円減少した
ことによります︒
扶助費は２億３︐２０７万円で︑
１︐６０６万円減少しています︒
主な要因は社会福祉に係る扶助が
７０９万円︑生活保護に係る扶助
が８４０万円減少しています︒

33

13

14

H27

H26

H25

H24

H23

70,000

8億4,251万円
85,000

8億6,398万円
87,000

84,000

83,000

82,000

81,000

その他は２億５︐７６１万円で︑
１︐８７２万円増加しています︒
主なものとして︑前年度からの繰
越金が２億５４万円で︑１︐５４
１万円増加しました︒
依存財源のうち地方交付税は︑
億６︐３０８万円で︑歳入の
・５㌫をしめ︑前年度より︑７︐
４５５万円増加しています︒増額
の要因は︑新設された﹁人口減少
特別対策事業費﹂の配分が多かっ
たことによる需要額の増加による
ものです︒
国県支出金は︑６億７６８万円
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町税の推移（過去５年間）
40 14

歳 入 総額
億１︐３２ ７ 万 円

14

36

36

一般会計の歳入決算額は︑ 億
１︐３２７万円︑前年度に比べ︑
６億２︐５０３万円︑率にして
・７㌫減少しました︒
自主財源︵町税・繰入金・使用
料など︶と依存財源︵地方交付税︑
町債など︶の決算額は︑ 億９︐
１８６万円︵ ・２㌫︶と 億２︐
１４１万円︵ ・８㌫︶となって
います︒
自主財源のうち７億５︐５７５
万円が町税です︒前年度より３︐
５５２万円減少し︑歳入に占める
割合は ・９㌫です︒
次に︑繰入金の１︐０８０万円
で︑前年度より３億８︐９９８万
円減少しています︒減少要因の主
なものは︑地域の元気臨時交付金
基金で２億３︐２４１万円︑財政
調整基金１億３︐３２０万円にな
ります︒
諸収入は５︐０６９万円で︑６
１６万円の減少となりました︒
分担金及び負担金は１︐７０１
万円で︑災害復旧事業の完了に伴
う分担金の減︑保育料の軽減によ
り減少しています︒

特集−決算報告−

公債費の推移（過去５年間）

7億5,089万円

6億4,105万円

5億7,648万円

4億9,265万円

で︑前年度と比べ１︐５６８万円
増加しました︒主なものとして︑
衛生施設組合負担金１億１︐８０
４万円︑西部広域行政管理組合負
担金１億２︐４６３万円︑中山間
地域直接支払制度交付金８︐６３
１万円︑介護老人保健施設あやめ
の未処理欠損負担金４︐４７７万
円などです︒

4億1,679万円

年度へ繰越

２億２︐６０８万円

平成

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

繰越額は︑歳入総額 億１︐３
２７万円から歳出総額 億８︐７
１９万円を差し引いた２億２︐６
０８万円から︑さらに繰越費︵例
外的に年度を越えて支出できる経
費︶６５７万円を差し引いた２億
１︐９５１万円が︑平成 年度へ
の純繰越金となります︒

33 36

28

基金の推移（過去５年間）
14億8,948万円

12億3,900万円

12億3,955万円
10億9,702万円
9億8,131万円

繰出金は︑３億９︐２９８万円
で︑国民健康保険事業︑介護保険
事業などの医療・介護事業関係の
特別会計に１億２︐７４４万円︑
下水道の特別会計に１億２︐２６
６万円︑簡易水道特別会計に５︐
０１１万円となっています︒
積立金は︑１億３︐０７２万円
で前年度より１億１︐９３０万円
と大幅に増加しています︒主な要
因は︑庁舎建設基金積立６︐００
０万円︑財政調整基金積立４︐８
００万円増加したことによります︒

28

H27
H26
H25
H24
H23

普通建設事業費は︑３億２︐２
２９万円で前年度と比べ７億５︐
２５８万円と大きく減少していま
す︒主な要因は︑給食センター移
転工事で２億７︐１４９万円︑道
の駅整備事業で８︐３４９万円︑
旧中学校解体で６︐９０８万円減
少したことによります︒
補助費は︑５億７︐３９４万円

特集−決算報告−
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特集−決算報告−

特 別 会 計 決 算
会

計

名

歳

入

歳

一般会計からの
繰入金

出

131万円

61万円

-

国民健康保険（事業勘定）

3億8,927万円

4億1,200万円

1,575万円

国民健康保険（施設勘定）

2億4,352万円

2億3,559万円

1,799万円

介護保険（保険事業勘定）

5億7,236万円

５億4,921万円

7,364万円

262万円

243万円

-

老人保健施設

9,069万円

9,069万円

-

後期高齢者医療

4,912万円

4,862万円

2,006万円

索道事業

7,010万円

7,010万円

2,751万円

簡易水道事業

1億9,869万円

1億9,633万円

5,011万円

農業集落排水事業

1億4,529万円

1億4,239万円

7,662万円

林業集落排水事業

667万円

572万円

473万円

6,961万円

6,753万円

4,131万円

江尾財産区

316万円

72万円

-

神奈川財産区

479万円

413万円

-

米沢財産区

574万円

523万円

-

18億5,294万円

18億3,130万円

3億2,772万円

住宅新築資金等貸付事業

介護保険（サービス事業勘定）

特定環境保全公共下水道事業

合

計

財政健全化の状況
平成27年度決算に基づく健全化判断比率などについては、早期健全化基準を下回り、ただちに財政
健全化計画の策定が求められる状態ではありません。

■健全化判断比率
実質赤字比率
区

分

連結赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

(一般会計などを対象と （全会計の実質赤字が （一般会計などが負担 (一般会計などが将来負
した実質赤字の標準財 標準財政規模に占める する公債費が標準財政 担すべき債務が標準財
政規模に占める割合) 割合）
規模に占める割合）
政規模に占める割合)

27年度

赤字なし

赤字なし

10.7

63.2

26年度

赤字なし

赤字なし

12.7

80.2

早期健全化基準

15.0

20.0

25.0

350.0

財政再建基準

20.0

30.0

35.0

算定結果

※標準財政規模は、一般財源の標準的な規模を示す指標で、江府町の27年度数値は21億497万円です。

■公営企業会計資金不足比率
分

簡易水道事業

特定環境保全
公共下水道事業

農業集落排水
事業

林業集落排水
事業

索道事業

27年度

赤字なし

赤字なし

赤字なし

赤字なし

赤字なし

26年度

赤字なし

赤字なし

赤字なし

赤字なし

赤字なし

区

算定結果

経営健全化基準
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−敬老のお祝い−

ご長寿おめでとうございます！
町では、「敬老の日」を記念し健康と長寿をお祝いするため、今年節目の歳を迎えられる方（132名）
に、記念品を贈呈しました。贈呈に際し、ご協力いただいた各集落の区長様ありがとうございました。
また、95歳以上で在宅の方（32名）には、敬意と感謝の意をこめて町長がご自宅を訪問し、記念品を
贈呈しました。
今年10月で100歳
になる
神庭静子さん（大
河原）
には、内閣総理大
臣から
のお祝い状と記念
品をお
届けしました。

節目の歳の方
喜寿（77歳）
傘寿（80歳）
米寿（88歳）
白寿（99歳）
百寿（100歳）
茶寿（108歳）

昭和14年生
昭和11年生
昭和 3年生
大正 6年生
大正 5年生
明治41年生

40名
56名
32名
1名
2名
1名

江府町ご長寿ランキング
１位：108歳（明治41年生）
２位：103歳（大正 2年生）
３位：100歳（大正 5年生）
４位： 99歳（大正 5年生）
５位： 99歳（大正 6年生）
※施設入所の方は除いています。

みなさんこれからもお体を大切に、
いつまでもお元気でお過ごしください！

神楽で敬老のお祝い！
〜介護老人保健施設あやめ敬老会〜
介護老人保健施設あやめで敬老会が開
催されました。73名の入所者のうち、節
目を迎えられた24名に長寿の表彰が行わ
れました。
またアトラクションとして荒神神楽保
存会「菖風社」(貝田）による『大黒さん
と恵比寿さん』が披露されました。迫力
のある舞に入所者の方は「いつ見てもい
いですね。見事でした」と喜びの声を話
されました。

▲入所者のみなさんに大黒さんから「福の種」が渡されました

平成28年10月号
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まちの

今年３月に設立された農事

なで力を合わせて取り組んで

本正三さんは︑﹁はじめての

農事組合法人かがやき
ミニライスセンター完成

組合法人かがやき 杉(谷 の)ミニ
ライスセンターが完成しまし

いる︒ミニライスセンター整

９月 日 土( ︑)特別養護老人ホーム江美
の郷で﹁第２回江美の郷秋祭り﹂が開催

校吹奏楽部による演奏や日野高校生によ

また特設ステージ会場では︑江府中学

対策事業を活用し補助対象事

定住等による集落活性化総合

体制強化支援事業並びに若者

この施設は︑県の集落営農

い︒﹂と笑顔で語っておられ

どんどん活用していきた

快適︒法人の拠点施設として

備により作業効率も良くなり

ことばかりで大変だが︑みん
た︒

され︑入所者の方や町民さんなどで賑わ

る荒神神楽︑尚仁福祉会の職員による奥

いました︒

ました︒

上げました︒

▲江府中学校吹奏楽部の演奏

会場にはエミーズカフェなどの出店や︑ 大山踊りや傘踊りが披露され会場を盛り
子供たちがポニーに触れられるコーナー

助成のほか︑町

業費１０００万円の４／６の

姿がありました︒

尚仁福祉会 秋祭り開催

話
題
▲尚仁福祉会職員による笠踊り

の１／６助成を
受けて整備され
ました︒
農事組合法人
かがやきは︑組
織設立と併せて
新たに杉谷地域
の水田の過半以
上を対象とする
集積計画︵作業
受託を含む︶を
策定するなど積
極的な取り組み
で補助事業を受
けることができ

平成28年10月号
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ました︒
代表理事の田

▲農事組合法人かがやきのミニライスセンター

17

などが設けられ︑たくさんの親子連れの

まちの話題

板垣隆久さん︵ 打︶

日までの日程で︑２０１６シーズ

２０１６シーズン
町民野球大会
９月５日〜

ン町民野球大会が運動公園総合グラウンドにおい
て開催されました︒

た︒本町一丁目が一回に先制しましたが︑その後
本町五丁目が着実に得点を重ね︑見事２連覇を達
成されました︒

日本スポーツ少年団顕彰

この度︑江府町スポーツ少年団が日本スポーツ

少年団顕彰の表彰を受けました︒

この顕彰は長年にわたりスポーツ少年団の発展

に貢献し︑特に顕著な功績のある市区町村スポー

ツ少年団を表彰するものであります︒

江府町スポーツ少年団は児童が減少していく中︑

子どもたちの健全育成︑スポーツ振興などに大き

く貢献した功績により表彰をいただきました︒

江府町スポーツ少年団本部長として表彰状を受

けた冨田美智子教育長代行は﹁スポーツを通じて

本町五丁目チーム

述べられました︒

るよう今後も尽力したい﹂とお礼と決意の言葉を

子どもたちの心と体の成長が出来る地域社会にな

優 勝

本町一丁目チーム

︿結 果﹀
準優勝

田チーム

貝

8
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グラウンドゴルフ秋季大会
日︑せせらぎ公園で開催されました︒

江府町秋季グラウンドゴルフ大会兼スポレク予

選会が９月
残念ながら雨の降る中でしたが︑選手のみなさ

んは熱の入ったプレーを見せていました︒

チームが参加しまし

た︒途中悪天候で順延などもありましたが︑各

各集落や事業所・団体の

いました︒悪天候にも関わらずホールインワンを

チーム白熱した試合を展開されました︒

ンドゴルフ競技 に)出場されます︒
︿結果は次のとおり﹀
優 勝
門村勝美さん︵ 打︶

決勝戦は本町一丁目と本町五丁目との対戦でし

３度記録した板垣隆久さんが見事優勝の栄冠を手

大会は︑２コース合計打数での結果で順位を競

20

第三位

▲白熱した決勝戦の様子

にしました︒
23

▲一打一打に集中

なお︑今大会の上位入賞者は 月 日 日( に) 北
栄 町 で 開 催 さ れ る ︑ 鳥 取 県 民 ス ポ レ ク 祭 グ( ラ ウ
10

準優勝

38 34 31

長尾憲吾さん︵ 打︶

▲２連覇した本町五丁目チーム

机チーム

▲チロルジュニア江府

12

第３位

御

▲江府剣道教室

11

まちの話題

長谷川 誠

梅木 琴未

ここで活きていく︒

雨宮 達樹

10月10日江尾駅である女子
祭にカレーで出店します。
生活で使える有用菌のワー
クショップもします。是非
お越し下さい。
生田 省二
毎週水曜日は江府小学校の
放課後子ども教室で子ども
たちを相手にフットサル教
室をしてます！

地域おこし協力隊通信

上野

真

文化祭の準備で大忙しで
す！よみがえれ江尾発電所
の会も新たなメンバーが増
えたりと本格的に動き出し
ています！
上谷 美波
江府町のお土産は道の駅奥
大山で買ってくださいね。
『道の駅』旅案内秋号にも
宣伝してます。

藤井聖子報告

10

が︑私がしたかったことは
そんな具合に自分の活動を
軌道に乗せることなのか
なー？とも思っています︒
改めて︑自分の歩んでみ
たい道を決断していくこと
で︑目の前の業務︑目の前
にいる人︑目の前の出来事
を大事にできるのではない
かなぁと思います︒
しん かん せん
新甘泉︵梨︶については︑
４月に１ｍ ㎝だった１８
０本の苗が︑今では平均４
ｍになっていて︑順調に成
長しています︒あとは︑
月下旬から 月にかけて行
うジョイント作業︵接木の
要領で苗をくっつけてい
く︶という︑大きな仕事が
待っています︒

平成28年10月号

9

20

11

農業公社班
年度当初は︑梨の作業や
草刈りなどの業務に追われ
一日が終わると︑疲れては
コテンっと寝︑新しい朝が
すぐに始まるといった日々
でした︒公社の役に立ちた
いと︑軽トラックに乗る練
習をしてもタンクのバルブ
を壊したり︑溝にはまった
り︑失敗がついてまわりま
した︒
私の協力隊の動機は︑農
業を体験してみようといっ
た軽いもので︑強い志を持
たない者にとって︑日々の
活動に大いに悩み︑自分が
どうありたいのか決断でき
ず︑一人︑前へ進めていな
いと感じることが多かった
です︒
そんな中︑みなさんとの
何気ないやりとりの中に心
休まる時があり︑随分と助
けて頂いたように思います︒
また︑協力隊の任期は３年
で︑その後は自立できるよ
うにという図式もあります

地域おこし協力隊通信

図書館のお話会で「読みメ
ン」をしております。吃音
症持ちなので毎回緊張して
ますがだいぶコツが掴めて
きました。
古海 修祐

少しですがマルトーという
長カブを育てています。冬
には収穫できると思います。
うまくできますように。

公社水田、梨園、こんにゃ
く芋圃場、せせらぎ公園の
草刈りをしています。写真
はせせらぎ公園です。

地域を回りながら季節やイ
ベントに対応できるよう撮
影の練習などをおもにして
います。

片岡 薫哉

まちの教育

９月３日に︑江府中学校で﹁一緒に校舎を磨く
会﹂が行われました︒校舎新築に伴って解体され
る旧江府中校舎への﹁感謝﹂から始まったこの活動︒
﹁新しい校舎もきれいなまま後輩へ引き継いでい
こう﹂という願いを持って生徒会を中心に実施さ
れるこの取組も︑今年で第４回目となりました︒

10
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江府小５年生

稲刈り体験

５年生が春に田植えをした正門前の田んぼ
が黄金色に色づき︑収穫の時期を迎えました︒
９月 日に︑５年生 名が社会科の学習の
一環として稲刈り体験を行いました︒

21

いよいよ収穫となったこ
の日︑学校お助け隊のみな
さんに稲刈りの方法を教わ
り︑鎌を使った昔ながらの
刈り取り作業を行いました︒
慣れない作業に戸惑う子
ども達でしたが︑ボラン
ティアの方の手ほどきを受
けながら次第に作業スピー
ドもアップ︒みんなで協力
して田んぼ一面を刈り取り︑
学校駐車場のガードパイプ
に﹁はで﹂がけを行って︑
収穫の喜びを味わいました︒

23

一緒に校舎を磨く会

江府中学校 土曜学習

今年もたくさんの地域住 清掃で︑地域の皆さんとの
民や保護者の協力を得て︑ 交流も深めながら心地よい
グループに分かれて校舎や 汗を流しました︒
町民体育館を清掃︒
普段の学校生活でも毎日
まだ新しく︑生徒達も大
の清掃は行っているものの︑ 事に使ってくれていてきれ
短い時間では行き届かない いな校舎ではありますが︑
場所も︒この日は︑グルー どうしても細かい汚れは付
プごとでの自己紹介から始 くもの︒そうした床や壁を
まり︑そうした場所を中心 磨いてきれいにすると同時
に共同作業が進んでいきま に︑生徒達の﹁心﹂もさら
した︒
に磨かれていく活動となっ
新校舎への感謝の気持ち ています︒
を込めたおよそ一時間半の

〜地域で育ち 地域に学ぶ こうふっ子〜

まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

お

知

ら

平 日
土日祝

8:30〜19:00
8:45〜17:30

せ

※この一覧は新着図書の一部です

＊一般書
風雅＊米子野鳥保護の会 四季折々の誘い／木佐充俊
風景の宝石箱 in Tottori／加藤將展
365日のプチプラスタイル／のりこ
スタイルを持ち、身軽に暮らす／石原左知子
いくつになってもおしゃれに／福田栄華
Men sファッションバイヤーが教える「おしゃれの法則」／MB
やめてみた。／わたなべぽん
シルバー川柳（６）／全国有料老人ホーム協会 編
ラオスにいったい何があるというんですか？／村上春樹
糖質ほぼゼロスイーツ＆スナック／主婦の友社 編
おやつ教本／坂田阿希子
あんこのおやつ／森崎繭香
一流の育て方／ムーギー・キム
料理通異聞／松井今朝子
師走の扶持／澤田瞳子
五弁の秋花／梶よう子
沈黙／遠藤周作

＊児童書
世界遺産クイズブック／小学館
転んでも、大丈夫／臼井二美男
たのしいあやとり大百科／汐文社
ドラえもん社会ワールド＊日本と国際社会／藤子･Ｆ･不二雄
小説七つの大罪＊外伝／松田朱夏、鈴木央

たべもの絵本特集
「おいしい おはなし めしあがれ」♡
きれいな絵、かわいい絵、ふしぎな絵、おもしろい
絵、同じ食べ物でもそれぞれの絵本の絵によって印象が
変わります。そこで、くだものや野菜、料理の絵本を並
べてみました。どの絵本がいちばん美味しそうでしょう
か？ 比べてみてください。

秋のおはなし会について
秋のおはなし会②
10：30〜11：00

ぬいぐるみおとまり会
16：30〜17：00
お気に入りのぬいぐるみと一緒のおはなし会。おはなし会
のあと、ぬいぐるみは図書館へお泊まりします。

日

秋のおはなし会③
10：30〜11：00

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary ②

キミー先生のHappy Diaryの
Hello again!
動画ができました！
It has been a month now since I first arrived in Kofu-cho. Because Kofu-cho is very
different from my hometown, sometimes I feel a little homesick, but I think I m finally
starting to get used to living here. Recently, I was able to attend Kofu Junior High s sports
festival with the other teachers. Although we have sports teams and competitions in
American schools, we usually don t have school-wide competitions like the sports festival,
so it was completely new to me. I was amazed by how fast and strong everyone was!
※動画サイトユーチューブで
After seeing the students practice so much, it was impressive to see the culmination of 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
their efforts. The relay races and the kumitatetaisou were particularly exciting to see, and the teams
performances were a lot of fun to watch. During the practice time before the festival, I tried to do the Soran Bushi
dance together with the yellow team. Though I only attempted it twice, my legs were sore for the entire week! I
can t imagine how sore all the students must have been after the festival… I hope they took the time to relax!
School life in Kofu-cho is rather different from what I experienced growing up in America. I m looking forward to
experiencing more new things together with my coworkers and students!
〜Kimmy
こんにちは
江府町に来て一か月が過ぎました。江府町と私の故郷はとても違うので、時々少しホームシックになります。で
もここでの生活にやっと慣れてきたと思います。
最近、私は他の先生方と江府中学校の体育大会に参加しました。アメリカの学校にもスポーツチームや大会もあ
りますが、今回の体育大会のような学校全体で行われる大会は普通ありません。ですからこのような経験は私に
はまったく新鮮に感じられました。子どもたちの素早い動きや力強さに驚きました。一生懸命に練習に打ち込む
生徒たちの姿を目の当たりにし、その努力が本番での最高の演技につながっていくことを見るのは感動的でした。
リレーや組立体操には特に興奮しました。チーム一丸となって行う演技はとても楽しかったです。
練習期間中、私は黄組の生徒たちに加わってソーラン節の踊りに挑戦しました。二度試みましたが、その週は
ずっと足が筋肉痛でした。体育大会が終わってからも、生徒たちはみんな私の想像が及ばないくらい筋肉痛がひ
どかったのではないでしょうか…。彼らがリラックスする時間がとれますように。
江府中学校での学校生活は私がアメリカで過ごした学校生活とはずいぶん違います。先生方や生徒たちとさらに
多くの新しい経験ができることを楽しみにしています。
キミーより

11
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10月１日

子供の国保育園運動会

9月10日

江府中学校体育大会

〜ひと夏の 栄冠目指して 走り出せ！〜

平成28年10月号
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9月25日

江尾地区町民運動会

9月25日 健康と体力づくりフェスティバルin明倫地区

13
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シリーズ

〜空き家について考えよう〜

Part
４

空き家の増加は、地域コミュニティの希薄化や地域活動の低下を招き、また放置すれば周辺生
活環境や安全性を悪化させます。今後も空き家は増加する見込みで地域の大きな課題となるで
しょう。だからこそ、空き家を定住促進や地域の活性化につなげるために「地域資源」としてと
らえ活用を拡大・促進していかなければなりません。
今回はそのような空き家の有効利用による地域の活性化の事例をご紹介いたします。

長野県 古民家カフェ「YUSHICAFE」

商店街への案相窓口を担うカフェを目指して

元々、店主の祖父母の住居兼骨董品店を改修してカフェを開業し
た店舗。
幼少期に過ごした思い出を壊さないように、なるべく原形をとど
めておくように改修されています。
当初、改修は店主が一人で行っていましたが、親戚の方や近所の
職人さんにも手伝ってもらいなが
ら美しい仕上がりで長持ちするお
店が完成しました。
そうやって街の人達と少しずつ
信頼関係を築きながら、その街の
人の意見がお店に反映されていき
ました。
このお店は「まちのラウンジ」
として地元の人・旅の人が行き交う場所であり、歩いて楽しめるま
ちの中心施設になりました。

鳥取県

鹿野町「ゆめ本舗」

鳥取県

鹿野町「パン一心庵」

活動拠点「鹿野ゆめ本舗」開館
地域の活動拠点をつくろうと、空き家の所有者の
方と交渉しました。その後、空き家を改装し整備し
て、地域コミュニティの振興、伝統工芸品の技の伝
承・体験、農産加工品の開発を行う場所になりました。
現在ゆめ本舗では幅広い年齢の方たちが、手づく
りの作品を出展しており、その作品を楽しみにして
いる多くの方が遠方からも訪れるようになりました。
２階は落着いた雰囲気のギャラリーとなっており、
展示を通して作者とお客様との交流の場となってい
ます。

縁

を感じて鹿野町の古民家に移り住み、
そして地域と歩む

店主は鳥取の出身ではなく、仕事の関係で鳥取に
住んでいた事があり、その時の知人が声をかけ、今の
古民家が「パン一心庵」として息を吹き返しました。
鹿野を大切にしたパン作りをしていて、パンで使
用する野菜は鹿野産が使われています。購入したパ
ンは趣のある部屋で歴史を感じる壁と中庭を眺めな
がら会話を楽しめます。

平成28年10月号
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●空き家を活用した地域活性化●
地域のまちづくりにおいて、空き家の活用は継続性が伴うことが肝要です。そのためには、地域の現状か
ら活用方法を考案し、改修が必要な空き家については、初期段階から住民や利用者が意識的に関われるよう
にします。
具体的な案としては、地域の人々が日常的に交流できる場としての開放を目標としています。例えば、お
年寄りが集える場所、オフィスや店舗としての商業空間や長期的、短期的な宿泊施設としての利用も効果的
です。
このように、空き家活用の幅を広げることは、空き家問題を解決へと導き、さらに点在する空き家がネッ
トワークを結ぶことによって、地域に賑わいがもたらされ、地域の活性化へとつながることが期待できます。
これからは、空き家を単なる問題点として取り扱うだけでなく、 資源として捉える視点 の導入と 新た
な活用方法 の模索が必要だと言えます。

人を繋ぐ

家を繋ぐ

〜空き家バンク〜

空き家になった家を所有していても、現在の住居があり移り住むことは出来ないケースが多く、
小さい頃から育った思い出の家を取り壊すことができないなどの理由で取りあえずそのままにし
て盆や正月に帰省した時に利用するために残していることも少なくありません。
その大切な思い出の家を、住まいを探し必要としている人に使ってもらいよみがえった空き家
の持ち主の方のインタビューを紹介します。

★思い入れのある家なので壊せなかった
70代男性★
地元を離れて長いですが、両親が住んでいた家
なのでやはり思い入れもあり、手放すまでの決断
ができませんでした。空き家バンクという制度を
知り、登録することで、家を借りてくれるという
人が見つかり、良かったです。
この制度は過疎化対策にもつながりいいですね。

★大切な家なので、誰かに使って欲しかった★
空き家になった家があり、売ろうと思っていた
ところ、空き家バンクの制度があることをしり連
絡してみました。
大切な家なので壊すのも惜しく、誰か必要な人
に使ってもらえたらと思っていました。住んでく
れた人がとてもいい人で、気持ち良く住んでくれ、
こんな幸せなことはないと思います。時々行って
話をしたりしています。家が繋いでくれたご縁だ
と思っています。

★古い家なので登録できるのか心配でした
70代女性★
主人が亡くなってなかなか一人で管理が難しく、
家の周りに草もたくさん生えていましたし、お仏
壇もありました。それでも物件登録ができること
がわかり、今は借りてくれる人も見つかり、とて
も助かっています。

■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家屋改修費用助成
（補助率1/2、上限100万円）
②家屋家財処分費用助成
（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。
ただし、補助制度には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
15
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☎75-3222

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp
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﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告
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アをもらったり︑
一緒に何かを考
えたり︑時には
実際に行動した
りして仲間を増
︒このプ
やす …
ロジェクトの一
区切りである３
月に１００人の
参加をいただく
ことを目標に
﹁まじめ楽し
い﹂会を企画したいと考えています︒
防災無線で開催日や場所︑テーマを
お知らせしますので︑みなさんぜひ
ぜひお出かけください︒
﹁３０００人の楽しい町﹂︒３０
００人は一つの目標であり︑何かの
施策によって実現できるかと言えば
簡単なことではないと思います︒で
も﹁楽しい﹂はちょっとした心がけ
一つ︑もしかしたら突拍子もない思
いつきからでも︑そして日々の暮ら
しの中にも見つけることができるは
ずです︒そんな
﹁楽しい﹂
を町中につ
なげることを決意して︑プロジェク
トチーム︑元気いっぱい走ります
プ(ロジェクトリーダー 生田志保 )

〜本格スタート！まず 聴く ことから始めます〜

﹁３０００人の楽しい町﹂プロ
ジェクト︒ 〜 歳代の役場職員で
名乗りを上げた５人の志士たちに︑
リーダーとして生田が加わったチー
ムで 月３日にスタートしました︒
プロジェクトの役割は︑楽しい町
に支障となるさまざまな課題を︑
﹁住民目線﹂﹁当事者意識﹂﹁挑
戦﹂の三つを念頭に自分の業務を超
えて考えるよろずや集団︒そして時
には町長提案のアイデアを形にでき
ないかチャレンジ︒このコラムの半
分を使って町民のみなさんに活動の
報告をすることも使命の一つです︒
先日︑本格的スタートを前に基本
ルールや心意気を語り合いました
︵詳細はホームページで公開してい
ます︶︒その中の一つに︑公開プロ
ジェクト会議を集落公民館で開き︑
町民のみなさんにも自由に参加して
いただこうという取り組みがありま
す︒チームの役割を果たし︑みんな
の﹁楽しい﹂を形にするためにまず
は一人でも多くの町民のみなさんの
声を﹁聴く﹂という思いを形にした
ものです︒そしてそこから︑アイデ
20

不｢ 易 流 行
もご挨拶に伺うことができました︒
江府町は昭和 年から﹁江府町老人
憲章﹂を定めている高齢者を大切に
する町です︒いつまでもお元気にお
過ごしいただきたいと思います︒
スポーツの秋︒台風の進路が心配
な９月でしたが︑中学校秋季体育大
会は晴天の下開催されました︒組体
操はキビキビした動きで︑全校生徒
で取り組みます︒女子も﹁塔﹂を作
るのを見てビックリしました︒また︑
入退場門での お｢願いします！ ﹁｣あ
りがとうございました！﹂の挨拶に
も感動しました︒江府町の未来を担
う子どもたちの元気な姿を見ること
ができて︑とても嬉しかったです︒
最後に︑９月議会では田中議員の
遺影に見守られ︑５人の議員の一般
質問にお答えしました︒私への初め
ての質問ということもあり︑多くの
議員さんと議論を深めることができ
ましたが︑もっと大勢の町民さんに
傍聴していただけるよう︑工夫して
みたいと思います︒
51

〜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〜

50

﹃老いも若きも元気なまち﹄
江府町には元気ではつらつとした
高齢者が大勢おられます︒８月 日
に︑人生の大先輩でもある﹁明徳学
園﹂の学園生の皆さんの前で講演さ
せていただく機会を得ました︒﹁私
の目指す町﹂という演題で︑町政を
運営するに当たってのビジョンにつ
いて約 名の方に聞いていただきま
した︒質問も数名の方からいただき
ました︒鋭い質問もたくさんありま
した︒できれば女性の方からの質問
も受けたかったのですが︑それは次
回の楽しみにとっておきます︒
９月になって敬老記念品をお届け
に伺いました︒ 歳以上の方が 名
以上おられ︑最高齢は１０８歳です︒
﹁茶寿﹂というそうです︒お茶の字
が﹁十﹂が二つと﹁八十八﹂に分解
され︑合わせると１０８になるから
だそうです︒また︑町内にある介護
老人保健施設﹁あやめ﹂や特別養護
老人ホーム﹁江美の郷﹂の敬老会に

10

白石町
コラム長
Vol.2
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農業委員会だより

耕作目的での農地の権利移動について
個人や法人の方が、農地を売買又は賃借する場合には、農業委員会の許可を受ける方法（農地法）と江府
町が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法（農業経営基盤促進法）があります。
また、農地中間管理事業による貸し借りの方法もあります。
詳しくは、農業委員会事務局又は農林産業課にお問合せください。
農地法に基づく農地の売買・賃借
貸し手
又は
売り手

江府町農業委員会
・農地法に定める要件を満たしているか審査
します。
※農地の権利取得者又はその世帯員等が耕作
等する農地の面積が、0.3ha〜0.5ha以上必要
など下限面積要件があります。
（地区により異なります。）

申請
借り手
又は
買い手

貸し借り
又は売買
の成立

許可

(権利移動)

●個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買又は賃借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があり
ます。（許可を受けないでした行為は無効となり、所有権移転登記もできません。）
●相続等により農地の権利を取得された場合、上記の申請は不要ですが、概ね10か月以内に農業委員会へ届出が必要です。

農業経営基盤促進法による農地の貸し借り（利用権設定）
貸し手

借り手
相
談

※利用権設定
等申出書等
を提出して
いただきま
す。

江府町が手続き
農地利用集積計画の作成(町)
↓
農業委員会の決定
（計画決定要件は、①町の構想との適合②全
部効率利用③農作業常時従事が基本的要件、
農地法の下限面積要件は除外。）

貸し借り
成立
（権利移動）

公告後

※期限がくれば返
還となりますが、
継続することも可
能です。

↓
農地利用集積計画の公告(町)

※農地利用集積計画は、農地の貸し手と借り手の賃借等を
集団的に行うため、個々の権利移動を一つの計画にまと
めたもので、町が作成します。

農林課・農業員委員会

●農地の貸し手や借り手は、契約書の作成が不要となり農地法の許可を受けることなく、農地の権利設定等が行われます。

農地中間管理事業による中間管理権の設定・転貸

利用権の設定

農地の
出し手
賃料の支払

借受け

農地中間管理機構
（鳥取県農業農村担い手育成機構)
①農地を借受け（農地中間管理権）
②必要な場合は基盤整備等の条件整備を実
施
③担い手（法人経営・大規模家族経営・集
落営農・企業）がまとまりのある形で農地
を利用できるように配慮して貸付け
④貸し付けるまでの間、農地として管理

農地中管理事業相談窓口(農林産業課)

町が農地利用集積計画を公告

農地の
受け手
（担い手）

利用権の転貸

賃料の支払

※農地中間管理機
構が公募する農地
の借り手(担い手）
として応募が必要
です。

貸付け
鳥取県知事が農地利用配分計画を公告
（権利移動）

●再生不能な遊休農地等、借り受けできない場合があります。
●相当の期間を経過しても貸付の見込みがない場合等は、賃貸借契約を解除することがあります。

10月の農地相談会
お気軽にご相談ください。
◎相談日 平成28年10月27日（木）
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

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎（75）6620
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農業委員会総会（９月９日(金)開催）
審議案件すべて承認されました。
農地所有適格法人の適格要件の確認について
農地利用集積計画（案）について
農地利用配分計画（案）について
農地法第４条第１項の規定による許可申請について

２件
５件
６件
２件

−information―お知らせ

忘れずに早めに申請くだされ！臨時福祉給付金
「平成28年度臨時福祉給付金」「障害・遺族年金受給者向け給付金」の申請受付が始まります。対象者に
は申請書が届きますので、黄色い封筒がお手元に届いたら忘れないうちに、早めに申請して給付金をお受け
取りください。

支給対象者
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者（住民税が非課税かつ扶養者も非課税）の方（生活保護の受給者
は除く）。
※このうち平成28年5月分の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方は、障害・遺族年金受給者向け
給付金の対象にもなります。

受け取れる給付金、今回は2種類あるぞ。しっかり確認じゃ！

支給額

平成28年度臨時福祉給付金

1人につき3,000円

障害・遺族年金受給者向け給付金

1人につき30,000円

※両方支給される場合もあります。

申請方法
○申 請 先

江府町役場

福祉保健課

（町総合健康福祉センター2階）

○受付期間

平成28年10月17日（月）から平成29年3月16日（木）まで
（土・日・祝日及び12月29日〜1月4日は除く）

○必要書類

①申請書
②本人確認書類（保険証、免許証など）の写し
③口座が確認できる書類（通帳・キャッシュカード）の写し
④扶養者の非課税証明書

※扶養者が町外在住の方のみ

ご注意でござる！
○申請先は平成28年1月1日時点で住民票がある市町村です。1月2日以降に江府町外から転入された方は、
以前の住所地へ申請ください。
○高齢者向け給付金の支給を装う怪しい電話や郵便物にご注意ください。預貯金残高を調べたり、ATMに
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
誘導したりすることは絶対にありません。怪しいと感じたら、相手の名前を確認の上、役場もしくは警
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
察等にご相談ください。

問合せはこちらへ
江府町役場 福祉保健課
または 厚生労働省給付金専用ダイヤル

☎0859−75−6111
☎0570−037−192

平成28年10月号
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お知らせ−information―
10月１日から、「小児のＢ型肝炎ワクチン」が
定期接種となりました
※定期接種とは、予防接種法に基づき「市町村長が実施しなければならない」と
される予防接種のことです。（公費負担ですので、保護者の負担はありません）

Ｂ型肝炎とは？Ｂ型肝炎ワクチンとは？
●
●

Ｂ型肝炎は、Ｂ型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。
Ｂ型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染で終わる場合と、そのまま感染している状態が続いてしま
う場合（この状態をキャリアといいます）があります。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、
そのうち一部の人では肝硬変や肝がんなど命に関わる病気を引き起こすこともあります。
ワクチンを接種することで、体の中にＢ型肝炎ウイルスへの抵抗力（免疫）ができます。
免疫ができることで、一過性の肝炎を予防できるだけでなく、キャリアになることを予防でき、まわり
の人への感染も防ぐことができます。

●
●

＊接種スケジュール＊
対象年齢

接種回数

接種間隔

生後12月に至るまでの間にある方
※ただし平成28年４月以降に生まれた

１回目と２回目の接種間隔を27日以上

３回

１回目と３回目の接種間隔を139日以上

お子さんに限ります

予防接種に関するお問い合わせ先

奥大山

役場福祉保健課（電話75−6111）

消費生活にゅーす

相談事例

マルチ商法シリーズ③
〜マルチ商法に関するトラブル事例を
シリーズでお伝えします〜

高配当にマージンも？投資話にご注意を!

健康食品などのマルチの会員になっています。先日、会員の関係者から「会員の皆さんにいい投資話が
あるので」と言われ話を聞いたところ・・・
今は、お金を銀行に預けていても金利は見込めないし、老後が不安。今日ご案内するの
は、ネットビジネスの会社へ100万円投資すれば、翌月から毎月８％の配当が受け取れ
るし、更に新しい会員を増やせばマージンも受け取れるんです、チャンスですよ！
毎月８％の配当が受けれて、新しい人を増や
せばマージンもなんて信じられないけど…。

3年満期で、元本保証付き。私も2口投資していますよ。
もし、何かあったら私が対応しますから、安心してください！
まずは1口100万円で、今すぐ始めましょう。
信じていいのか、やっぱり不安。
でも本当なら、友だちにも紹介したいし、どうしよう…

「今すぐ契約を」と迫られましたが、どうしたらいいのでしょうか・・・
対処法 高配当の儲け話には要注意！返金が見込めないことも・・・
「元本保証で安心」「○％の配当が受け取れる」「紹介すればマージンが受
け取れる」と口頭で説明を受けていても、実際の契約書には明記されていない
場合もあります。また、数回配当が受け取れた後、配当が止まり、元本の返金
を求めても対応しないという場合もあり、注意が必要です。即日に契約をと迫
られても、すぐに契約することはやめましょう。

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。
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※次回の相談員による相談日は10月26
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。

−information―お知らせ

10月から課の体制が変わります
江府町では機構の見直しを行い、町民の支援体制の充実並びにまちづくりの一層の推進を図るため、
課の再編や事務分掌の一部を改正しました。
課の再編により、税務が総務課から住民課へ、また企画情報課が廃止され、総務課・奥大山まちづく
り推進課へ業務が異動しました。

課

電話番号

業務内容

総務課
庶務･人権同和対策担当

75-2211

人事・給与、選挙、情報施策、人権・同和対策、男
女共同参画

総務課
財務・危機管理担当

75-2211 消防・防災、広域行政、財政、行財政改革

総務課
庁舎・広報公聴担当

75-2211 庁舎、財産管理、交通安全、広報公聴、ひかり電話、
75-3305 統計

住

75-3223 住宅、公共交通、消費生活、廃棄物処理、環境衛生

民

名

戸籍、住民・印鑑登録、町税、固定資産評価、町営

課

奥大山まちづくり推進課

75-3222

人

事

商業観光振興、国内外交流、企業誘致、雇用・労働
対策、集落・団体活動支援、住宅施策、移住定住、
自然保護、各種計画、地方創生戦略、奥大山スキー
場、地域おこし協力隊

異

動（10月１日付）
（

課長級

）は異動前

総務課
庁舎・広報公聴担当課長
総務課

奥田

慎也

(総務課財務担当課長)

財務・危機管理担当課長

池田

健一

(企画情報課長)

原
長尾
藤原

義博
英俊
靖

(総務課 (財務担当) 課長補佐)
(総務課 (財務担当) 課長補佐)
(総務課 (財務担当) 課長補佐)

梅林

明宏

(企画情報課

課長補佐)

桑原

巧

(農林産業課

課長補佐)

課長補佐級
住民課
住民課
住民課

課長補佐
課長補佐
課長補佐

総務課 課長補佐
奥大山まちづくり推進課
（課長補佐）

主任級
住民課

主任

下垣雄一郎

(総務課 (財務担当) 主任)

仲田

裕紀

(企画情報課

中野

辰彦

(総務課

主事級
総務課 主事
奥大山まちづくり推進課
（主事）

主事)

主事)
平成28年10月号
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お知らせ−information―
まちづくり講演会
江府町の将来が心配！
なんとかしたい

一緒に頑張る
仲間が欲しい

『楽しい』

3000人の
町づくりをやりましょう♪
基調
講演

講師

地域づくりの基本戦略

〜江府町に｢人｣と｢仕事｣を取り戻す〜

藤山

浩

島根県中山間地域研究センター 研究統括監
島根県立大学連携大学院 教授

氏

1959年島根県生まれ。1982年一橋大学経済学部卒業。
1998年島根県中山間地域研究センター地域研究科研究員 着任。
2013年より現職。
現在、益田市に、日本一の清流・高津川の河畔の岩山に新居を構え、田園生活中。冬は、
25年間にわたり、100％薪ストーブで暖房。毎年６トンの薪割りが趣味。内閣府まち・ひ
と・しごと創生本部「地方創生における中山間地域ワーキング」有識者委員をはじめ、国
・県委員多数。主著に「田園回帰１％戦略−地元に人と仕事を取り戻す−」「始まった田
園回避−現場からの報告」。山口県中山間地域アドバイザー、高知県集落活動センター推
進アドバイザー。

10/19

参加費
無料

水 19:00〜21:00（受付18:30〜）

江府町防災・情報センター

事前申込
不要

（鳥取県江府町大字江尾1944番地2）

主催：江府町「小さな拠点」推進振興協議会
共催：江府町 お問い合わせ：江府町役場 奥大山まちづくり推進課

☎0859−75−3222

『大山三宝荒神社大神楽』の開催について
日

時

場
観

所
覧

平成28年11月３日（木・祝)
午前９時30分〜午後３時30分
大山三宝荒神社跡特設神殿 (大山寺阿弥陀堂隣)
無料

出演団体

☆下蚊屋荒神神楽保存会 明神社
(鳥取県指定重要無形民俗文化財)
☆比婆荒神神楽社
(国指定重要無形民俗文化財)
☆鳥取県荒神神楽研究会神楽団
お問い合わせ 鳥取県立博物館 ☎ 0857−26−8042

江尾西門坂の

ガードレール設置について

住民さんより江尾地内の西門坂に

おいて︑事故が多いことや幅員の狭

くなっている箇所が危険というご意

見をいただきました︒そこで９月

日に西門坂の一部にガードレールを

設置し︑安全対策を行いました︒西

門坂を車で通行される際は︑歩行者

に十分配慮して通行してください︒

また冬期間は凍結する場合もありま

平成28年10月号

す︒状況に応じて迂回するなど︑み

なさまのご協力をお願いいたします︒

21

21

こうふちょ
う
掲示板
みなさまからの
ご意見お問い合
わせへの対応に
ついて

行事スケジュール
〜公民館講座〜
フラダンス教室（江府町防災情報センター)
10月21日 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)
10月20日、11月10日
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)
11月10日 午後２時〜４時
和紙折紙教室（江府町防災情報センター)
10月22日 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)
10月17日、11月14日
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)
10月14日 午後１時〜３時

〜広域隣保活動〜
陶芸（高齢者創作館)
10月20・21日 午後７時〜９時
カラオケ（本町５丁目集会所)
10月15日、11月12日 午後１時30分〜４時
エコクラフト（本町５丁目集会所)
11月10日 午前９時30分〜午後４時
元気クラブ（本町５丁目集会所)
11月７日 午前10時〜11時30分
生け花（本町５丁目集会所)
11月５日 午前10時〜11時30分
あみもの（本町５丁目集会所)
10月25日 午前９時30分〜12時

手話教室（江府町防災情報センター)
10月21日 午後７時〜８時30分
墨彩画教室（江府町防災情報センター)
10月24日 午後１時30分〜３時30分
陶芸教室（高齢者創作館)
10月14日 午後１時〜４時
押し花教室（江府町防災情報センター)
10月24日、11月14日 午後１時30分〜５時
大正琴教室（江府町防災情報センター)
10月19日 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)
11月8日 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)
11月11日 午後７時〜８時30分

〜福

祉〜

江美の会（江府町総合健康福祉センター)
11月１日 午前9時30分〜11時30分
家族の会（江府町総合健康福祉センター)
11月10日 午前10時〜12時
ぼちぼち倶楽部（江府町総合健康福祉センター)
10月28日 午後１時30分〜３時30分
もの忘れ外来（江尾診療所)
10月20日、11月10日 午後１時〜４時
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
10月27日 午後１時30分〜３時
中国補聴器
10月26日 午前９時30分〜11時30分

〜明徳学園〜
10月14日
（江府町防災情報センター)

2016おくだいせんくんスマイルポイントラリー実施中
対象イベントに参加してポイントを集めよう!
５ポイントゲットで江府町商工会の
お買物券(500円)をプレゼント！
詳しくは江府町公民館まで
☎0859−75−2005

〜各種相談会〜
農地相談会
(江府町山村開発センター)
10月27日 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)
10月19日
午前９時〜12時
11月９日
消費生活相談（江府町総合健康福祉センター)
10月26日 午前９時〜午後４時

平成28年10月号
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イベント・人の動き

まちのイベント・お知らせ
〜江府中学校文化祭〜
日時

場所

〜江府町地域おこし協力隊紹介〜

10月29日(土)午前９時〜午後３時
☆各学年発表(劇)…など
10月30日(日)午前９時30分〜午後３時15分
☆合唱コンクール
☆江府町を考えるフォーラム2016
☆第46回吹奏楽部定期演奏会…など
江府町立江府中学校

８月より新たに１名の協力隊が着任いたしま
した。今後は奥大山農業公社を中心に活動い
たします。
奥大山農業公社班
梅木 琴未（22）

〜高校生電車通学定期券補助制度のお知らせ〜
町では、町内に在住する高校生が通学に利
用する電車通学定期券の購入に係る費用の半
額を補助しています。
補助の対象となる通学定期券は、江尾駅で
購入したものに限ります。
申請期限は定期券を購入した日から30日以
内ですので早めの手続きをお願いします。
手続き方法など詳しくは、教育委員会事務
局教育振興課（75−2223）までお問い合わせ
ください。

出身

境港市

趣味

草刈り、ゲーム

好きな食べ物 鶏のから揚げ
好きな酒
抱負

日本酒

江府町の農家さんと仲良くなって、農
業に関する技術、知識を学びながら江
府町に役立てていきたいです。どうぞ
よろしくお願いします。

《10月の納税は》

町
県
民
税 ３期
国民健康保険税 ５期
介 護 保 険 料 ５期
後期高齢者医療保険料 ４ 期

平成28年熊本地震の義援金について
皆様から寄せられた義援金について7月11日
以降に新たに1,711円の寄付がありました。

納期限は10月31日(月)です。（口座振替は10月31日）

お預かりしたこの義援金については鳥取県

今月の国民年金

共同募金会へ寄付いたします。ご協力ありが

納付期限10月分

とうございました。

美

原

用

川上

川上

下尾

春江

春子

節子

千壽

人の動き

小

机

角田

◎ごめい福を祈ります

御

道

将美

９

歳

歳

歳

歳

歳

操

英朗

本人

時夫

英樹

拓広

月届 ︵敬称略︶

歳

文子

68 83 74 93 97 79 91 81
歳

父弘己死去

母節子死去

住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
下安井 槙田 弘己
有司
歳

新

足羽

芳男

美女石

大谷

三輪スガ子

道

下安井

新

有司

ご寄付

槙田

英樹

９

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

下安井

川上

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

原

◎香典返しとして

小

母春子死去

平成28年10月号

時夫
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川上

（前月比＋76万円）

机

延寄付金額 563万円

御

（前月比＋61件）

妻スガ子死去

延申込件数 480件

操

現

母春江 新(道 死)去

年

平成28

10月在1日

三輪

ふ る さ と 納
税

泰治

応援ありがとうございます！

下安井

）は前月比

角田

９月末現在（

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。

伯耆町大殿

■まちの人口 3,110人（−11）
男 1,454人（−6）
女 1,656人（−5）
■世帯数
1,081世帯（−2）

平成28年11月30日まで

町営バスのデザインについて
ご意見をお聞かせください
江府町営バスは平成21年３月から運行を始め、今年で８年目を迎えました。現在使用してい
る５台の車両の内、４台は今年９月末で走行距離が50万キロに達しました。
このたび町ではバス事業の安定的な運営に向けて、計画的なバス車両の更新及び車両の小型化
を図るべくマイクロバス１台を購入します。
町では新車両のデザイン案として江府町をイメージする３つの案を考案しました。町民の皆さ
んのご意見をお聞きし要望の多かったものを採用したいと考えます。
ぜひ、みなさんのご意見をお聞かせください。

えびちゃんデザイン

●お聞きしたいこと
①氏名、住所
②どのデザイン案が良いか
③それを選んだ理由
●ご意見の送付先
・持参又は郵送の場合
任意の用紙に住所、氏名、意見の
要旨をご記入いただき役場住民課
まで送付又はご持参ください。
・電話の場合
役場住民課 0859−75−3223まで

おくだいせんくんデザイン

(平日の午前8時半から午後5時15分まで)

・ファックスの場合
0859−75−2389
役場住民課まで送信してください
・江府町ホームページの場合
町営バスデザイン応
募フォームからアク
セスしてください。

四季の鍵掛峠デザイン

http://www.town-kofu.jp/
2/1/4/16/v138/

●募集期間
10月17日㈪から10月31日㈪まで

※寄せられた意見は、個人情報を除き公開さ
れる可能性があります。
※実際にバスにプリントする場合、多少のず
れや車両の凹凸等によりデザインの一部を
修正する場合がありますので、予めご承知
おきください。

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
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