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大きな絵にきれいに色が塗れたよ♪

10月７日洲河崎大橋お絵かきイベント（江府町荒田)

動画で町報こうふ!

この模様は動画サイトYouTubeで
ご覧いただけます！

URL：https://www.youtube.com/user/townkofu

特集−「全国学力・学習状況調査」について−

﹁全国学力・学習状況調査﹂
調査結果について
全国の小学校６年生︑中学校３年生
を対象とした﹁全国学力・学習状況調
査﹂が４月に行われ︑その結果が公表
されました︒
この調査は︑子どもたちの学力状況
を把握することを目的として︑全国の
全ての小・中学校を対象に文部科学省
が毎年実施しているものです︒江府町
からも対象学年となる江府小６年生︑
江府中３年生が参加しました︒
今年は︑生活全般に関する質問紙に
よる調査および国語︑算数・数学の２
教科の基礎問題と活用問題の調査が行
われました︒
ここでは︑国語︑算数・数学および
質問紙について︑その結果から見えて
きた江府町の子ども達の姿や課題と︑
その解決のための実行策についてお伝
えします︒

国語について

﹁読むこと﹂について︑特に文学的な文 明すること﹂への苦手さが見られました︒
章の読み取りについては比較的得意として
また︑書字や文法などについての正答率
いる様子が見られます︒しかしその一方で︑ の低さが見られ︑言語に関する知識・理解
説明的な文章について文章とグラフや表な といった面での課題も見られました︒
どの資料とを関連づけて説明することを苦
手 と し て い る 様 子 が 見 ら れ ま し た ︒ ま た ︑ ○文学的文章を読み取ることが比較的得意
全体として︑選択式の回答についての正答
読書推進を継続していきます︒
率は比較的高いものの︑﹁自分の考えを書 ○説明的文章を図やグラフなどの資料と関
く﹂・﹁分かったことを的確に書く﹂と
連付けて説明することが苦手
いったような記述式の解答に関する正答率
他教科でも意識して指導していきます︒
の低さが課題として見られました︒
○漢字・ローマ字・文法等の基礎的な知識
の定着が課題
繰り返しで定着を図るとともに︑上学
年でも随時指導を行っていきます︒
●江府小学校
目的に応じて書くことを整理したり読む
本を選択したりすることについては高い正
答率が見られました︒
しかし︑漢字の書字やローマ字を読んだ
り書いたりすることについての正答率の低
さが見られ︑言語に関する知識・理解と
いった面での課題が見られました︒また︑
記述式解答については無答の児童の割合が
高く︑記述することへの苦手さや解答意欲
の低さが感じられました︒

●江府中学校
説明的な文章について︑内容を読み取る
ことに関しては高い正答率を示す一方で︑
目的に応じて情報を収集することについて
の正答率の低さから﹁根拠を明確にして説
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算数・数学について
算数・数学においては︑これまでの学習経験を通して
身につけた公式や解法を用いての思考法・処理能力は高
い傾向が見られます︒
しかし︑基礎問題・活用問題ともに後半の無解答率が
高くなるので︑計算・処理速度の向上︑時間配分を考え
た問題への取り組み方に課題が見られます︒また︑国語
と同様︑記述式の解答での正答率の低さも見られ︑用語
の定着や語彙︵ごい︶数の少なさが課題と考えられます︒
●江府小学校
数の大小関係︑単位量当たりの大きさについては理解
しているものの︑位をそろえて計算するなど単純な計算
の仕方につまずきも見られます︒基礎問題においては算
数を得意とする子がいる反面︑苦手とする子も少なくは
なく︑全体的に正答率が下がる傾向が見られます︒
●江府中学校
平面図形に関する平行・垂直の関係︑角度などについ
てはよく理解していますが︑立体図形についての理解に
は困難さが見られます︒また︑与えられた条件や情報を
整理し︑考え方やその理由を筋道立てて説明・証明する
ことへの苦手さも見られます︒
○学習経験が計算・処理に活かされている
基礎・基本の定着をさらに図ります︒
○計算処理速度︑精度の向上が課題
ドリル学習などで習熟を図ります︒
○説明・証明に見られる苦手意識の克服
用語の定着を図るとともに︑協働的な学習の中で説
明等の体験を積む機会を増やします︒

生活習慣や学び方について
すべての児童生徒が朝食をきちんと食べ
ており︑規則正しい朝のスタートが切れて
いるようです︒また︑﹁学校のきまりを守
る﹂・﹁友達との約束を守る﹂などの規範
意識も高い傾向にあり︑すべての児童生徒
が﹁いじめは︑どんな理由があってもいけ
ないことだと思う﹂と回答しています︒
一方で︑起床・就寝の時刻が遅くなりが
ちな様子が見られます︒また︑宿題はおお
むねできているようですが︑それ以外の予
習・復習など家庭学習の時間や方法・習慣
化には課題も見られます︒
自分には︑よいところがあると思います
｢
か と
｣ いう問いに対する回答は そ
｢ う思う ｣
の割合が低くなっています︒全国的にも低
い傾向にありますが︑その全国と比較して
も江府町の児童生徒の自信のなさや自己肯
定感の低さは課題と言えます︒併せて︑将
来の夢や目標があるかどうかについても︑
全国と比較して低い傾向が見られます︒家
の人と学校での出来事について話をする児
童生徒にも二極化の傾向が見られるようです︒
平日にテレビ・ビデオ・ゲーム・メー
ル・インターネットなどのメディアにふれ
る時間が２時間以上という児童生徒も多く
見られます︒そうしたメディア利用のあり

方が︑起床 就
･ 寝時刻が遅くなること︑学習
習慣の未定着や自己肯定感の低さ︑家族と
のコミュニケーションの希薄化の背景にあ
るように思われます︒また︑学習面におけ
る表現することへの苦手さにも︑コミュニ
ケーションの希薄化や自信のなさが少なか
らず影響しているのではないかと考えます︒

●江府小学校
学習において話合い活動を多く取り入れ
るとともに︑学習のめあてや振り返りを意
識した取組を継続しています︒﹁分からな
いこと﹂が出し合える関係づくりも進んで
おり︑﹁分からないこと﹂を出発点とした
協働的な問題解決学習を今後も推進してい
きます︒

●江府中学校
﹁友達の前で自分の考えや意見を発表す
ることが得意﹂と回答する生徒が全国と比
較しても多く見られ︑良好な人間関係の中
で学習が行われている様子がうかがえます︒
新聞を読んだり読書をしたりして︑社会事
象への関心や語彙︵ごい︶力をはじめとし
た表現力を高め︑話合い活動をより一層深
めていきます︒

学年による差異もあるため︑本調査の結果がすべての学年あるいは児童生徒
にあてはまるものではありません︒しかし︑全国と比較して見えてきた課題に
ついては真摯に受け止め︑その課題を克服し︑さらに伸ばしていけるよう︑各学
校における指導の改善に活かしていきたいと思います︒
ご家庭においては︑生活習慣を整えることを今後も継続していただき︑家庭
での学習習慣についても︑お子さまの様子をあらためて見直し励ましの声かけ
をしていただきたいと思います︒また︑メディアとの接し方についても今一度
お子さんと話し合っていただき︑ルールを決めるなど︑よりよい学びにつなが
るご支援をお願いします︒
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平成28年10月
13日付で江府町
副町長に就任さ
れました。

秋の江府町を
歩いて楽しもう！

〜奥大山ぶなの森健康ウォークラリー〜

50

橋面お絵かきイベント〜

10

大きなキャンパスに
楽しくお絵かき

25

〜洲河崎大橋

月 ９ 日 日( ︑) 江
府町江尾地内を中心
に﹁奥大山ぶなの森
健康ウォークラリー ｣
が開催され︑町内外
から約 名の参加が
ありました︒
参加者は江府町防
災情報センターをス
タートし︑江美城跡
地や江尾の町中を散
策しながらゴールを
目指します︒各所に設けられたチェックポイント
ではグラウンドゴルフに挑戦したり︑﹁火文字の
本数は？﹂﹁江美城主の名前？﹂など江府町にま
つわるクイズが出題され︑身体も頭もフル回転︒
無事全チームがゴールし︑奥大山の野菜たっぷ
りのカレーが振る舞われました︒来年もたくさん
の参加をお待ちしています︒

▲仲良し４人組で優勝目指していざスタート！

▲チェックポイントで
グラウンドゴルフ！

月 ７ 日 金( ︑)
国道１８１号江府
道路で現在建設中
の﹁洲河崎大橋﹂
で橋面にお絵かき
するイベントが開
かれ子供の国保育
園の園児 名が参
加しました︒
舗装される前の
コンクリート面に
地域おこし協力隊
が﹁おくだいせん
くん︑ぞう︑きりん︑あやめの花﹂の下絵を描
き︑子供たちが色塗りをしました︒普段のお絵
かきとはスケールが違い︑絵の具の入ったバケ
ツを何度も交換してもらう園児も︒
お絵かき完成後はドローンによる空撮で記念
撮影︒参加した園児は﹁たくさん色が塗れて楽
しかった︒﹂と元気よく答えていました︒

イベントの様子は
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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平成28年11月
２日付で江府町
教育長に就任さ
れました。
平成28年10月１日付で賀本幹穂さ
んが新たに教育委員に就任されました。
また前田恵子さんは再任となりました。

副町長
影山久志さん
教育委員
賀本幹穂さん

前田恵子さん

教育長
富田敦司さん

江府町副町長
江府町教育長︑教育委員
就任のお知らせ

まちの話題

▲大きな筆でしっかり塗ります

4
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日︑江府町戦没者並びに殉職者慰

江府町慰霊祭
月

霊祭が仏式により行われ︑戦争で犠牲と

地元住民と中学生で
河川敷に菜の花を
〜菜の花プロジェクト種まき〜
月 日 金( ︑) 江府中学校裏の日野川河川敷で地元
住民で組織された﹁菜の花の会﹂と江府中学校生徒と

なった戦没者・殉職者のご遺族と共に︑先
引き続き平和で豊かな社会となるよう祈り

共同で菜の花の種まきが行われました︒この取り組み
は﹁菜の花の会﹂が日野川の河川敷の景観を向上させ
たいという想いから企画されたもので︑江府中学校も

名の方々が３０

３柱のみたまの前で黙とうをささげ︑参列

その趣旨に賛同し実現しました︒種まきに参加した生

当日は︑遺族をはじめ

の大戦で尊い犠牲となった方々の霊を慰め︑

!!
▲景観向上に地域と学校が連携!!

江美城散策道がすっきり！

〜江尾地区ボランティア草刈り作業〜

月 日 日( ︑)江尾地区のボランティアにより江
美城付近の散策道の草刈り作業が行われました︒

利用しやすい散策道になりました︒

施されました︒生い茂った草や低木などを伐採し︑

今回の散策道の草刈りは江尾地区の有志により実

散策される観光客が増えてきました︒

まつわる史跡が見直されてきた現在︑江美城跡地を

﹁天の蛍〜十七夜物語〜﹂の発刊により江美城に

16

28

をささげました︒

14

徒は﹁来年の春には黄色い菜の花が咲きます︒今から

平成28年11月号

5

10

楽しみです︒﹂と話していました︒

▲散策道の草刈り作業風景

56

10

10

者全員で焼香を行いました︒

まちの話題

まちの話題

〜町民ワークショップ〜
(島根県中山間地域研究センター統括監)

▲会場は満席！まちづくりへのやる気が湧きあがった
住民さんもたくさんいらっしゃいました！

づくりをやりましょう〜江府町に
﹁人﹂と﹁仕事﹂を取り戻す〜﹄が
開催され︑町内外から約 名の参加
ペ シ ャ リ ス ト で あ る 藤 山 浩 さ ん 島(
根県中山間地域研究センター研究統
括 監 を) 講 師 に 迎 え ︑ 江 府 町 の 現 状
や未来ある話を展開されました︒

して︑いかに町内でお金や資源を回

源調達したり︑販売・事業化したり

域を元気にするためには町の中で資

あります︒

決めた会の名称で次のような意味が

の こうふくらしっく♪ は参加者で

〇幸福に暮らす

していくかということが大切︒人や

仕事や物を外部から取り戻し︑域内

〇江府の暮らしをおしゃれ シ( ック

を活かしていきましょう！

しくしていくためのたくさんの意見

に向けて︑暮らしをもっと豊かに楽

今後も﹁３０００人の楽しい町﹂

した︒

解決していけばよいかを話し合いま

意見を出し合い︑地域でどのように

ることや不便に思っていることなど

かれ︑日々の暮らしの中で困ってい

した︒その後参加者でグループに分

聴き︑他地域の事例などを勉強しま

事務局長の小俣健三郎さんの講演を

れている﹃ＮＰＯ法人おっちラボ﹄

第１回目は島根県雲南市で活躍さ

)

こうという意味が込められています︒

てきたくなるまちづくりを進めて行

くための暮らしの基礎を作り︑帰っ

江府らしく みんなが過ごしてい

まちをつくる ホ(ームシック )
〇暮らしのベーシック 基(礎 を)作る
・・・など

〇江府へ帰ってきたくなるような

〇クラシカルな魅力を発信する

にする

で供給できる仕組み作りをぜひ江府

町でも実施していただきたい﹂と講
演されました︒

みんなで奏でる
こうふくらしっく♪

〜町民ワークショップ〜

月７日 金( か) ら全４回の日程で
﹁こうふくらしっく♪〜町民ワーク

藤山氏は﹁従来は町や村で完結し
ていた衣食住が外部へ流出し︑お金

ショップ〜﹂を開催しました︒こ

▲いろんな地域・世代の方々と江府町を考える良い
機会になりました。

も外部へ流出してしまっている︒地

10

テーマは 取り戻す！
１％戦略で生活水準を
維持できる！
〜まちづくり講演会〜

19

月 日 水( ︑) 江府町防災・情報
センターで﹃３０００人の楽しい町
10

がありました︒中山間地域研究のス

80

まち が変わる！
続々進む江府町のまちづくり！

まちづくり講演会

〜3000人の楽しいまちづくりをやりましょう!!〜

＆

江府町ならできる！
流出した人も仕事も
江府町に取り戻しま し ょ う ！

こうふくらしっく♪
浩さん
藤山

が動けば
人
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日︵日︶町民運動公園総合
回江府町バレーボール

い参加数でしたが︑各チーム勝利を

江府町役場

江府町卓球大会 小(学生・地域の部
日にち 平成 年 月 日

︻大会情報︼

〃

第３位 新一ＴＣ

準優勝 このゆびとまれ

優 勝 サンエス

︿結 果﹀

江府町卓球大会 ︵職域グループの部 )

月７日︵金︶町民運動公園総合

今年は

目 指 し て 懸 命 に ボ ー ル を 追 い か け ︑ 体育館で第 回江府町卓球大会 職(域
体 育 館 は 終 始 熱 気 に 包 ま れ ま し た ︒ グループの部 が)開催されました︒
チームが参加し︑老若男
優勝の栄冠は︑Ａリーグ・Ｂリーグ

女問わず和気あいあいとラリーを楽

▲優勝したサンエスチーム

江府町バレーボール大会
月

体育館で第
大会が開催されました︒
Ａリーグの９人制に２チーム︑Ｂ
ともに貝田チームが手にしました︒

しんでいました︒

決勝戦は初出場のチーム同士での

対戦となりました︒接戦を制したサ

ンエスチームが見事に優勝を飾りま

場 所 総合運動公園体育館

20

10

した︒

)
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7

11

午 前 午前９時〜

▲真剣勝負！

28

55

11

37

リーグのソフトバレーボールの部に

▲選手の皆さんお疲れ様でした

16

８チームがエントリー︒少しさびし
▲ナイスアタック！

10

ふ

えき

りゅう

こう

｣

10

11

19

30

13
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た︒そして新町２丁目公民館をお借
りしてその報告会と意見交換を行い
ました︒ 数名の方に参加をいただ
きました︒有難うございました︒こ
のような会を様々な場所で継続して
行い︑叱咤激励をいただきながら危
機感や未来の可能性について共有す
る仲間を増やしたいと考えています︒
最後に受け売りですが︑地域が
﹁元気だ﹂とか﹁力がある﹂と言わ
れるのは︑単に人口が多かったり人
口密度が高かったり︑若い世代の比
率が高かったりするからではなく
︻人 交｢ 密｣度︼︑つまり人と人との
交わりの密度が高いからであるとい
うこと︒雲南で地域づくりを積み重
ねてこられた方々の姿を拝見して気
付くことができました︒雲をつかむ
ようなこの
プロジェク
ト︒目指す
べき姿が見
えてきたよ
うに思いま
す︒
中(川敦紀 )

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告

第２回目となるこのコラムを書か
せて頂くことになりました︒教育委
員会社会教育課の中川敦紀です︒
私は江府町で生まれ︑高校卒業後
に県外の大学に進学しました︒そし
て大学を卒業した後︑民間企業に就
職し約七年間務め︑今年から役場で
務めさせていただいております︒
高校時代は部活動に明け暮れ︑平
日は始発電車で帰りは夜８時︒土日
はほぼありません︒大学は県外︑社
会人になってからは何度もの転勤︒
今まで 年以上にわたり︑ほとんど
の時間を江府町から離れて過ごして
いたわけですが︑やはり﹁生まれ
育った江府町に帰りたい！﹂と思い
が膨らみ︑現在に至ります︒
白石町政となり発足したこのプロ
ジェクトチーム︒恥ずかしながら役
場職員としてまだまだひよっこな自
分です︒そんな状態でチームに参加
することについて初めは全く自信が
ありませんでした︒悩みましたが先
に立候補していたメンバーに背中を
押してもらい︑自分も挑戦してみよ
うと思うようになりました︒
さて先日︑メンバーのうち４人で
島根県雲南市に赴き︑実際に行なわ
れている﹁小規模多機能自治﹂とい
う仕組みを学び︑それを担っている
﹁地域自主組織﹂の視察を行いまし
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不｢ 易 流 行

46

化祭に出席しました︒﹁江府町を考
えるフォーラム﹂のゲストとして観
光協会の遠藤さんと一緒に江府町の
魅力についての意見交換を中学生の
皆さん︑そして地域の皆さんと行い
ました︒私からのメッセージとして︑
江府町の﹁人﹂の素晴らしさと﹁と
もに江府町を楽しい町にしていこ
う︒﹂ということを伝えました︒中
学生の皆さんはいずれは町外に出て
いくこともあると思いますが︑ぜひ
自分の生まれ育った町に誇りと希望
を持ち︑未来のまちづくりにかか
わって欲しいと思います︒
フォーラムの後︑第 回江府町中
学校吹奏楽部定期演奏会を聴いてと
ても感動しました︒伝統を受け継ぎ︑
磨き上げ︑進化させているその姿を
見て︑﹁未来に夢が描ける町﹂にす
るのは︑こういうことから始まるの
だと確信しました︒人口は少なくて
も︑一人ひとりが輝き楽しく暮らせ
る町を︑目指していこうではありま
せんか︒

〜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〜

10
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報告会の様子は
動画サイトY o u T u b eで
ご覧いただけます！

▲研修先で感じたことなどを模造紙にまとめて報告しました

﹁みんなの 想い を
まちづくりに﹂
空席となっていた教育長を 月の
臨時議会で提案し︑承認していただ
きました︒副町長も 月 日から就
任の運びとなり︑ 月には町の三役
が揃うことになります︒まちづくり
を進めていくための新体制が次第に
固まっていきます︒
月７日から始まった町民ワーク
ショップ︑ 月 日に開催された島
根県中山間地域研究センターの藤山
浩さんをお招きしてのまちづくり講
演会︑そして︑若手職員によるプロ
ジェクトチームの活動と﹁３０００
人の楽しい町﹂づくりに向けての動
きもこれからますます加速していき
ます︒江府町の未来を切り開いてい
くためには︑住民の皆さんの参画が
不可欠です︒できるだけわかりやす
く情報提供をするよう心がけますの
で︑ぜひ︑まちづくりの催しに積極
的に足をお運びいただくとともに町
政に対する建設的なご意見︑ご提案
をいただきますようお願いします︒
さて︑ 月 日に江府中学校の文

10

白石町
コラム長
Vol.3
10
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ここで活きていく︒

地域おこし協力隊通信

上谷美波隊員報告

おくだいせんくん デビューから一年

まちおこし班

江府町非公認キャラクターのおくだいせんくんがデ

ビューをしてから早１年が経ちました︒

最近は︑洲河崎大橋のペイントイベントに参加したり︑

町の動画に出演したり︑スマイルポイントラリーのキャ

ラクターになったりと︑さまざまな場所で大活躍してお

カサラファームでは花豆が
収穫できました。初めてで
したが作り易かったです。
少量ですが、来年の種にし
たいと思います。
生田 省二

現在図書ボランティアの募
集をしています！興味があ
る方は雨宮(090-7273-6612)
までご連絡お願いします。

先月からシルバー人材セン
ターの事務局をしています。
何かお困り事ありましたら
お声かけくださいね。

180の穴を掘り起こし梨の定
植、その前後には、台風最
中の？！稲刈り、満月を仰
ぎながらのソバ刈り・運搬
と農繁期の日々です。
藤井 聖子

公社水田の稲刈りをさせて
もらいました。難しかった
です！
10月後半は蕎麦刈りにも付
いて回っています！
梅木 琴未
平成28年11月号

り︑イベントで

道の駅奥大山では13日(日)に
江府町新そば祭りを開催し
ます。
ここで一句、「秋深し 新そ
ば食べて ひとやすみ」
上野
真

雨宮 達樹

9

﹁おくだいせんく

子供たちに大人気のおくだいせんくん

〜ん﹂と明るい声

が聞こえたときは︑

知名度が上がって

きたなあ …
おくだ
いせんくんも成長

したなあ …
と作者
として︑とても嬉

しく思っています︒

町民に愛される人

気者を目指し︑こ

れからも二人三脚

で頑張りたいと思

います︒応援よろ

しくお願いしま

す！

地域おこし協力隊通信

片岡 薫哉

10月よりエバーランド奥大
山を手伝う事になりました。
冬に向けての準備など行っ
ております。
長谷川 誠

古海修祐さんの退任について
平成28年９月30月付で江府町地域おこし協
力隊の古海修祐さんが退任されました。現在
は「道の駅奥大山」の取締役に就任され、引
き続き江府町の産業振興に尽力されています。

まちの教育

〜地域で育ち 地域に学ぶ こうふっ子〜

きれいな水を作り出すブナ林は江府町の大切な財産︒
そのブナ林を守るべく︑江府小・中学校が力を合わせ

●下草刈り＆穴掘り
今年も小学校４年生が植樹を行う
にあたり︑事前に中学校１年生 名
が下草刈りと穴掘りを行いました︒
これまでに植樹したブナや周辺の

木を切らないように注意しながら︑
慎重に草を刈る中学生︒草に囲まれ
ていたブナたちが︑あっと言う間に
姿を現しました︒
続いて︑植樹用の穴を掘りますが︑
直径 ㎝︑深さ ㎝の穴を掘るのは
かなりの重労働︒しかし︑﹁後輩た
ちのために﹂と︑協力しながら汗を
流す中学生たちでした︒

て森を保護する活動に取り組んでいます︒

21 「後輩たちのために」と汗を流す中学生

21

50

50

●植樹
続いて︑江府小学校のブナ畑で育
った苗を運び︑江府小４年生 名が
植樹を行いました︒

16

当日は鳥取大学の日置教授の指導
のもと︑﹁水ぎめ﹂という方法で土
と水を混ぜ合わせながら苗を植えて
いきました︒
慣れないスコップを使って丁寧に
土を入れ︑水を入れて棒で突き︑す
きまをなくします︒足りない土は協
力してバケツで運び︑根をきずつけ
ないように気を配りながら︑合計８
本の苗を植えました︒

●播種︵はしゅ︶
また︑小学校では︑一人一鉢を用
意してブナの実をまきました︒
ブナは数年に一度しか実がならな
いため︑今年まいたブナの実は昨年
採取して冷凍保存しておいたもの︒
一人５つぶずつを自分の鉢にまき︑
数年後の植樹に向けて毎日水やりを
しながら育てていきます︒

ふるさとの自然の素晴らしさを知
り︑ふるさとの森を自分たちの手で
守る︑江府町ならではのプロジェク
トです︒

10
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大きく育て ブナの苗

ブナの実プロジェクト

江府小学校では︑統合した平成
年度から学校園でブナの実を育て︑
森に返す活動を行っています︒題し
て﹁ブナの実プロジェクト﹂︒
サントリーの﹁森と水の学校﹂の
プログラムに植樹を組み込んでもら
い︑全国植樹祭の会場ともなった鏡
ヶ成めぐみの森に植樹を始めて今年
で４年目となります︒

小中連携

まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

お

平 日
土日祝

知

8:30〜19:00
8:45〜17:30

ら

せ

※この一覧は新着図書の一部です

特集展示「本で旅する行楽日和！」

＊一般書
小さくても勝てる「砂丘の国」のポジティブ戦略／平井伸治
希望のレール／山田和昭
ピーターラビットのすべて／辻丸純一
英国ファンタジーをめぐるロンドン散歩／山内史子
西日本のうつわと食をめぐる手仕事旅行／京阪神エルマガジン社
健康診断その「Ｂ判定」は見逃すと怖い／奥田昌子
サピエンス全史／ユヴァル・ノア・ハラリ
つくおき＊週末まとめて作り置きレシピ／nozomi
居酒屋ぼったくり（６）／秋川滝美
まことの華姫／畠中恵
若冲／澤田瞳子

行楽シーズン、どこかへお出かけしていますか？もう
出かけたという人には、思い出の振り返りに。これから出
かけるという人には、予習も兼ねて。今年は予定が立た
なかったという人には、次の機会を見つけるヒントに。
開くだけで旅行気分!?そんな旅行案内本や紀行本、
エッセイを集めました。

新着図書＊ピックアップ紹介
児童書

＊児童書
こども孫子の兵法／齋藤孝
きかせたがりやの魔女／岡田淳
バンドガール／濱野京子
ヒックとドラゴン＊最後の決闘／クレシッダ・コーウェル
動物と話せる少女リリアーネ(11)／タニヤ・シュテーブナー
魔法医トリシアの冒険カルテ／南坊秀久
少年Ｎの長い長い旅（１）／石川宏千花
バースデーカード／吉田康弘
君の名は。／新開誠

＊絵本
きょうはそらにまるいつき／荒井良二

『バースデーカード』
吉田

康弘

10才の誕生日に行ったピクニッ
クで、ママはこれから毎年手紙を
くれるって約束してくれた。で
も、ママは病気に勝てず、天国に
行ってしまって…。ママのいない
11才の誕生日、本当に手紙が届い
たの！
涙と感動の物語。

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary ３

キミー先生のHappy Diaryの
Hello again!
動画ができました！
This month has mostly been work as usual for me, but recently, my mother was able to
come and visit me. Her flight landed while I was at work, so she had to find her way to
Kofu-cho by herself. I was so worried that she wouldn t be able to make it, but she did!
According to her, lots of kind people helped her when she got confused, even though she
can t speak any Japanese. I was very relieved to hear that. In America, that probably
wouldn t have happened!
※動画サイトユーチューブで
While she was here, I was able to show her around Kofu-cho and took her to visit the junior 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
high school. She was amazed by how polite and welcoming everyone was, and loved Kofu-cho s beautiful scenery.
She told me that the farmlands around Kofu-cho and Yonago reminded her a lot of Nebraska, her original
hometown. We were also able to visit Hiroshima together, where we saw the Peace Memorial Park and Museum.
Hiroshima is a beautiful city− I m glad I finally got the chance to see it for myself!
It s gotten a little lonely for me now that she s gone back to America, but I ll do my best not to let it get me down!
See you next month! Until then, watch out for those stinkbugs (kamemushi)!
〜Kimmy
こんにちは。
今月はいつもどおりに仕事を行う日々が続きましたが、その中でも母が私をたずねて来てくれたという出来事
がありました。彼女の到着は私の勤務中でしたので、江府町までは一人で来なければいけませんでした。私はう
まく来ることができるかどうかとても心配したのですが、だいじょうぶでした。母の話では、日本語がまったく
話せなくても、困ったときにはたくさんの親切な人たちが助けてくれたということでした。その話を聞いて、私
はとても安心しました。アメリカでは、まずそんなことはありえません。
母の滞在中、私は江府町や江府中学校を案内する機会を持つことができました。母はみなさんがとても礼儀正
しく歓迎してくださったことに驚いていました。また、江府町の美しい自然をとても気に入っていました。江府
町や米子の田園風景を見ると生まれ故郷ネブラスカのことがとてもなつかしく思い出されると母は私に語ってく
れました。私たちは一緒に広島を訪れて、平和記念公園や資料館を見学することもできました。広島は美しいと
ころです。私は自分の目でそれを確かめる機会を持つことができ喜んでいます。母がアメリカに戻ってしまい、
少しさびしい気持ちですが、落ち込まないようにがんばろうと思います。
それでは来月までさようなら！ それまでカメムシにはくれぐれもご用心を！
キミーより
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江府町文化祭2016
〜展示作品フォトギャラリー〜
10月26日〜11月６日まで開催された江府町文
化祭。作品展示の部ではたくさんの方の作品が
展示されました。(スペースの都合上、一部の作
品のみのご紹介となります。ご了承ください)

生け花

押し花

絵手紙

墨彩画

書

江府中学校作品

写

真

陶

江府小学校作品

布細工

芸

子供の国保育園

川

動画サイトYouTubeで
動画がご覧いただけます！

折り紙

パッチワーク

道

動画で町報こうふ!

柳

油

絵

木

工

浅野明コーナー(江府町在住作家)

尚仁福祉会
平成28年11月号
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江府中学校文化祭 日輪祭

10月29日、30日に江府中学校
文化祭「日輪祭」が開催されま
した。合唱コンクールや各学年
発表など、日ごろの練習の成果
を披露しました。また30日には
江府中吹奏楽部の定期演奏会も
開催され、観客の心を打つ素晴
らしい演奏を披露しました。

観客を魅了した力のこもった演技
〜学年発表〜

校内弁論大会

３年生

『名探偵は二人ぼっち』

心を一つに歌声合せて
〜合唱コンクール〜

２年生

『夢を信じて』

１年生

『花は咲く』

第46回江府中学校吹奏楽部定期演奏会

執行部企画「Ｋ−１グランプリ」＆有志発表

13
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江府町を考えるフォーラム2016には
白石町長もゲスト出演

シリーズ

Part
５

〜空き家について考えよう〜
空き家実態調査結果の報告

●調査目的…江府町の空き家の現状について、町内全域の住宅の外観目視による調査を行いました。
老朽危険家屋に対する地域の安全性の確保及び防犯対策の推進、空き家の利活用によ
る移住者ニーズに対応した住替えの促進など、今後の住宅施策の推進を調査の目的と
し、今後の空き家対策の充実を図るためのもです。
●調査期間…平成27年11月〜平成28年９月
●調査範囲…町内全域
●調査方法…外観目視調査

地区別空き家件数

①空き家の件数
地区別空き家数

旧俣野校区
18件 14%

空き家件数

旧江尾校区

71

旧米沢校区

30

旧明倫校区

14

旧俣野校区

18

合

計

旧明倫校区
14件 11%
旧江尾校区
71件 52％
旧米沢校区
30件 23%

133

※高谷は半の上、武庫第２団地は武庫で集計。
白住・鏡ヶ成は除く。

②集落別空き家数と空き家率
90%

20

18

70%

16
14
12

30%

10

8

8

2

6

3

3
2

4

3 3
2

1

2

6

5
4

3
1

10%

1

4
2

1

4

4
1

2

3

4

4
2

池の内
日の詰
尾之上原
深山口
宮の前
洲河崎
武庫
荒田
半の上
新道
一旦
下安井
助沢
宮市原
笠良原
下蚊屋
杉谷
小原
美用
栗尾
御机
大河原
柿原
袋原
吉原
西成
宮市
大満
貝田
美女石
久連
佐川
小江尾
新町２丁目
新町１丁目
本町５丁目
本町４丁目
本町３丁目
本町２町目
本町１町目

0

8

6 6

6
4

50%

13

12

空き家戸数

空家率(%)

平成28年11月号
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③建物状況

④敷地状況
確認できない

外壁の破損 2

無
57

72

屋根の破損 4
施錠の有無 3 21

108

ゴミの有無 5

66

61

表札の有無 4

70

58

郵便の有無 12
テレビアンテナの有無

0%

雑草状況

25
5

108

電気メーターの稼働 11

3

129

においによる周辺への影響

10

122

虫、獣等による周辺への

95

19

16

1

110

21

3

116

フェンスの有無

24

105

有

129

門扉の有無

34

93

窓ガラスの破損 3

雨戸の破損有無

無

有

樹木状況

26

95

20% 40% 60% 80% 100%

35

97
87

45

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑤建物・敷地判定

敷地判定

16

36

45

24

11
判定5
判定4
判定3

建物状況

21

23

41

38

判定2

9

判定1
0

20

40

60

建物の状況については、外壁に軽いヒビ
割れや屋根に経年劣化が見られるもの
の、修繕を行わずにすぐにでも人が住め
ると判定した建物は全体の33％にあたり
ます。

80

100

120

140

外観からの判断基準
判定５
そのままの状態で入居できそうである
判定４
入居できそうである
判定３
修繕次第では入居できそうである
判定２
修繕次第では部分的に利用できそうである
判定１
大幅な修繕が必要である

〈今後の対応〉
①これらの実態調査、分析を踏まえ空き家の建物の状態に応じた対策を検討していく。
②所有者アンケートによる意向調査の実施
空き家対策に取り組むにあたっては、空き家となった理由、今後の利用予定等、空家所有者の
意向を調査した上で、慎重に検討する

■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家財処分費用助成事業
（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
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☎75-3222

FAX75-3455

k̲sans@town‐kofu.jp

農業委員会だより

平成28年度

江府町農業委員会視察研修報告

今年度の視察研修は、平成28年10月19日(水)〜21日(金)に、農業委員等10名（農業委員９名、事務局１
名）で、新たな農業委員会制度、農地中間管理事業、耕作放棄地対策、新規就農等担い手対策など、先進的
な取り組みをされている自治体を中心に実施しました。主な視察概要は、以下の①から③のとおりです。
や ぶ

①養父市農業委員会
養父市は、平成16年に４町が合併し、兵庫県北部の但馬地域の中央に位置する人口２万５千人弱、江府町
の約3.4倍の土地面積422.78㎢、林野率84％の中山間地域の市です。
養父市の農業は、稲作を中心に畜産、野菜、花き経営などが展開されています。また、市ではありますが
中山間地域が多く、農家の高齢化が進む中で、担い手の不足や鳥獣被害の深刻化によって遊休農地は増加傾
向にあるとのことです。
【新たな農業委員会体制に向けた取り組み（11/1から新体制へ移行）】
改正前（10/31まで）
区

分

農業委員
農地利用最適推進委員
合 計

定数
25
−
25

選挙
21
−
21

選任
4
−
4

改正後（11/1から）
上限
基準
19
16

定数
13
12
25

認定農
業者等

利 害
関係無

4
0
4

1
−
1

女性

50歳
未満

2
0
2

1
0
1

推 薦 ・ ・農業委員

推薦14人、応募4人 計18人（定数に対して5名のオーバー）
推薦11人、応募1人 計12人
農業委員は定数をオーバーしたため審査委員会で13人を選任。推進委員は定数と同数で、審査委員会で適
性審査を行い、全員を適任者と認定。（農業委員は議会同意を得て市長が任命、推進委員は農業委員会が委
嘱。）最初の公募では、農業委員の応募者が1名であるなど、新体制への移行に大変苦労されたとのことで
あり、制度改正の周知の徹底を再確認しました。
【国家戦略特区「中山間地域の農業モデルの構築」目指した取り組みについて】
◎養父市が特区へ提案した理由は？
人口減少が進む養父市は、高齢化や離農による担い手不足により、まち・農村の伝統文化の源であり、食
材を育てる「農地」が守れなくなりつつあります。現状の問題解決につながる環境をつくりたいと考えられ、
国家戦略特区の提案をされています。この提案は、農家以外の方がスムーズに農業に参入でき、民間事業者
の力を借りながら農業に活路を見いだそうとするものです。
・人口の減少と高齢化の進展 ⇒ 多様な農業の担い手を確保するための環境づくり
・農業の担い手不足と耕作放棄地の増加 ⇒ 元気な高齢者が経済活動に参加できる環境づくり
↓
国家戦略特区の提案 ●農地の流動化促進 ●高齢者の労働環境改善

( 応募状況 ) ・農地利用最適化推進委員

養父市農業委員の皆様と意見交換のようす

〇農地を取得しやすい環境とするため、農地所有の下限面
積を10aに引き下げ。今後、空き家と農地の取得を促進
するため、1aに引き下げを検討中とのこと。（江府町は
30a〜50a）
〇農業生産法人の要件の緩和、企業による農地取得の特例
によって、11社が新たに市内各地で営農をスタート。
〇企業が担い手となり農地を価値あるものへ有機の郷づく
りの推進、スマートアグリ（植物工場）の取組み、朝倉
山椒の世界ブランド化、シルバー人材センターの農業参
入など。

平成26年度からの国家戦略特区の試みは、様々な規制改革を実践し、地方創生に繋げる取り組みをされて
います。全国に先駆けた先進的な取り組みであり、「中山間地域の農業モデルの構築」を目指した養父市の
挑戦を今後も引き続き注視していく必要があります。
平成28年11月号
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②福井県若狭町産業課、農業生産法人㈲かみなか農楽舎
若狭町は、平成16年に２町が合併し福井県の西南部に位置する人口１万５千人、江府町の約1.４倍の土地
面積178.49㎢の町です。農業を基幹産業として発展してきましたが、農業従事者の高齢化、担い手不足に伴
い農地の荒廃、遊休農地の増加・過疎化対策が本町と同じく大きな課題となっているとのことです。また、
くず
熊川蔦の生産技術が林業遺産に指定されるなど林業振興も盛んに取り組まれています。
【農地中間管理事業のモデル地区となった東黒田地区の取り組み】
若狭町では、農地利用最適化推進委員のモデルとなった「農政推進委員」を各集落に１人ずつ町が委嘱し
ており、農業委員と共に農地利用の最適化の取り組みを各集落で行っています。任期は３年間で、報酬は町
から１万円／年支給。東黒田地区（人口140人、戸数40戸、農地約39ha）は、地域の農地の82.7％にあたる
32.08haを集積されて得た集積協力金約１千百万円を活用し、水路・農道の補修、鳥獣害防止策の設置など
をされています。
【農業生産法人㈲かみなか農楽舎の取り組み】
かみなか農楽舎は、行政と集落住民とが主体となり、大阪にある農業にも力を入れている企業の㈱類設計
室と相互に協力・出資し、「都市からの若者の就農・定住を促進し、集落を活性化する」ことを大きな目標
として平成13年10月に設立されました。
出資割合は、町50％、集落30％、関西の㈱類設計室グ
ループ20％。町職員と地元の方で事業を開始。事業15年
目の現在では、7名の社員が寝食を共にしながら集落の約
42haを耕作。取締役は副町長他2名。
〇かみなか農楽舎5つの事業
・就農定住研修事業 ・インターンシップ事業
・農業生産事業（水稲25.8ha、転作15.1ha、野菜1.0ha、ハウス4棟)
・直販事業 ・体験学習事業など
〇経営状況（H27）
※黒字経営
総売上64,000千円、経費57,000千円
かみなか農楽舎での研修のようす

かみなか農楽舎の卒業生42名の内、町内定住者が24名にのぼり、若狭町農業の担い手として活躍されてい
ます。また、農楽舎は、町内外の夢を持った活力のある有志を中心に構成され、若狭町農村総合公園を運営
（指定管理）しながら農業の後継者育成をされています。鳥取市の農業公社の「とっとりふるさと就農舎」
が職員をかみなか農楽舎に派遣し研修させるなど、県内外から視察や派遣研修の依頼が殺到するほど、町長
が中心となって事業展開を図られています。

③福井県高浜町産業振興課
高浜町は、農業基盤が他市町と比べ狭小で、自己保全型
農家が多数をしめ、耕作放棄地や遊休農地が増加傾向であ
るとのことです。薬草の需要が今後増加する見込みであり、
全国的に栽培マニュアルもないことから、他市町村に先駆
け薬草栽培事業に取り組まれています。遊休農地対策のほ
か、生薬以外の使用も含め６次産業化を視野に入れた今後
10年間の計画を綿密に立てられています。他市町村が栽培
を始めると大量生産では太刀打ちできないことから、今後、
種苗センターの建設も含め、他に追随されない状況づくり
を目指されています。本町では、農業委員有志等で江府町
薬草研究会を組織し、薬草のウラル甘草の試験栽培を行っ
薬草の里「青葉山ハーバルビレッジ」で栽培される薬草 ていますので、今後取り組みに活かしていきます。

11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11月28日（月）
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（10月７日(金)開催）
審議案件すべて承認されました。
農地法第３条（農地の所有権移転等許可手続き） 1件
農業振興地域整備計画に係る意見具申
2件
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平成29年3月12日スタート

改正道路交通法が施行されます！
高齢運転者対策の推進
１．臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設
75歳以上の運転者が、認知機能の低下によって起こしやすい違反行為をしたときは、新設された「臨時
認知機能検査」を受けなければなりません。
また、臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者
は、新設された「臨時高齢者講習」（個別指導と実車指導）を受けなければなりません。
２．臨時適性検査制度の見直し
更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された方は、臨時適性検
査（医師の診断）を受け、又は、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
３．高齢者講習の合理化・高度化
認知機能検査の結果によって受ける講習の内容等が変わります。高齢者講習では、75歳未満の方や、
認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判断された方に対しては2時間に合理化（短縮）され
ます。その他の方に対しては、個別指導を含む3時間の講習となります。

一定の違反行為をしたとき

一定の違反行為

歳以上

75

臨時認知機能検査
認知症のおそれ 等

認知機能検査の結果が
悪くなっている場合

臨 時
高齢者講習
・実車指導（1時間）
・個別指導（1時間）
計２時間
※手数料：5,650円

臨時適性検査又は
診断書提出命令

運転免許証を更新するとき
高齢者講習
更新時の認知機能検査

歳以上

75

認知症のおそれ
認知機能低下のおそれ

（高度化）
・実車指導
・個別指導 など
計３時間
※手数料：7,650円

認知機能低下のおそれなし

高齢者講習

歳未満

75

（合理化）
・実車指導など
計２時間
※手数料：4,650円

【次回】町報12月号では、免許制度の変更について紹介します。
平成28年11月号
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平成29年春入隊
自衛官候補生を募集しています！
自衛官候補生とは？
採用されると陸上・海上・航空「自衛官候補
生」（特別職国家公務員）に任命され、それぞれ
の教育隊で自衛官として必要な基礎的事項につい
て、教育訓練を受けることになります。その後、
各人の希望と適正により進むべき職種・職域が決
定され、2等陸・海・空士に任用されます。
任期（勤務期間）を定めた採用制度のため、自
分自身の将来設計を視野に入れた計画的な日々を
送れることが魅力です。

奥大山

受験資格：18歳以上27歳未満
（平成29年4月1日現在）の男子
試 験 日：平成28年12月10日（予定）
※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
自衛隊米子地域事務所 ☎：0859-33-2440
〒683-0805
米子市西福原3丁目3-1 ＹＮＴ第4ビル2階

消費生活にゅーす

通信販売シリーズ①
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〜

焦げ付かないフライパンのはずが・・・

テレビショッピングで、「このフライパンを使えばどんなものも焦げ付かずお料理出来ますし、お手入
れも簡単！」という通常1万5千円のフライパンが、キャンペーン中で、おまけも付いて8千円で販売さ
れていたので、すぐに電話で注文しました。
届いてすぐに使ってみたところが・・・
オモチを焼いたら、焦げ付いちゃった！
焦げ付かないはずじゃなかったの・・・。
テレビでは、焼き目は付いても焦げない映像ばっかり
だったのに・・・。

焦げ付くとは思っていなかったので、すぐにフライパンを返品しようと販売店へ電話を入れましたが、
このフライパンは、焦げ付きにくい仕様ですが、焦げ付く場合もあります。焦げ付い
た場合の処理方法も取扱説明書に書いてありますので、取扱説明書をよくお読みの上ご
使用ください。
なお、故障ではないですし、使用後の返品は対応していません。

返品できると思っていたのに、販売店から返金出来ないと言われ、困ってしまいました。

対処法

通信販売での買い物は、より慎重に！

通信販売は、実際に商品を見たりさわったりすることが出来ないため、イメージと違うなどトラブルになり
がちです。特に、テレビショッピングでは、映像による印象が強く残りメリットが強調されやすいですが、デ
メリットは強調されにくく、わかりにくい場合もあり注意が必要です。
返品特約（返品の可否や条件）が定められていると、返品特約によるため、返品がいつでも可能とは限りま
せん。注文する前に、返品特約を確認した上で注文しましょう。

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11月16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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インフルエンザ予防接種の
費用助成を行います
江府町では、今年も、全住民を対象に、インフルエンザ予防接種の費用助成を行います。
インフルエンザの予防接種は、ウイルスに感染した場合の発病防止や重症化予防に有効であることが
確認されています。
助成を受けるために必要な書類は、各集落の健康推進委員さんから、または郵送でお送りしています。
インフルエンザに対する抵抗力がつくまでには予防接種後２週間程度かかりますので、流行時期に備え、
12月中旬までには接種を行いましょう。
【助成実施期間】

平成28年10月24日（月）〜平成29年１月31日（火）

種別

対象

お届け書類

生後６か月児〜小学生相当
中学生相当
任意

高校生相当
19歳以上（大学生相当）
〜64歳以下

自己負担額（円）

500

助成券２枚
助成券１枚
※13歳未満は助成券２枚
助成券１枚

500
1,000
2,000

定期

課 税
世 帯
非課税
世 帯

助成券１枚

1,000

65歳の誕生日以降
※60〜64歳で厚生労働省の定める 定期受診券１枚
障がいを有する方も含む

1,000

※生活保護世帯は、無料です。
※接種場所については、各自お届けした通知をご確認ください。
【お問合せ窓口】江府町役場福祉保健課

保健係

☎：75−6111

平成28年鳥取県中部地震の
被災者への義援金について
平成28年鳥取県中部地震で被災された方への支援のため、日本赤十字社江府町分区、江府町社会福祉
協議会と共同で義援金を募っています。
義援金箱を以下の場所に設置しております。皆様の温かいご支援をお願いいたします。
【義援金受付期間】
平成28年11月４日〜30日まで
【義援金箱設置場所】
江府町役場本庁舎、江府町山村開発センター
江府町防災・情報センター、江府町総合健康福祉センター
江府町社会福祉協議会、道の駅奥大山
【お問い合わせ】
江府町役場総務課

☎

0859−75−2211

平成28年11月号
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お知らせ−information―

11月は児童虐待防止推進月間です
≪児童虐待とは≫
〇身体的虐待 〇性的虐待
〇心理的虐待 〇ネグレクト(育児放棄)・・・
≪子どもや保護者のこんなサイン見落としていませんか？≫
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲のあとがある
・小さい子どもを家においたまま外出している・・・など
【お問い合わせ】
児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください！
いち はや く

児童相談所全国共通３桁ダイヤル

189

※連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡ないように関
する秘密は守られます。

指名手配犯人の
検挙にご協力を!!

平成28年分
年末調整説明会の開催について

現在、全国の警察から指名手配されている者は、
約730人に上っており、警察では、総力を挙げて追
跡捜査を行い、犯人の早期検挙に取り組んでいると
ころです。
指名手配犯人の発見に向けた捜査活動には、皆さ
んのご協力が是非とも必要です。
指名手配犯によく似た人を見かけたといった情報
など、どんなわずかなことでも結構ですので、警察
に通報していただくようお願いします。

源泉徴収義務者の方を対象とした「平成28年分年
末調整説明会」が、以下の日程で開催されます。
開催日

開催時間

開催場所

午前10時00分
〜12時00分
米子市文化ホール
11月16日
メインホール
(水)
(米子市末広町293番地)
午後1時30分
〜3時30分

対象者
米子市の方

境港市、日南町、日
野町、江府町、日吉
津村、大山町、南部
町及び伯耆町の方

◎

公共施設の管理について

住民さんよりあやめ館︵せせらぎ

公園︶の大時計が動いておらず︑グ

ラウンドゴルフの際に時間が確認で

きないというご意見をいただきまし

た︒

現状を確認いたしましたところあ

やめ館の大時計が故障していました︒

時計を修繕するか︑別の形で時間を

確認できるようにするなど︑対応に

ついて検討をしております︒

日々︑住民のみなさんが公共施設

をご利用いただくなかで︑施設の損

傷や危険個所等を目にされることも

あると思います︒その際は江府町役

0859−74−0110
場またはお近くの役場職員までご連

平成28年11月号

日頃より施設の点検を行っており

ますが︑目の行き届かない部分も

多々あります︒住民の皆様のご協力

をお願いいたします︒
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☎
絡ください︒

【お問い合わせ】
鳥取県黒坂警察署

駐車場につきましては、混雑が予想されますので、で
きるだけ車でのご来場はご遠慮ください。
◎ 該当の開催時間にご都合がつかない場合には、ご都合
の良い時間にご出席ください。

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)
11月18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)
11月17日(木)、24日(木)
12月１日(木)、８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)
11月24日(木)、12月８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)
11月26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)
12月12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)
11月17日(木) 午後１時〜３時

手話教室（江府町防災情報センター)
11月18日(金)、12月２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)
11月21日(月) 午後１時30分〜3時30分
陶芸教室（高齢者創作館)
11月17日(木) 午後１時〜４時
押し花教室（江府町防災情報センター)
11月28日(月)、12月12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)
11月14日(月)、30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)
12月13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)
12月９日(金) 午後７時〜８時30分

〜広域隣保活動〜
陶芸（高齢者創作館)
11月17日(木)・18日(金) 午後７時〜９時
カラオケ（本町５丁目集会所)
11月26日(土) 午後1時30分〜４時
エコクラフト（本町５丁目集会所)
11月17日(木)、12月１日(木)
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30日(水) 午前9時30分〜11時30分
生け花（本町５丁目集会所)
11月29日(火) 午後５時〜８時
あみもの（本町５丁目集会所)
11月15日(火) 午前９時30分〜12時

〜各種相談会〜
農地相談会
(江府町山村開発センター)
11月28日(月) 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)
12月７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)
11月16日(水) 午前９時〜午後４時

〜福

江美の会（江府町総合健康福祉センター)
12月６日(火) 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)
12月８日(木) 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)
11月18日(金) 午後1時30分〜３時30分
もの忘れ外来（江尾診療所)
11月17日(木)、12月１日(木) 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
11月17日(木) 午後１時30分〜３時
中国補聴器
11月29日(火) 午前９時30分〜11時30分

〜江府小学校学習発表会〜
11月19日(土)

午前８時50分〜

(江府小学校)

〜ふれあいもちつき大会〜
11月27日(日) (江府町防災・情報センターほか)

〜明徳学園〜
11月17日(木)（江府町防災・情報センターほか)

祉〜

〜解放文化祭〜
12月４日(日)

午前８時30分〜午後４時
(本町５丁目集会所)
平成28年11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
〜「第4回ビブリオバトルin江府」〜

日にち：平成28年11月23日（水・祝)
時 間：午後２時〜午後４時
場 所：江府町防災情報センター
参加費：200円（お茶＆お菓子付き)
【お問い合わせ先】
江府ビブリオバトル実行委員会 梅林一之
☎ 090−9503−9882
ＨＰ：http://kofu-bibliobattle.com

〜星ふる雪ふるはあとふるコンサート〜

〜道の駅奥大山「新そば祭り」〜

日にち：平成28年11月13日（日)
☆日野川子供太鼓：午前10時〜
☆新そば販売
：午前10時30分〜
場 所：道の駅奥大山
【お問い合わせ先】
道の駅奥大山 ☎ 0859−75−3648

第42回江府町人権・同和教育研究集会
兼江府中ＰＴＡ人権公演会
日にち：平成28年11月20日(日)
時 間：午後１時〜３時30分
場 所：江府中学校多目的ホール
講 演：福永宅司氏 (一人芝居)
《11月の納税は》

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

４期
６期
６期
５期

納期限は11月30日(水)です。（口座振替は11月30日）

日にち：平成28年12月10日（土)
時 間：午後１時30分 開演
場 所：江府町山村開発センター
主 催：アイリス合唱団

年

平成28

11月在1日
現

延申込件数 571件
（前月比＋91件）

延寄付金額 694万円
（前月比＋131万円）
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平成28年11月号

10

10

90 74 90 77

月届 ︵敬称略︶

ふ る さ と 納
税

人の動き

応援ありがとうございます！

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︶
おかもと
り な
佐 川 岡本 莉奈
女
聖
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
池の内 加藤 寛治
歳
邦樹
下安井 宮本 幸男
歳
智子
佐 川 川上 恭子
歳
梅木琴未
歳
新 一 本高 親雄
善久

）は前月比

平成29年１月４日まで

ご寄付

10月末現在（

納付期限11月分

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
貝 田 岡田恵美子 本人退院
洲河崎 浦部 澄子 本人退院
下蚊屋 仲田 重子 本人退院
◎香典返しとして
新 道 大谷
英 父芳男死去
美 用 下尾 拓広 祖父の妹千壽死去
大河原 小峯 範公 父勝公死去
広島市 上前 三郎 妻マチ子死去
美女石 足羽 英朗 父将美死去
宮市原 田中 耕平 父幹啓死去
池の内 加藤 邦樹 父寛治死去
佐 川 梅木 正司 母川上恭子死去
◎その他
佐 川 前田 修一 火事見舞い返し

■まちの人口 3,101人（−9）
男 1,449人（−5）
女 1,652人（−4）
■世帯数
1,076世帯（−5）

今月の国民年金

江府町の農家のみなさんが各種表彰を受賞されました！
越峠嘉道さんが鳥取県農林水産業功労者として表彰

平井県知事より表彰を受ける越峠さん

白石町長へ受賞の喜びを報告

10月18日（火）鳥取県知事公邸で、平成28年
度鳥取県優秀経営農林水産業者等表彰式典が行わ
れました。この式典は、鳥取県内で農林水産業の
発展に意欲的に取り組み、貢献された方を表彰す
るものです。今回、日野郡からは下蚊屋の越峠嘉
道さんが農林水産業功労者として表彰されました。
越峠さんは「安心・安全を消費者に届ける」こ
とをモットーに農業を取り組み続けてこられまし
た。
特に米作りにおいては、平成16年の「日野特
別栽培米研究会」の設立から12年間会長を務め
られ、日野特別栽培米のブランド確立、生産技術
の向上、消費地への販売促進等に尽力されました。
また、和牛繁殖において、日野郡和牛部会や鳥
取県西部和牛改良組合の委員として長年尽力され
たほか、瓜菜沢放牧場の運営・維持管理を続けら
れ、省力・低コストの和牛飼育を実践されました。

お米コンテストで６名の方が受賞されました！
10月22日(土)米子コンベンションセンター
農と食のフェスタ会場内で、鳥取西部農協管
内のきぬむすめの美味しさを競う「第４回き
ぬむすめ食味コンテスト」が開催されました。
お米に含まれるタンパク質等の成分含有量で
美味しさを数値化した食味審査の結果、梅林
靖さんが最優秀賞、芦立喜明さんが優秀賞を
受賞されました。
また23日(日)には「第14回日野川源流米コ
ンテスト」が同会場内で開催され、日野郡内
きぬむすめ食味コンテスト受賞者
左から梅林靖さん、芦立大和さん(芦立喜明さん代理)
（旧溝口町含む）のコシヒカリ、ひとめぼれ
の中から美味しいお米が競われました。同コ
ンテストは食味・味度審査の結果、上位４名
の官能審査（イベント会場での先着200名に
よるお米の食べ比べ審査）により行われまし
た。最優秀賞はなりませんでしたが、江府町
からは農事組合法人宮市、野田克人さんが上
位４名の優秀賞を受賞された他、加藤誉正さ
んが奨励賞、土居一幸さんが特別賞を受賞さ
日野川源流米コンテスト受賞者
(左から加藤誉正さん、農事組合法人宮市(長岡邦一さん)、
れました。
野田克人さん、土居一幸さん)

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
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