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第３分科会in江府

〜子供の国保育園の日野川子供太鼓〜

第49回全国ホタル研究大会

(江府中学校多目的ホール)

ち

まちの活性化を支援！
〜サントリープロダクツ㈱と
﹁江府町いきいき基金﹂の協定書を締結〜

▲調印式で固い握手を交わす竹内町長とサントリープロダクツ垣見社長
（左から川上議長、竹内町長、垣見社長、吉村工場長)

地方創生をまちと企業と
力を合わせて！
サントリープロダクツ㈱と町で
﹁江府町いきいき基金﹂に関する協
定書の調印式が６月１日 水( ︑) 江府
町防災・情報センターで開催されま

し︑人が集うまちに向けて江府町と

一緒になって活動してまいりた

い︒﹂と話されました︒

江府町いきいき基金で
まちがこう変わる！

略﹂の一環として︑﹁人材育成︑文

﹁まち・ひと・しごと創生総合戦

この﹁江府町いきいき基金﹂は

目して︑これらの資源を積極的に活

金﹂では︑地域資源や人的資源に注

ます︒特にこの﹁江府町いきいき基

町でもたくさんの施策を実施してい

地方創生を進めていく上で︑江府

化・芸術活動︑産業振興﹂に関する

用し︑住民への支援を行うことで地

した︒

施策の更なる充実を図ることを目的

域の活性化を目指しています︒

◎まちの元気づくり

通学支援などを継続実施

支援するため︑保育園無償化や高校

江府町の次世代を担う子供たちを

◎子育て支援

に江府町が創設する基金です︒
この度︑本基金の趣旨にサント
リープロダクツ㈱が賛同され︑支援

をいただく協定の締結に至りました︒
竹内町長は﹁地方創生に向けて各
種団体が一丸となって頑張っていま

す︒ただ︑国の支援にも限界がある︒
この基金で文化・歴史︑人材育成な

また伝統芸能や文化など様々な施策

地域の特産品開発や担い手育成︑
る体制をつくりたい︒﹂と話されま

の新規事業の取り組みや継続実施︒

どいろいろな面で活用し︑継続でき
した︒またサントリープロダクツ㈱
垣見社長は﹁江府町の創生総合戦略
のテーマである奥大山の恵みを活か
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健康を考える住民主体の
自主グループが発足！

いと思っています︒

江府町はこんな
支援をしています！

町では︑このように集会所など
に集まり︑﹁高齢者のための楽し
いグループ活動を行いたい！﹂と
お考えの団体に対して支援を行っ
ています︒
ご希望の方はお気軽にお問い合
わせください︒

65歳以上（虚弱な方や閉じこもり傾向のある方な
ど）の方が５名以上、年間８回以上の活動をされるグ
ループに上限１２，０００円を助成します。
集落の高齢者の皆さんが、楽しんで参加できる場の提
供をお願いします。
江府町 地域包括支援センター
電話：0859−75−6111

住民のいのちと健康を
守る医療者を育てるために

▲地元に根付いた食文化を、食べて学ぶ学生たち

験する演習を行っています︒
年度からは江府町下安井集落
での演習が始まり︑３年目の今年
で最終年度を迎えました︒演習初
日のこの日は︑下安井集落役員の
方の案内で集落内を回り︑机上で
はわからない集落の歴史や文化︑
暮らしぶりについて教えていただ
きました︒学生の中には県外の出
身者もおり︑﹁ワラビを生まれて
はじめて食べた﹂などと驚きの声
も聞かれました︒

先の２年間の演習で︑集落住民
の力と学生の力が実を結び︑健康
増進を目的とした自主グループ
﹁下安井ウォーカーズ﹂が立ち上
がりました︒町からの補助金を活
用して︑毎朝のウォーキング・ラ
ジオ体操︑セラバンド運動︑減塩
料理教室の開催など精力的な活動
が行われています︒
活動に参加している住民の方か
らは﹁健康づくりのグループが立
ち上がったことをとても嬉しく
思っている﹂﹁冬場は参加者が少
ない時もあるが︑今後もずっと継
続していきたい活動だ﹂といった
声も寄せられています︒

実習に参加された
下安井集落住民さんの声

江府町いどばたグループ支援事業

鳥大生による下安井集落での健康づくり活動

下安井集落と
鳥大保健学生

３グループに分かれての集落案
内が終わり︑集会所では内容を思
い出せない程多くの質問がありま
した︒集落のことを理解しようと
の思いでの質問でありとても嬉し
く思いました︒若い人は素晴らし
いな頼もしいなと感じました︒
下安井はとても小さなフィール
ドですが︑学生さんが何かを感じ
て医療活動に大いに役立ててほし

平成28年７月号
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▲下安井集落住民の方による案内を熱心に聞く看護学生たち

21

６月３日︵金︶︑鳥取大学医学
部保健学科看護学専攻３年生 人
が江府町下安井集落を訪れました︒
鳥取大学医学部保健学科のカリ
キュラムの一つである﹁過疎地看
護演習﹂では︑平成 年度から江
府町をフィールドにして︑学生が
モデル集落の住民とふれあう中で︑
中山間地での健康づくり活動を体
14

激闘！実年
ソフトボール大会

回江府町実年ソフトボー

６ 月 日 月( 〜) 日 金( 江) 府
町運動公園総合グラウンドで
第

ル大会が行われました︒全３
チームの選手たちによる熱戦
が展開され︑貝田チームが見

貝田

︿特別賞﹀

優

江尾第二

５チームが参加し︑リーグ戦で順位

︿結 果﹀
勝

ホタルを知り︑
ホタルを楽しむ

〜せせらぎ公園ホタル観賞会〜

６月 日 金( ︑) 保育園児や小学生︑保
護者などを対象にせせらぎ公園のあや
め館で﹁ホタル観賞会﹂が開催されま
した︒
講師は︑奥大山江府町ホタルの会の
神庭賢一さん︑干村隆司さんです︒
﹁オスとメスの見分け方は？﹂﹁ホタ
ルはどこに住んでいるの？﹂などホタ
ルの生態について勉強しました︒勉強
会終了後にはいよいよホタル観賞︒公
園の暗がりに無数の蛍の光が見えだす
と﹁わぁー！すごく綺麗！﹂と訪れた
方々から歓声が上がり︑思い思いのホ
タル観賞を楽しんでいました︒

10

まちの

日︵木︶に江府町運動公園テ

熱戦！江府町民職域対抗
ソフトテニス大会
６月
・

Y o u t h f u l S p i r賞
it
谷口 文子さん︵尚仁福祉会︶

準優勝

事優勝を飾りました︒

・
E x c e l l e nなt 男子賞
三木 茂久さん

ソフトテニス大会が行われました︒
を競い合いました︒選手は一生懸命に
・

E x c e l l e nなt 女子賞
川上
瞳さん︵江府町役場︶

新道・一旦

・

︵江府ソフトテニスクラブ︶

代表者賞
Difficulty
大谷
英さん

第３位

回江府町民職域対抗

17

︵サントリー＆日本通運奥大山︶

ニスコートで第

13

走ってボールを打ち︑和気あいあいと
盛り上がる大会となりました︒夜遅く
までお疲れ様でした︒

江府小ＳＴＣチーム

▲ホタルの生態を楽しく勉強しました

結果は次のとおりです︒

優 勝

江府ソフトテニスクラブチーム

︿結 果﹀
準優勝
江府町役場チーム

▲優勝した貝田チーム

話
題

第３位

▲優勝した江府小STCのみなさん

27

23

31

まちの話題

4
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郡内の集落営農組織の連携強化を目指して

日︑鳥取西部農協日南支
団体の

長︼

役員体制
︻会
㈱ファームイング
︻副会長︼

事︼

田渕 泰雄

勇

長岡 邦一
谷口

農事組合法人くろさか

農事組合法人宮市

︻監

㈲アルファービジネス

古都 久志

〜日野郡中山間営農ネットワーク協議会設立総会開催〜
６月
所において︑日野郡内の

今後の事業計画は︑視察研修の

報交換や親睦を深めました︒

意見交換会︑懇親会も開催され情

２組織が参加し︑総会に引き続き

と杉谷の農事組合法人かがやきの

本町からは︑農事組合法人宮市

農協です︒

されたもので︑事務局は鳥取西部

援を行っていくことを目的に結成

化・法人化を志向する集落等に支

が連携し研修会等の開催や︑組織

この協議会は︑郡内の営農組織

総会が開催されました︒

山間営農ネットワーク協議会設立

営農組織代表が集まり︑日野郡中

17

実施と法人税務・農業関連施策の

規律正しい操法を披露！

団︑第２分団︑第３分団が出場しま
した︒結果は以下のとおりです︒

優

大山町消防団名和分団

伯耆町消防団第１分団

ポンプ車操法の部
準優勝

南部町消防団本部班

勝
第３位

優

日野町消防団第１分団

江府町消防団第１分団

小型ポンプ操法の部
準優勝

伯耆町消防団第６分団

勝
第３位

６(月１日付
賀本 智子

入団のお知らせ

江府町消防団より
︻入団︼
団員

)

〜鳥取県西部消防ポンプ操法大会〜

回鳥取県西部消防ポンプ操法

大 会 が ６ 月 日 日( ︑) 鳥 取 県 消 防 学
校で開催され︑江府町消防団第１分

第
58

第３分団

平成28年７月号
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江府町消防団第１分団

▲小型ポンプ操法の部

12

22

勉強会を予定しています︒

まちの話題

▲郡内の営農組織の更なる連携強化が期待されます

まちの教育

江府中

現在︑江府中学校では︑４つ
の部活動が行われています︒

●野球部︵男子のみ︶
●卓球部︵男子のみ︶
●ソフトテニス部︵男女別︶
●吹奏楽部︵男女混合︶

生徒数の減少に伴って部活動
の数もだんだんと少なくなりつ
つありますが︑少数精鋭で各種
大会︑コンクール等での成果を
挙げています︒

そうした部活動の様子も含
めて学校に関心を持っていた
だこうと行った今回の﹁部活
動参観日﹂︒普段あまり見る
機会のないわが子の活動の様
子を見ようとたくさんの保護
者が参観に訪れ︑また︑地域
の方の飛び入り参加もありま
した︒
昨年度︑小編成部門で中国
大会第一位の成績を収めた吹
奏楽部では︑入部から約１か
月の１年生だけの演奏も披露︒
それぞれの部で先生や先輩達
に教わりながら力を伸ばして
いる生徒達です︒

部活動は︑勝ち負けだけで
はありません︒さまざまな人
と学び合い高まり合いながら
夢中になって一つのことに取
り組む中で強い心を育ててい
くことも大きなねらいとなっ
ています︒

6

平成28年７月号

江府小５年生

参観日

江府中学校のことを保護者や
地域の方に広く知っていただこ
うと︑５月 日に部活動参観日
が行われました︒

部
活
動
22

田 植え体験

社会科の学習では︑水の管理や
品種改良など米作りの工夫や苦労
を学びますが︑実際に子どもたち
が実践するのは難しく︑そこは長
尾さんに管理していただくことに︒
子どもたちは毎日その成長を確か
めながら学校に通い︑秋には稲刈
りを行って収穫の喜びを味わいま
す︒

「２〜３本ずつ、指ごと土の中に入れて
植えるんだよ」

これまでの練習の成果の発表する場と
してミニ演奏会を行う吹奏楽部

小学校５年生では︑社会科の学習で稲作に
ついて学びます︒そこで江府小学校では︑毎
年地域の方のお力を借りて︑春には田植え︑
そして秋には稲刈りを体験しています︒
足を取られてヨロヨロしながらも、豆綱
に合わせて丁寧に苗を植える子どもたち

今年は︑学校前にある小江尾の長
尾さんの田んぼを提供していただき︑
町内農家の５名の方のご指導のもと︑
﹁手植え﹂を体験しました︒
これまで素足で田んぼに入った経
験もない子どもたちがほとんど︒は
じめは足を取られて歩きにくそうに
していました︒地域の方の手際の良
さに目を丸くしながらも︑その手ほ
どきを受けてすぐにこつを覚える順
応性の高い子どもたち︒次第にスピ
ードアップして︑あっという間に田
んぼ一面の田植えを終えました︒

ユニフォームを着て飛び入り
参加してくださった地域の方
とのキャッチボール(野球部)

〜地域で育ち、地域に学ぶ こうふっ子〜
おっとっ
と…

▲きれいに磨かれたプールで今年も楽しく泳ぎましょう！

江府小学校

17

江府中学校
町民プール掃除を行いました！

日︵火︶︑町民プールで

︻町民プールの利用について︼
利用期間
７月 日〜８月 日
時
間
時〜 時
休 館 日
毎週水曜日︑８月 ︑ 日
利
※用は無料です

10

苗を植えました

40

ふれ愛 の 花

６月

節が近づいてきました︒みんなでき

にしていきます︒今年もプールの季

みんなが役割分担をしながらきれい

チーム︑ホースで水を流す役など︑

やデッキブラシで底を丁寧に磨く

除です︒たわしで壁面を磨くチーム

午後から江府中学生によるプール掃

午前中は地域の方がメインとなり︑

プール掃除を行いました︒

14

れいに利用しましょう︒

平成28年７月号
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22

17

28

16

ポートをお世話になりました︒
児童たちは︑各学年が入り混じっ
た２〜３人のグループをつくって作
業を開始︒上級生がリードして︑プ
ランター運びや苗植え︑水やりなど
を行いました︒
学校お助け隊の方に植え方を教わ
りながらマリーゴールドやサルビア
の苗を植え︑できあがったプラン
ターは合計で 個︒これから各グ
ループで責任を持って世話をします︒
このプランターは夏休み前に町内
の各施設に置かせてもらい︑町民の
みなさんの目を楽しませてくれるこ
とでしょう︒
江府小学校で︑﹁ふれ愛の花﹂の
異なる学年の児童同士のふれあい︑
苗植えを行いました︒
ボランティアさんとのふれあい︑そ
毎 年 行 っ て い る こ の 活 動 で す が ︑ して︑間接的ではありますが︑町内
今年も学校お助け隊８名の方に事前 のみなさんとのふれあいを意図した︑
に土づくりとプランターの準備をし 江府小発の地域とのふれあい活動で
て も ら い ︑ ま た ︑ 苗 植 え の 際 の サ す︒

まちの教育

まちの教育

図書館だより
新

着

図

書

開館時間

お

知

平 日
土日祝

8:30〜19:00
8:45〜17:30

ら

せ

※この一覧は新着図書の一部です

「山の日」記念特集！

＊一般書
咲ク・ララ・ファミリア／越智月子
ＰＴＡグランパ！／中澤日菜子
向田理髪店／奥田英朗
誰かが足りない／宮下奈都
さよならクリームソーダ／額賀澪
家族という病／下重暁子
気にしない練習／名取芳彦
日本の給料＆職業図鑑／給料ＢＡＮＫ
鉄のまほろば 山陰たたらの里を訪ねて／山陰中央新報社

＊児童書
神社・お寺のふしぎ100／藤本頼生（監修）ほか
星と宇宙のふしぎ109／村山定男（監修）
百人一首＊人物大事典／渡部泰明（監修）
僕のヒーローアカデミア＊雄英白書／堀越耕平

新しく制定された「山の日」を記念して、中国地方の山々
を撮った写真を見てはどうでしょう。美しいので是非ご覧
ください。
展示図書
・大山を歩む
・山陰の風土
・大山ブナの森から ・小谷元伸写真集
…など
また、「山の日」といっても過ごし方は人それ
ぞれです。山に登る人もいれば、登らない人も
います。『山野草ガイドブッ
ク』や『鳥取県のすぐれた自然
（動物編・植物編）』などの本
を見て、山に行った気分になる
のもいいかもしれません。

＊絵本
おんがくたいくまちゃん／シャーリー・パレントー
しんかんせんでいこう／間瀬なおかた
うみのそこたんけん／中川ひろたか
ぼくはここで、大きくなった／アンヌ・クロザ

＊紙芝居
ゆかいな民話＊選
桂文我＊落語紙芝居

※今月のお知らせコーナーは、６月に図書館で職業体験実習をし
た中学生が作成し、司書が調整したものです。図書展示コーナーも
中学生の作となっております。中学生さん、ありがとうございました！

ー先生のほのぼのコラム最終回
ニ
ー
カ
Hello everyone,
It has become very hot! Even though I ve lived here for four years, I m always so surprised at how hot
and sticky it gets in summer. That s one thing we don t have in California.
Speaking of California, as it turns out, Joshua, Koebi-chan, and I will be returning to America at the
beginning of August this year. It has been such an adventure living here in Japan, and I ve thoroughly
enjoyed my time in Kofu. When I return home, I will be a high school English teacher. I am excited about
telling my friends and family about my time here in Japan, as well as showing them the pictures I ve
taken. I will miss many things about Japan, Tottori, and Kofu when I return home, but I will come back
again! I still have many places in Japan that I want to travel to and see.
Thank you very much for making me feel welcomed here. I hope you will welcome the next ALT with
open arms like you did for me. You will all be in my memories and in my heart forever! Thank you,
Kofu-cho!
See you again!
˜Connie
皆さんこんにちは。
また暑くなりましたね。江府町に住んで４年になりますが、夏の蒸し暑さにはい
つも驚かされます。このような蒸し暑さはカリフォルニアにはないものです。
カリフォルニアと言えば、ジョシュアと小江尾ちゃんと私は８月１日にアメリカ
に帰国します。日本での生活は心躍る楽しいものでした。また、江府町で過ごし
た日々もとても楽しいものでした。私はカリフォルニアに帰って、高校の英語の先生になろうと思っていま
す。友達や家族に、日本での私の体験や私が撮ったたくさんの写真を見せるのが今からとても楽しみです。
帰国すると、きっと日本や鳥取県や江府町のことについて思い出し、とても寂しく感じられることでしょう。
でも、まだ行ってみたいところが日本にはたくさんあるので、またいつか日本に来ようと思います。
私を温かく迎えていただき本当にありがとうございました。次のALTに対しても私と同じように温かく迎え
ていただけるものと思っています。皆さんとのことは永遠に私の記憶と心の中に残っていきます。江府町、
ありがとうございました！
さようなら、また会いましょう！
カーニーより
平成28年７月号
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ラジオの生放送で道の駅奥大山をPR

思います︒
最近は不思議なキャラクター﹁おく
だいせんくん﹂も︑たびたび道の駅奥
大山のイベント会場に登場してくれます︒

カサラファームには農業
のお手伝いさんがやってき
ています。また民泊の準備
も進めています！
生田

７月から旧俣野・旧明倫
校区を対象に空き家調査を
行います！町中で私を見か
けたら近隣の空き家につい
てぜひ教えてください！
雨宮

夏に入る前に草刈りをし
ています。ミニトマトも大
きくなってきているので早
くできないか楽しみです！
片岡

最近は、登録有形文化財
の再活用を考える「よみが
えれ江尾発電所の会(仮)」に
関わっています！
上谷

地域おこし協力隊通信

隊員報告

８月６日にカサラファーム
で映画の上映会をやりま
す！NPOではシルバー人材
センターの事務局を受け持
ちました！
古海

ここで活きていく ︒

真

江府町の表玄関
道の駅奥大山で出会う
上野

地元の方たちと一緒に江府町の宝を
探して磨き上げ︑道の駅と観光の新し
い目玉として人を呼び込みたいと思い
ます︒
昨今は地元産のそば粉を使って︑日
野高校と初めとして各方面の方々にス
イーツを試作して頂いております︒
江府町ならではの特産品開発や道の
駅を絡めた情報発信にハッスルしてま
いりますのでこれからもよろしくお願
いいたします︒

グランドオープン一周年もたくさんの
お客さんにお立ち寄りいただきました！

新甘泉栽培の紹介HPを作
りました。｢江府町役場」→
「こうふ情報スポット」→
「奥大山農業公社」からご
覧ください！
藤井
しんかんせん

今月の報告は上野が担当します︒
６月で道の駅もグランドオープン一
周年を迎えることが出来ました︒ここ
でしか買えないをコンセプトに﹁物産
は日々進化し続けます︒
また︑レストランでは地元の人に共

感して頂けるメニューをめざし︑シェ

フ一同挑戦しております︒人と人が交

流することで新たな価値が生まれると

平成28年７月号
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館マルシェ﹂と﹁直売所みちくさ館﹂

地域おこし協力隊通信

地域おこし協力隊ひとこと報告

道の駅奥大山

道の駅奥大山グランドオープン１周年祭

グランドオープン一周年祭
(６月25・26日 会場：道の駅奥大山)

６月25・26日に、道の駅奥大山グランドオー
プン一周年祭が開催されました。目玉イベントの
「あゆひっかけ」や「どじょうすくい」にはたく
さんの子供が参加し、活きのいいあゆやどじょう
に悪戦苦闘しながらも、「やったー！」と歓喜の
声がたくさん聞こえてきました。その他、笹だん
ごや焼きそば、お茶とマッサージのリラックス
▲たくさんの人で賑わっています！

▲上手くどじょうがすくえるかな？

コーナーなど盛りだくさんのイベントでした。

▲お！あゆがかかった！かかった！

▲物産館マルシェ、みちくさ館ともにたくさんの人で賑わいました！

平成28年７月号
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第49回全国ホタル研究大会よなご大会

第49回全国ホタル研究大会よなご大会
第３分科会 in 江府 (７月１日 会場：江府中学校多目的ホール)
７月１日(金)、江府中学校多目的ホール
で「第49回全国ホタル研究大会よなご大会
第３分科会in江府」が開催されました。こ
の日は鳥取西部地区で４つの分科会が開か
れ、江府町では江府小学校５年生による発
表劇「守ろう！ホタルもみんな生きてい
る」や奥大山江府町ホタルの会の神庭賢一
氏、干村隆司氏によるホタルの生息環境に
ついての研究発表がありました。参加者か
らは「保育園児や小学生の素晴らしい発表
や江府町の自然環境に感動しました！」と
嬉しい言葉もいただきました。

▲たくさんの参加者で会場は大変な盛り上がりでした

▲子供の国保育園児による日野川子供太鼓の演奏

江府小学校５年生
による発表
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シリーズ

〜空き家について考えよう〜

※写真はイメージです

Part
２

全国的に大きな問題になっている「空き家」。前回号 Part1
では空き家の増加の背景等をお送りしました。
今後も空き家の増加が予想されることから、所有者の管理責
任を明確にし、安全で安心な暮らしを確保することが重要にな
ります。
今回号は空き家の及ぼす影響、所有者責任について考えてい
きたいと思います。

■空き家が及ぼす影響は？

■空き家の所有者責任とは？

全ての空き家が近隣に被害をもたらすわけでは あ
りません。
空き家が管理されず長期間放置されると老朽化が
進み、倒壊の危険性や治安の悪化、 放火の誘発や不
審者の侵入、害獣・害虫の発生など、様々な問題を
引き起こします。
さらに、管理が滞った空き家が地域内にあると、
町全体の経済的な価値を低下させ、まちの活力を奪
いかねません。

空き家の適切な管理がされない場合には、所有者
の責任が問われます。空き家を危険な状態で放置し
た結果、雪で建物が倒壊したり、強風で建物の一部
が飛散するなどして他人に被害を与えた場合、空き
家の所有者（相続人など建物を管理すべき人を含
む）に対して損害賠償を問われることがあります。
空き家を所有している方は、定期的に様子を見るな
ど状況を確認し、周囲に悪影響を及ぼしたり危険な
状態にある場合は、早急に修繕や改修、撤去など適
切な処置が必要になります。

■今までは…

■放置しておいたほうがお得！ではなくな
りました

建物が建っていることで、
土地の固定資産税が
軽減されていました。

これまでは、どんな空き家でも住宅が建っている
ことにより、土地の固定資産税などの軽減措置が受
けられました。この仕組みが空き家の増加の要因の
一つとも言われています。
しかし、平成27年5月「空家等対策の推進に関す
る特別措置法」が施行されたことにより、「特に危
険な空き家」だと認定されると、この軽減が受けら
れなくなりました。
全国的に見ても、空き家の管理不足、放置により
倒壊の恐れ等がある場合は、行政が強制的に撤去し、
その費用を持ち主に請求する事例が出てきています。
今後のためにも計画的な管理をしましょう。

■これかれらは…
「特に危険な空き家」と
認定された場合、土地の
固定資産税軽減が受け
られなくなります。
Next≫≫翌月号では、空き家の利用・活用、人口減
少・推移について考えていきたいと思います。

■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

☎75-3222

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp
平成28年７月号
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農業委員会だより

遊休農地発生防止対策の取り組みについて
農業委員の有志と農家等で構成する江府町薬草研究会（会長松原憲治、会員10名）では、平成27年度か
ら薬草（甘草）の試験栽培に取り組んでいます。昨年、下安井地内に試験圃場を設け167本の苗を植え付
けされ、現在は40㎝ほどに成長しています。
今年度は、黒ぼく土壌の小原地内及び一旦地内にも試験圃場を設け、約340本の苗を植え付けし、江府
町内での栽培拡大に向けた実証に引き続き取り組みます。江府町薬草研究会では、日野農業改良普及所、
鳥取大学農学部、民間企業からの指導・協力を得て、引き続き江府町の遊休農地発生防止又は有効活用
のため、実証試験を行います。

小原試験圃場と研究会の皆さん

下安井試験圃場

28

25

26

28

29

19

７月の農地相談会
お気軽にご相談ください。
◎相談日
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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28

農業委員会総会（６月）
審議案件すべて承認されました。

平成28年７月27日（水）
午後１時30分から午後４時まで

◎場

平成 年度全国農業委員会会長大会が開催

平成 年５月 日︵木︶に東
京都の文京シビックホールで︑
全国の農業委員会会長ら約１︐
８００名が集まり平成 年度全
国農業委員会会長大会が開催さ
れました︒改正農業委員会法の
施行︵ 年４月︶にあわせ︑﹁農
地利用の最適化﹂の重点化をめ
ざし︑従来にも増して﹁人と土
地﹂の対策に農業委員会組織が
総力を挙げて取り組みを強化す
ることが確認されました︒鳥取
県からは農業会議の川上会長を
はじめ︑県内市町村の農業委員
大会終了後︑衆・参議院議員
会会長ら 名が参加しました︒
会館で県選出国会議員と農地利
︵江府町からは松原会長が出
用最適化に必要な予算を十分に
席︒︶
確保するとともに︑農業委員と
最適化推進委員が︑現場でより
活動がしやすい運用改善を図る
等の要請活動︑意見交換を行い
ました︒
江府町では現在の農業委員の
任期︵平成 年７月 日︶まで
は︑現在の農業委員が﹁農地利
用の最適化の推進①遊休農地の
発生防止・解消②担い手への農
地利用集積・集約化③新規参入
の促進﹂業務に全力で取り組ま
なければなりませんが︑新しく
選任される農業委員と農地利用
最適化推進委員が連携して取り
組むこととなります︒
28

平成28年７月号

農用地利用集積計画（案）について
14件
農業振興地域整備計画に係る意見具申
1件
農地法第３条（農地の所有権移転等許可手続き） 1件
平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について
平成28年度事業計画について

−information―お知らせ

奥大山

消費生活にゅーす

特殊詐欺シリーズ③

相談事例

〜特殊詐欺に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

「サイト料金が未納。訴訟になる」とメールが！

携帯電話に心当たりのないサイト料金が未納になっているとのメールが届きました。
【最終勧告】アダルトサイトの未納料金が発生しており、再三連絡を
入れましたが無視されたため、本日中に連絡が無い場合、訴訟、差し
押さえ等の法的措置を取ります。電話番号○○○―△△△△…

心当たりはないものの、突然のメールにどうしていいか分からなくなりましたが、
訴訟になっては困ると思い電話をしたところ・・・
出会い系サイトを利用した記録が残っていますよ。解約してないから
1年間分の未納料金30万円と延滞金を払ってもらわないと。
でも、利用した覚えは無いですよ。

何を言ってるの、こっちには履歴が残っているんだ。
弁護士に頼んであるし、明日中に払わないと訴訟手続きが
止められないけど、いいの？
えぇっ！困りますよ。そんなぁ。
怖くなって電話を切りましたが、不安で仕方がありません。どうしたらいいのでしょうか…

対処法
覚えのない請求は無視！「架空請求」には応じない！
「心当たりのない料金の請求メールが届いた」「携帯電話に覚えのない料金が未納だとの
電話がかかってきた」などの相談が寄せられています。「訴訟を起こす」「弁護士対応に
なる」などと言われ不安になっても、金銭の要求に応じてはいけません。不審な電話は直
ぐに切り、覚えのない請求は無視しましょう。お金の話になったら、必ず家族、相談窓口
へ相談しましょう。
お困りの場合は、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)、黒坂警察署江尾駐在所(75-2054)へご相
談ください。

※次回の相談員による相談日は７月１３日(水)9時〜16時、役場本庁舎で行います。お気軽にお越し
ください。
平成28年７月号
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お知らせ−information―

後期高齢者医療被保険者証及び
国民健康保険被保険者証･高齢受給者証等の更新について
〔対象となる方〕
○「後期高齢者医療被保険者証」（ピンク色）をお持ちの方
○「国民健康保険被保険者証」「高齢受給者証」（ふじ色）をお持ちの方
上記の対象となる方は、現在お持ちの被保険者証等が平成28年7月31日までの有効期限になっています。
新しい被保険者証と高齢受給者証は、平成28年7月20日以降に簡易書留郵便にてお送りいたしますので、
お手元に届きましたらご確認ください。

＜後期高齢者医療被保険者＞
【郵送するもの】
〇後期高齢者医療被保険者証（ピンク色）
〇後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（白色）
※対象となる方のみ同封いたします。
〇特別医療費受給資格証（青色）
※対象となる方のみ同封いたします。

＜国民健康保険被保険者＞
【郵送するもの】
〇国民健康保険被保険者証

一般（ふじ色）
退職（水色）

〇国民健康保険高齢受給者証（ふじ色）
※対象となる方のみ同封いたします。
〇特別医療費受給資格証（青色）
※対象となる方のみ同封いたします。
※限度額適用・標準負担額減額認定証（白色）が必要な方は再度申請が必要です。役場福祉保健課窓
口にて申請手続きをしてください。

※ 古い被保険者証と高齢受給者証は、８月１日以降に福祉保健課に返却いただくか、破棄してください。

詳しくは,
江府町役場福祉保健課
☎ ０８５９−７５−６１１１
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自衛官候補生を募集しています！
自衛官候補生とは？
採用後「自衛官候補生」（特別職国家公務員）に任命され、自衛官となるために必要な基礎的教育訓
練に専念する新しい採用制度です。自衛官候補生として所要の教育を経て3ヶ月後に２等陸・海・空士
（任期制自衛官）に任官します。

試験日程および説明会日程
採用試験の日程
採用試験日
備 考
※第２回は、男子のみの
第１回
平成28年９月17日〜９月27日
いずれか１日を指定します
採用となります。
第２回
平成28年11月22日※
自衛官等受験説明会の日程
会場名
開催時間
開催日
第１回 平成28年７月24日(日) 米子コンベンションセンター 午後１時から午後５時
第２回 平成28年７月29日(金)
江府町役場1階会議室
午後５時から午後７時
※各回試験の受付期間及び試験日は、募集人員の関係で変更または取止めになる場合があります。
お問合せ先はコチラ
【自衛隊米子地域事務所】
米子市西福原３丁目３−１ ＹＮＴ第４ビル２階
☎：0859−33−2440
開所時間
月曜日〜金曜日 午前10時00分〜午後６時15分 （土日祝は終日閉所）
【閉所中のお問合せ先】
自衛隊米子地域事務所 広報官 山田
☎：080−6339−7366

７月は「社会を明るくする運動」
強調月間です

第66回 社会を明るくする運動
〜犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ〜
すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人たちの更生について理解を深め、それぞれの
立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を
築こうとする全国的な運動です。みなさまのご協
力をお願いいたします。

鳥取看護大学・鳥取短期大学
オープンキャンパス開催！
大学の概要説明、授業体験、キャンパス見学、
キャンパスライフの紹介、個別相談など毎回盛り
だくさんの企画を用意し、みなさまをお待ちして
います。米子駅などより無料送迎バス&ランチ
サービス付！詳しくはホームページをご覧ください。
【日 程】
８月 ７日（日）（両大学合同）
９月11日（日）（鳥取短期大学のみ）
【時 間】
11：00〜15：30（受付 10：15〜）
【お問い合わせ先】
鳥取看護大学・鳥取短期大学入試広報課
☎0858−26−9171

オープンキャンパスの
申込みは
ＱＲコードから
▲社会を明るくする運動の伝達式の様子
平成28年７月号
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お知らせ−information―

麻しん風しん（MR）の予防接種を
受けましょう！
○麻しん（はしか）や風しんとは
麻しんはウイルスに感染した後、約10〜12日間を経て、熱・せき・鼻水などの症状が出始めます。
数日すると、首筋・顔から赤い発疹が出はじめ、38℃〜39℃台の熱が１週間から10日間程度続くこ
とがあります。肺炎や脳炎を引き起こすこともあり、重症化すると命の危険もあります。
風しんは発熱と全身に淡い発疹が出る感染症です。平成25年に大流行し、平成26年から流行は落ち
着いていますが、風しんの流行に引き続き注意が必要です。医療機関で予防接種を受けましょう。
○予防接種に必要なもの
麻しん風しん（MR）予防接種予診票、母子健康手帳
○定期接種対象者
１期対象者：１歳になったら早めに接種しましょう。
２期対象者：保育園の年長児（小学校就学前の１年間）

熱中症を予防しよう
〜５月から９月は「鳥取県熱中症注意月間」です〜
鳥取県の熱中症による救急搬送の約半分は高齢者です。70歳以上では、「農作業中・後に田畑で倒
れている」「自宅で倒れている」など、日中１人でいて発症する状況が多くみられています。熱中症
は、室内で何もしていない時でも発症します。日頃から、規則正しい生活、バランスの良い食事、十
分な休養と睡眠をとり体力を養うとともに、次のことに心がけましょう。

①

室内でも外出時でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分を補給しましょう。

②

暑い時間の外仕事は避けましょう。日陰を利用し、こまめに休憩をとりましょう。

③

通気性の良い、吸湿性・速乾性のある服を着ましょう。

④

保冷剤、氷、冷たいタオルなど、体を冷やすグッズを利用しましょう。

※特に高齢者、障がい児・障がい者や子どもについては、
周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。
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行事スケジュール
〜広域隣保活動〜
陶芸（高齢者創作館)
７月21・22日 午後７時〜９時
カラオケ（本町５丁目集会所)
7月23・30日、8月6日
午後1時30分〜４時
あさがお教室（島根県出雲市、松江市)
８月１日 午後８時30分〜午後５時
エコクラフト（本町５丁目集会所)
８月４日 午前９時30分〜12時

〜福

祉〜

江尾の会（江府町総合健康福祉センター)
8月2日 午前９時30分〜11時30分
ぼちぼち倶楽部（江府町総合健康福祉センター)
７月22日 午後１時30分〜３時30分
もの忘れ外来（江尾診療所)
7月21日、8月４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：７月21日
午後１時30分〜午後３時
中国補聴器：７月26日
午前９時30分〜午後11時30分

〜小学校・中学校〜
終業式
・江府小学校 ７月20日（水)
・江府中学校 ７月19日（火)
江府町・西ノ島町児童交歓臨海学校
７月26日(火)〜28日(木)

〜音楽イベント〜
日野川合唱フェスティバル
７月24日（日） 午後１時開演
日野町文化センター

『犬に名前をつける日』で
熊本地震を支援しよう上映会
7月28日 午後６時開場 午後７時30分上映開始
場所：米子コンベンションセンター
『犬に名前をつける日』で熊本地震を支援し
よう上映会では映画鑑賞チケット1,000円のう
ち約800円が熊本地震の被災地の動物愛護活動
支援のために活用されます。詳しくは下記の
連絡先までお問い合わせください。
【チケットについて】
チケット：1000円
取扱い箇所
米子コンベンション
センター
米子文化ホール
米子市公会堂
杉島書店
【お問い合わせ先】
映画で熊本の動物愛護活動を支援する会
青木 ☎050−5307−3064

〜人権・同和問題研修会〜
江府町人権・同和問題研修会
８月８日(月) 午後１時30分〜３時
江府中学校多目的ホール

いのちと暮らしの映画祭
inカサラファーム
8月６日 午後１時・午後５時（２回上演）
（場所：市民農園カサラファーム)
あなたの「暮らし」にはどんなものが必要で
すか？モノ、人、自然、すべてとのつながり
を感じる映画を上映します！上映後にはイベ
ントもあります！ぜひお越しください！
映画名「なつやすみの巨匠」
入場料 1,000円（小学生以下無料）
お問い合わせは
0859-72-3122（古海)まで！

まんが でビブリオバトルin江府
８月７日 午後２時〜４時
（場所：江府町防災・情報センター)
好きな本を熱く語り、誰が紹介した本が一
番読んでみたかったかを決めるイベントで
す。今回はまんがをテーマに開催いたしま
す。参加・観覧は無料です。参加をご希望の
方は以下の連絡先までお問い合わせください。
江府ビブリオバトル実行委員会
会長 梅林一之
090−9503−9882
kofu.bibliobattle@gmail.com

平成28年７月号
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行事スケジュール
〜公民館講座〜

〜公民館講座〜

手話教室（江府町防災情報センター)
７月15日、８月５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)
７月25日 午後１時30分〜3時30分
陶芸教室（高齢者創作館)
７月21日 午後１時〜４時
押し花教室（江府町防災情報センター)
7月25日、8月8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)
7月20日、8月３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)
８月９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)
８月12日 午後７時〜８時30分

フラダンス教室（江府町防災情報センター)
7月15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)
7月21・28日、8月４・11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)
７月28日、８月11日 午後２時〜４時
和紙折紙教室（江府町防災情報センター)
7月23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)
８月８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)
７月21日 午後１時〜３時

〜スポーツ大会〜

〜各種相談会〜

山陰少年ソフトテニス選手権大会
(江府町総合運動公園テニスコート)
≪日 程≫
７月21日 小学生
７月26日 中学生男子
午前９時〜
７月27日 中学生女子

○農地相談会（江府町山村開発センター)
７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)
８月10日 午前９時〜12時
消費生活相談（江府町役場本庁舎)
７月13日 午前９時〜午後４時

〜お詫びと訂正〜

《7月の納税は》

固 定 資 産 税 ２期
国民健康保険税 ２期
介 護 保 険 料 ２期
後期高齢者医療保険料 １ 期

町報6月号について以下のことについて誤りが
ありました。大変申し訳ありませんでした。
お詫びして訂正いたします。
○ｐ2〜3 日本遺産認定
今年は大山開山1300年〜
⇒ 平成30年は大山開山1300年〜
○ｐ21 第24回参議院議員通常選挙 最下部
期日前投票は6月24日から
⇒ 期日前投票は6月23日から

今月の国民年金
納付期限７月分 平成28年８月31日まで
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。

雅康

人の動き

加藤

克巳

◎お誕生おめでとう

日の詰

片山

千代

６

歳

歳

歳

本人

陽子

直道

本人

月届 ︵敬称略︶

歳

住所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
(
いり え
きよまさ
男
正雄
一 入江 恭正

谷

森下

新

杉

川

藤枝

92 99 80 69 94

◎ごめい福を祈ります

佐

金田

本人退院

本人退院

住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
本人
歳
宮市原 加藤 末子

下安井

ご寄付

６

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

肇

哲

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

筒井

◎見舞い返しとして

下蚊屋

西田

平成28年７月号
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)

（前月比＋86万円）

◎香典返しとして

(

延寄付金額 306万円

兄克巳死去

（前月比＋77件）

直道

延申込件数 269件

片山

7 1

母金田藤枝 下安井 死去

年
平成28
月 日
現在

谷

ふ る さ と 納
税

杉

応援ありがとうございます！

双葉

）は前月比

濱本

６月末現在（

奈良県

■まちの人口 3,129人（−6）
男 1,468人（−4）
女 1,661人（−2）
■世帯数
1,083世帯（−4）

納期限は８月１日(月)です。（口座振替は８月１日）

江府町地域おこし協力隊が

誠︵
歳︶

島根県松江市

プロフィール

長谷川

出身

趣味：登山

抱負：江府町を知り︑理解する

ところから頑張っていこ

うと思います！

よろしくお願いします︒

長谷川隊員の
今後のミッション

○江府町観光協会を中心と

した活動

○特産品開発や江府町の情

報発信！

○新たな観光資源発掘！
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新たに１名 着任しました！

▲江府町観光協会で江府町を盛り上げていきます！
(写真左から地域おこし協力隊長谷川さん、観光協会事務局遠藤さん)

江府町長選挙の

投票日は7月24日(日)です
平成28年７月31日の任期満了に伴う江府町長選挙が、７月19日告示・24日投票
日として執行される予定です。
この選挙は、今後の４年間の町政の担い手になる私たちの代表者を選ぶもっとも
身近な選挙です。必ず投票しましょう。

【期日前投票について】
選挙当日にお出かけされる予定の方は、７月20日（水）から23日（土）までの４日間、期
日前投票が利用できます。投票所は江府町防災・情報センター１階で、午前８時30分から午
後８時まで行うことができます。
【不在者投票について】
病院や施設に入所されている方、仕事や学業などで遠方におられる方は、不在者投票が利
用できます。投票用紙を江府町選挙管理委員会に請求し、現住所の選挙管理委員会で投票を
行うことができます。詳しい方法は、選挙管理委員会事務局までお問合せ下さい。
問合せ先：選挙管理委員会事務局（役場総務課）（電話）75−2211
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）
75−3305 FAX
（0859）
75−2389
ホームページURL：http://www.town-kofu.jp/
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