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〜江府道路宮ノ谷トンネル工事〜

宮ノ谷トンネル工事
６月 日︵日︶︑宮ノ谷トンネル工
事見学会が行われました︒当日は︑周

江府道路事業の実施にあたり︑皆様
にはご理解とご協力をいただき︑誠に
ありがとうございます︒現在施工中の
宮ノ谷トンネルについては︑このまま
順調に進めば８月末頃には発破による
掘削が完了する見込みであり︑引き続
きトンネル内部の排水路や舗装を進め
ていく予定としております︒
江府道路の整備にあたっては︑現場
見学会や地元の生徒さんなど︑地域の
多くの方に関わっていただきながら︑
一緒になって整備を進めていきたいと
考えておりますので引き続き︑皆様の
ご理解とご協力をお願いいたします︒

2

江府道路について
江府道路は︑地域高規格道路﹁江府
三次道路 ※
﹂の起点として︑佐川と武
庫を結ぶ延長 ㎞の道路です︒江府道
路の整備により利便性や安全性が向上
し︑地域における安心・活力の向上や
周辺地域の観光活性化が図られる計画
です︒さらに︑山陰と山陽との人流物
流の強化︑緊急輸送路の確保などを通
じて鳥取県のバランスある発展を支え
る﹁質の高い幹線道路︵地域高規格道
路︶﹂としての役割も期待されます︒

江府道路の事業
江府道路は安全快適に走行できる地
域高規格道路の一部として整備され︑
現国道１８１号に対して日野川の対岸
を通るルートとなっています︒平成
年度に事業着手し︑早期供用を目指し
事業を推進しています︒

現道︵国道１８１号︶の問題点
現国道１８１号は踏切交差点や急カ
ーブなどの交通事故多発箇所や︑歩道
がなく歩行者が安心して通行できない
区間︑大雨時に通行止めとなる区間が
あるなど︑安全面・防災面について問
題を抱えています︒並行する日野川と
伯備線に挟まれた狭い空間に位置す
るため道路改良が難しく︑これらの問
題点の解消には別ルートによる整備が
必要となります︒

17

▲通勤時間帯に慢性的な交通渋滞が発生する箇所
▲連続する急カーブ箇所

4.1

辺集落の住民さんなど︑ 人が参加さ
れました︒宮ノ谷トンネルは下安井と
洲河崎を結び︑延長４１６㍍︑工期は
昨年 月 日から来年８月 日まで︒
ダイナマイトにより岩盤を発破し︑掘
削時に出る土や岩は重機でトラックに
積んで搬出︒また︑長さ３〜４㍍ほど
の鉄筋︵ロックボルト︶を山に打ち込
むことでトンネルの崩落を強固に防ぎ
ます︒そして︑水漏れを防ぐためのシ
ートを張り︑その上をコンクリートで
固めて仕上げていきます︒掘削は一日
あたり約５㍍進み︑見学会当日の進捗
状況は約 ％︒参加者は県の担当者か
ら工事内容について︑また工事受注業
者から重機の取り扱いについて説明を
受けました︒参加者のみなさんは普段
見ることができないトンネル内部の様
子を関心深く見ておられました︒
10

明日を架ける

私たちが生活する上で交通
は欠かすことができない︒道
路や橋は物流や観光のみなら
ず︑災害時のルートとして重
要な役割を果たす︒一方で︑
﹁幅員が狭い﹂﹁老朽化が進
み早期の補修が必要﹂など安
全面の確保が叫ばれる箇所も
存在する︒道路や橋の整備は︑
交通・物流の円滑性や信頼性
に繋がり︑地域経済の振興や
生活利便性の向上︑地域の活
性化に大きく寄与していく︒
現在︑町内で建設が進む大規
模工事を追う︒
JR

県工事担当者のコメント
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−特集−
その先の向こうへ

平成30年７月号
平成30年７月号

3

▲江府道路起点（北側）から終点側を望む（久連大橋にて）
▲江府道路終点（南側）から起点側を望む（宮ノ谷トンネル工事見学会の様子）
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※
「江府三次道路」
は、米子自動車道や中国縦貫自動車道、
山陰自動車道、松江自動車道などと一体となって地域の循環型ネットワークを形
成する道路です。
江府町と広島県三次市とを結ぶ延長約90㎞の路線であり、
平成６年12月に地域高規格道路の計画路線に指定されました。
▲掘削のための重機が並ぶトンネル内の様子
▲県の担当者より工事内容について動画
で説明を受ける様子
▲工事発注者の日野振興センター
県土整備局の職員さん
道路整備課 岡本土木技師
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部も耐震性能に優れる免震支承へ取り
替えます︒総事業費は９億２０００万
円︒補強後は ㌧の重量規制を解除し︑
防災・流通・観光ルートとしての機能
を高めます︒

この工事により︑災害時の避難︑救
助︑救急医療及び緊急物資等の輸送路
を確保することができ︑道路ネットワ
ークの安全性が向上します︒
本工事は︑平成 ・ 年度にアーチ
部の補強を︑平成 ・ 年度にアーチ
より下の部分の補強を予定しています︒
特に︑平成 年度及び平成 年度につ
きましては︑通行規制をともなう工事
となり︑地元の皆様には大変ご迷惑を
おかけしますが︑ご理解とご協力のほ
どよろしくお願いいたします︒
32 30

32

▲南大山大橋竣工式場の様子
（昭和45年6月30日発行 江府町報 第46号より）

4

夢のかけ橋
南大山大橋の完成は昭和 年５月︒
当時︑宮市原と小原集落の住民は美用
谷川の谷で隔てられ︑断崖の急峻な勾
配を迂回する車道を通っていました︒
この谷に橋をという住民の長い間の願
いが叶い︑昭和 年架橋の決定によっ
て︑アーチ型の橋が二つの台地を結ぶ
ことになります︒橋材は東京の工場で
製作され︑船で東京港より岡山港に送
り︑トラックトレーラーで運搬されま
した︒長さ１２５㍍︑幅員 ㍍︑高さ
㍍で︑当時の総工費は１億３０００
万円を要しました︒当時︑完成を祝し
て竣工式が行われ︑江府中学校ブラス
バンドが奏でる﹁裏大山小唄﹂の軽快
なメロディにのって︑米沢小学校児童︑
参列者等︑二百数十名が幸先を祈って
渡り初めをしました︒
45

南大山大橋には緊急輸送道路の国道
４８２号から町の防災基地を結ぶ重要
な役割があり︑防災・流通・観光のル
ートとして位置付けられます︒
しかし︑耐荷重 ㌧の重量規制があ
り︑平成 年の橋梁点検で早期の補修
が必要と診断されました︒このため︑
日野県土整備局は平成 年度から４カ
年計画で全面補強するための工事に着
手︒耐荷重増及び耐震性能の向上に向
けて補鋼桁部及びアーチ部は︑あて板
補強を行うほか︑縦桁を増設し︑支承

老朽化と補強

43

県工事担当者のコメント

14

▲建設当時の南大山大橋の様子
（昭和44年11月15日発行 江府町報 第44号より）
参考資料：日刊建設工業新聞（2017/2/7）、江府町報第44号・46号、江府町史
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▲当て板をクレーンで持ち上げ運ぶ様子
▲既設の部材に板を当て、
ボルトで締めます
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平成30年７月号
平成30年７月号
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南大山大橋通行規制について
30

▲展望台から眺める大山南壁と南大山大橋
▲現在、補強工事が進む南大山大橋の様子（6月21日撮影時）

7.5

▲工事発注者の日野振興センター県土整備局の職員さん
（写真左から）道路整備課 有澤係長
川端土木技師

南大山大橋は橋梁補強工事の
ため︑平成 年６月 日〜平成
年１月４日の間︑通行規制し
平日８時 分〜
ています︵ ※
時まで︶︒迂回路など詳細につ
いては日野振興センター県土整
備局のホームページをご覧くだ
さい︒ご迷惑をおかけいたしま
すがご協力お願いいたします︒
31

−特集− 明日を架ける
−特集− 明日を架ける

新たな時代にむけて 〜南大山大橋補強工事〜

部も耐震性能に優れる免震支承へ取り
替えます︒総事業費は９億２０００万
円︒補強後は ㌧の重量規制を解除し︑
防災・流通・観光ルートとしての機能
を高めます︒

この工事により︑災害時の避難︑救
助︑救急医療及び緊急物資等の輸送路
を確保することができ︑道路ネットワ
ークの安全性が向上します︒
本工事は︑平成 ・ 年度にアーチ
部の補強を︑平成 ・ 年度にアーチ
より下の部分の補強を予定しています︒
特に︑平成 年度及び平成 年度につ
きましては︑通行規制をともなう工事
となり︑地元の皆様には大変ご迷惑を
おかけしますが︑ご理解とご協力のほ
どよろしくお願いいたします︒
32 30

32

▲南大山大橋竣工式場の様子
（昭和45年6月30日発行 江府町報 第46号より）

4

夢のかけ橋
南大山大橋の完成は昭和 年５月︒
当時︑宮市原と小原集落の住民は美用
谷川の谷で隔てられ︑断崖の急峻な勾
配を迂回する車道を通っていました︒
この谷に橋をという住民の長い間の願
いが叶い︑昭和 年架橋の決定によっ
て︑アーチ型の橋が二つの台地を結ぶ
ことになります︒橋材は東京の工場で
製作され︑船で東京港より岡山港に送
り︑トラックトレーラーで運搬されま
した︒長さ１２５㍍︑幅員 ㍍︑高さ
㍍で︑当時の総工費は１億３０００
万円を要しました︒当時︑完成を祝し
て竣工式が行われ︑江府中学校ブラス
バンドが奏でる﹁裏大山小唄﹂の軽快
なメロディにのって︑米沢小学校児童︑
参列者等︑二百数十名が幸先を祈って
渡り初めをしました︒
45

南大山大橋には緊急輸送道路の国道
４８２号から町の防災基地を結ぶ重要
な役割があり︑防災・流通・観光のル
ートとして位置付けられます︒
しかし︑耐荷重 ㌧の重量規制があ
り︑平成 年の橋梁点検で早期の補修
が必要と診断されました︒このため︑
日野県土整備局は平成 年度から４カ
年計画で全面補強するための工事に着
手︒耐荷重増及び耐震性能の向上に向
けて補鋼桁部及びアーチ部は︑あて板
補強を行うほか︑縦桁を増設し︑支承

老朽化と補強

43

県工事担当者のコメント

14

▲建設当時の南大山大橋の様子
（昭和44年11月15日発行 江府町報 第44号より）
参考資料：日刊建設工業新聞（2017/2/7）、江府町報第44号・46号、江府町史

29

42

14

31 29

▲当て板をクレーンで持ち上げ運ぶ様子
▲既設の部材に板を当て、
ボルトで締めます

17

18

30

24

30

平成30年７月号
平成30年７月号

5

南大山大橋通行規制について
30

▲展望台から眺める大山南壁と南大山大橋
▲現在、補強工事が進む南大山大橋の様子（6月21日撮影時）

7.5

▲工事発注者の日野振興センター県土整備局
（写真左から）道路整備課 有澤係長
川端土木技師

南大山大橋は橋梁補強工事の
ため︑平成 年６月 日〜平成
年１月４日の間︑通行規制し
平日８時 分〜
ています︵ ※
時まで︶︒迂回路など詳細につ
いては日野振興センター県土整
備局のホームページをご覧くだ
さい︒ご迷惑をおかけいたしま
すがご協力お願いいたします︒
31

−特集− 明日を架ける
−特集− 明日を架ける

新たな時代にむけて 〜南大山大橋補強工事〜

江府町集落総合点検事業

江府町集落総合点検事業

「町民アンケート」の集計結果について②

「町民アンケート」の集計結果について③

平成29年度に実施しました江府町集落総合点検事業「町民アンケート」の集計結果について、今回は
『あなたの住む「集落」や「集落の将来」』についての集計結果の一部をご紹介します。このアンケー
トの集計結果を皆様と共有し、皆様とともに「協働のまちづくり」を進めていきたいと思います。

平成30年6月号に引き続き「集落」や「集落」の将来について、アンケート集計結果の一部を紹介し
ます。

「集落」や「集落の将来」について

【問１１】あなたはこれからも「集落」に住み続けたいと思いますか？

【問１０】あなたの住む「集落」は暮らしやすいですか？
どちらとも
いえない
16.4%
暮らしにくい
8.0%

回答者の61.3％の方が「暮らしやすい」と回答されてい
る一方で、22.4％の方が「暮らしにくい」と回答されて
います。また、下のグラフのように年代別にみると、特
に20代から30代の方で「暮らしにくい」と回答された
方が30％を超えています。
集落総合点検事業を活かし「集落」での「暮らしにく
さ」が少しでも解消され、より快適で安全安心な暮らし
やすさにつながるよう皆様とともに取り組んでいきます。
行政はもちろんですが、自分たちで改善できることは、
自分たちで取り組んでいくことも必要です。

暮らしやすい
28.0%

どちらかといえば
暮らしにくい
どちらかといえば
14.4%
暮らしやすい
33.3%

年代別
年齢不詳

53.3%

９０代

51.2%

８０代

32.2%

６０代

23.3%

５０代

23.0%

４０代

31.6%
39.3%
36.3%

18.9%

３０代
２０代

21.0%

32.0%

22.7%

0%

10%

5.3%

17.8%

14.3%

5.6%

17.5%

10.2%

50%

9.5%

29.3%

60%

70%

7.1%
12.0%

80%

90%

100%

■暮らしやすい ■どちらかといえば暮らしやすい ■どちらかといえば暮らしにくい ■暮らしにくい ■どちらともいえない

旧小学校区別
28.9%

旧明倫校区

17.2%

旧俣野校区

24.5%

旧米沢校区

29.9%

旧江尾校区１

31.0%
0%

10%

9.6%

20.4%

20%

12.2%

33.0%
30%

40%

50%

60%

14.0%

10.1%
12.2%

14.6%

5.0%

70%

80%

13.6%
16.7%
16.4%
90%

100%

■暮らしやすい ■どちらかといえば暮らしやすい ■どちらかといえば暮らしにくい ■暮らしにくい ■どちらともいえない
旧江尾校区１[本町１〜５丁目、新町１〜２丁目、小江尾、久連、美女石、佐川、柿原]
旧江尾校区２[大満、貝田、吉原、西成、袋原、大河原、宮市]
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2.6%

48.7%

旧明倫校区

旧江尾校区②

1.0%
2.3%

57.0%

旧江尾校区①

59.1%

1.0%

65.2%

50代

59.7%

0％

24.2%

14.9%

25.0%

12.7%

28.1%

13.1%

26.7%
0.7%2.4%
1.7% 4.3%

75.7%

60代

10代

9.3%

84.7%

70代

20代

36.2%
1.4%

59.0%

27.1%

12.5%

65.2%

旧米沢校区

12.5%

30.2%

12.0% 0.0%

10％

3.9%

35.7%

21.7%

44.2%

25.3%

30％

27.9％

16.1%

48.5%

41.9%

20％

25.1%

0.4％ 11.9％
3.5%

3.0%

23.2%

18.3%

0.8% 9.0%

44.8%

12.2%

46.2%

40％

50％

60％

70％

80％

90％

100％

旧江尾校区１[本町１〜５丁目、新町１〜２丁目、小江尾、久連、美女石、佐川、柿原]
旧江尾校区２[大満、貝田、吉原、西成、袋原、大河原、宮市]

25.5%

18.2%

29.0%

6.7%

12.7%

33.6%

旧江尾校区２

1.4%

■ずっと住み続けたいと思う ■町内の別の地区に転居したいと思う ■町外に転出したいと思う ■わからない

40.7%
24.2%

旧俣野校区

30代

15.0%

9.5%

59.0%

40代

16.8%

13.0%

13.3%

40%

21.0%

14.5%

28.6%

30%

14.2%

5.6%

19.0%

22.7%

20%

13.2%

20.6%

45.2%

中学生

16.8%

21.0%

31.3%

１５〜19

8.4% 2.8%

16.4%

33.6%

16.8%

4.7% 2.3% 9.3%

30.8%

全体

80代

20.0%

32.6%

41.2%

７０代

13.3%

6.7% 6.7%

「集落」や「集落」の将来について

・約６割の方が、ずっと住み続けたいと回答されています。年代別にみると50代以上は、半数以上
の方が住み続けたいと解答されています。10代から20代前半までは「わからない」が多く、今後、
進学や就職で転居の可能性がありそうです。
・20代後半から40代までの年代の約２割が「町外に転出したい」と回答しており、また、「わから
ない」と４割から５割の方が回答されています。結婚されるなどして、地元で生活を続けていただ
きたい年代です。仕事、子育てなどいろいろな要素があると思われますが、この年代が残らなけれ
ば、出生率は上がらず、人口減少に歯止めをかけることはできません。また、この年代は、問10
の「集落の暮らしやすさ」の集計結果でも約３割が「暮らしにくい」と回答されており、若い世代
が住み続けやすい環境づくりを目標にすることが求められていることが読み取れます。
平成30年７月号

6

白石町長との意見交換会開催
上記の内容については︑今後
※
の議論のたたき台とし︑広く皆
さんのご意見を聞いていく中で︑
見直しや肉付けをしていきたい
とのことでした︒
以上の説明を受けた後に意見
交換に入り︑農業委員会からは

農業委員のご紹介

午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ３ 時 ３０分

６月 日の農業委員会総会後
に︑白石町長を交えて︑意見交
換会を行いました︒
冒頭に 分程度︑農業の方向
性や振興施策について町長の説
明を受けましたが︑要点として
は以下のとおりです︒

◎相談日 平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日 （ 木 ）

組みを推進しているところです
が︑一方で︑働き手や担い手が
いない地域では︑組織を立ち上
げることが難しいというご意見
もお聞きします︒
このため︑農業委員会が行政
と一体となり︑地域に出向いて
勉強会や話し合いの場を提案す
るといったことも必要かと思い
ますので︑お気軽に問合せくだ
さい︒
何とぞ︑よろしくお願いいた
します︒

お気軽にご相談下さい。

７月の農地相談会

白石町長の農政に係る方針

1件

﹁農地を守り
次世代につなげる﹂

農用地利用配分計画（案）

実現に向けた具体的な取り組み

① 農家の要望に応え︑集落営農
や担い手農家の下支えができ
るよう︑農業公社人員体制の
早急な充実
② 農業公社と集落営農︑担い手
農家との連携強化
③ シルバー人材センターへの支
援及び人材バンクの設置活用
④ 有害鳥獣対策の充実とジビエ
︵野生鳥獣の食肉︶の活用推進
⑤ 畦畔管理の省力化を目的とし
た芝草地化支援の事業化
等の意見を出しました︒
農業委員会においても︑これ
ら一つ一つの内容が実現に向か
うよう︑町と一緒になって取り
組んでまいりたいと考えます︒

2件

00
平成30年０月号
平成30年７月号
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農用地利用集積計画（案）

（尾之上原）

山本信男さん
江府町農業委員

このたび農業委員会の一員と
して仲間入りをさせていただく
こととなり︑責務の重さを痛感
している日々でございます︒
高齢化がすすむ現在︑農地を
維持しているのは高齢者です︒
担い手不足により農地が荒れ︑
耕作放棄地が増えていくことが
懸念されており︑特に中山間地
においては︑農地法面が大き
く︑耕作に不便で︑大規模農業
は難しいとされています︒
さらには米価の低迷により︑
米作りだけでは食べていけない
今日では︑高齢化とともに経営
規模の縮小を経て︑自給農家に
ならざるを得ない状況でもあり
ます︒
このため︑何分にも勉強不足
な私ですが︑農業委員として何
とかしたいと危機感を持ってい
ます︒
現在︑農業委員会においても
集落営農とか農業法人とか取り

審議案件すべて承認されました。

18

15

① 集落営農の推進
② 集落営農が取り組めない地域
や︑準備期間中の地域にあっ
てはアからウのいずれかの取
組への誘導
ア農業公社による受託作業支援
︵農業公社の人員体制︑農業
機械等整備︶
イ町内の担い手農家への農地集
積︵受け手農家への支援︶
ウ前記︑ア及びイの取組も困難
な地域は︑町外事業者との連
携

農業委員会総会（6月18日（月）開催）

農業委員会事務局 ☎（75）6620
問い合わせ先
山村 開 発 セ ン タ ー
所
◎場

まちのお知らせ
農業委員会だより

まちの話題

6/3

まちの話題

江府町防災・情報センターで「第10回記念ビブリオバトルin江
府」が開催されました。今回は４名の方が各々持ち寄った１冊の
本を５分間で紹介。投票の結果、
谷口宗一郎さん（小原）が紹介
された「１から学ぶ大人の数学教室 円周率から微積分まで」が
チャンプ本に決まりました。また、
第１回から続けて発表者として
参加されている前川仁三夫さんに会長賞が贈られました。主催
者の江府ビブリオバトル実行委員会会長の梅林一之さんは「７月
23日には米子市で第24回鳥取県図書館大会があり、谷口さん
にはチャンプ本紹介者として参加していただきます。これからも
活動が広がっていくと良いと思います」と話されました。

▲５分間で本の魅力や面白さを伝え、
聴衆の
ハートをつかみます。

親子で発見！！ ホタルの生態 〜せせらぎ公園で鑑賞会〜

▲ホタルの生態について解説を聞く参加者
のみなさん

6/23

6/11〜15

人を通して本を知る、本を通して人を知る

奥大山江府町ホタルの会（代表：神庭賢一さん）主催による
「2018親子でホタル観賞会」が、
せせらぎ公園で行われました。子
供の国保育園年長児と江府小学校４年生が対象で、
当日は約40名
が参加しました。はじめに神庭代表があいさつされ、
続いて干村隆
司さん（大山自然歴史館指導員）からホタルの生態についてスライ
ドを用いた解説がありました。ホタルの生態に関するクイズは大盛
り上がり。オスとメスの見分け方など新たな発見に驚きの声があが
りました。その後、
実際にホタルを鑑賞。子供達は「わぁ、
いっぱいい
るよ。きれい！
！」と無数に舞うホタルに目を輝かせていました。

江府町の伝統行事である「江尾十七夜」に関連した各種行
事を体験する「土曜授業」が江府小学校で開催されました。４
つの組に分かれ、
それぞれ「こだいぢ踊り体験」
「和太鼓体験」
「すもう体験」
「灯ろうづくり」を地元ボランティアのみなさんの
指導のもと体験。児童のみなさんは体験を通して、
郷土の伝統
行事の歴史や意義などについて学んでいきました。参加された
地元ボランティアの方は「こういった体験を通して、
郷土に誇り
を持ち、伝 統 行 事にも積 極 的に関 わって成 長していってほし ▲地元ボランティアの方から指導を受ける児童の
い」と話されました。
みなさん

6/12〜15
日野高校の２年次生が、主に日野郡内の事業所で職場体験
を行いました。江 府 町 では６事 業 所で行われ 、そのうち、エ
ミーズカフェではパン作りを体験。レクチャーを受け、慣れな
い手つきながら、初めてのパンを作りました。道の駅 奥 大山
では、レジのサッカー作業や商品ポップづくり、レストランで
の接客を行っていました。他の事 業 所では、現場での 作 業や
メニュー考案などに携わり、 働く という事を体験した４日
間でした。

▲優しく丁寧に生地を分けていきます

9
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江府町運動公園総合グラウンドで第1回江府町地域ソフト
ボール大会が行われました。
記念すべき第1回大会には地域やグループで結成された
３チームが参加し、
ソフトボールを通じて相互の親睦を深める
ことができました。
結果は次のとおりです。
〈結 果〉 優 勝
御机
準優勝
貝田
第三位
卓球部

▲プレー後の集合写真

町民プールの清掃を行いました

6/8

「江尾十七夜」を通して郷土について学ぶ 〜平成30年度第１回土曜授業〜

江府町の企業で職場体験

第１回江府町地域ソフトボール大会

▲デッキブラシで底を磨くみなさん

6/19〜22

6/21

今年もプールの季節が近づいてきました。清掃は江府町シルバー人材
センターの会員さんにお世話になっており、
午後から江府中学校の生徒
も参加しました。皆さんの頑張りのおかげで今年もきれいなプールになり
ました。
一般利用の期間等については下記のとおりです。是非ご利用ください。
利用期間 ７月21日（土）〜８月26日
（日）
時 間
10時から17時
休館日
毎週水曜日、
８月16日（木）、
８月17日（金）
※利用は無料です。

職場体験学習会 〜ワクワク江府〜

生徒が地域社会に学び地域の人々と共に生きる心・感謝の心を
育み、
豊かな人間性を育成することを目的に、
６月19日から22日ま
での４日間、
江府中学校２年生23名が町内の各事業所で体験学習
を行いました。
江府町教育委員会事務局では２名の生徒が事務局での仕事を
体験しました。生徒たちは４日間という短い期間でしたが、
一つ一
つの仕事に真剣に向き合っていました。今後、
この体験学習をまと
めた新聞を文化祭等で掲示する予定です。

▲明徳学園で受付の体験をする中学生の様子

暑さをものともせず、元気に１６ホール熱戦！！

6/26

江府町明徳学園学生自治会（会長：加藤富郎氏）主催の「第８回
親善グラウンドゴルフ大会」が、
せせらぎ公園にて開催されました。
成績は以下のとおりです。
優 勝
準優勝
第三位

▲（写真左から）梅林芙美子さん、
板垣孝子さん
天野幸子さん

板垣 孝子さん（３２打）
天野 幸子さん（３５打）
梅林芙美子さん（４０打）

ホールインワン賞は次の方々です（カッコ内は回数）
天野幸子さん（２） 赤井市郎さん（２） 板垣隆久さん（１）
板垣孝子さん（２） 梅林芙美子さん（１） 浦部鎭男さん（１）
砂口倭子さん（１）
平成30年７月号
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りました。その後、
実際にホタルを鑑賞。子供達は「わぁ、
いっぱいい
るよ。きれい！
！」と無数に舞うホタルに目を輝かせていました。

江府町の伝統行事である「江尾十七夜」に関連した各種行
事を体験する「土曜授業」が江府小学校で開催されました。４
つの組に分かれ、
それぞれ「こだいぢ踊り体験」
「和太鼓体験」
「すもう体験」
「灯ろうづくり」を地元ボランティアのみなさんの
指導のもと体験。児童のみなさんは体験を通して、
郷土の伝統
行事の歴史や意義などについて学んでいきました。参加された
地元ボランティアの方は「こういった体験を通して、
郷土に誇り
を持ち、伝 統 行 事にも積 極 的に関 わって成 長していってほし ▲地元ボランティアの方から指導を受ける児童の
い」と話されました。
みなさん

6/12〜15
日野高校の２年次生が、主に日野郡内の事業所で職場体験
を行いました。江 府 町 では６事 業 所で行われ 、そのうち、エ
ミーズカフェではパン作りを体験。レクチャーを受け、慣れな
い手つきながら、初めてのパンを作りました。道の駅 奥 大山
では、レジのサッカー作業や商品ポップづくり、レストランで
の接客を行っていました。他の事 業 所では、現場での 作 業や
メニュー考案などに携わり、 働く という事を体験した４日
間でした。

▲優しく丁寧に生地を分けていきます

9

平成30年７月号

江府町運動公園総合グラウンドで第1回江府町地域ソフト
ボール大会が行われました。
記念すべき第1回大会には地域やグループで結成された
３チームが参加し、
ソフトボールを通じて相互の親睦を深める
ことができました。
結果は次のとおりです。
〈結 果〉 優 勝
御机
準優勝
貝田
第三位
卓球部

▲プレー後の集合写真

町民プールの清掃を行いました

6/8

「江尾十七夜」を通して郷土について学ぶ 〜平成30年度第１回土曜授業〜

江府町の企業で職場体験

第１回江府町地域ソフトボール大会

▲デッキブラシで底を磨くみなさん

6/19〜22

6/21

今年もプールの季節が近づいてきました。清掃は江府町シルバー人材
センターの会員さんにお世話になっており、
午後から江府中学校の生徒
も参加しました。皆さんの頑張りのおかげで今年もきれいなプールになり
ました。
一般利用の期間等については下記のとおりです。是非ご利用ください。
利用期間 ７月21日（土）〜８月26日
（日）
時 間
10時から17時
休館日
毎週水曜日、
８月16日（木）、
８月17日（金）
※利用は無料です。

職場体験学習会 〜ワクワク江府〜

生徒が地域社会に学び地域の人々と共に生きる心・感謝の心を
育み、
豊かな人間性を育成することを目的に、
６月19日から22日ま
での４日間、
江府中学校２年生23名が町内の各事業所で体験学習
を行いました。
江府町教育委員会事務局では２名の生徒が事務局での仕事を
体験しました。生徒たちは４日間という短い期間でしたが、
一つ一
つの仕事に真剣に向き合っていました。今後、
この体験学習をまと
めた新聞を文化祭等で掲示する予定です。

▲明徳学園で受付の体験をする中学生の様子

暑さをものともせず、元気に１６ホール熱戦！！

6/26

江府町明徳学園学生自治会（会長：加藤富郎氏）主催の「第８回
親善グラウンドゴルフ大会」が、
せせらぎ公園にて開催されました。
成績は以下のとおりです。
優 勝
準優勝
第三位

▲（写真左から）梅林芙美子さん、
板垣孝子さん
天野幸子さん

板垣 孝子さん（３２打）
天野 幸子さん（３５打）
梅林芙美子さん（４０打）

ホールインワン賞は次の方々です（カッコ内は回数）
天野幸子さん（２） 赤井市郎さん（２） 板垣隆久さん（１）
板垣孝子さん（２） 梅林芙美子さん（１） 浦部鎭男さん（１）
砂口倭子さん（１）
平成30年７月号

8

まちの話題

春の叙勲

まちの話題・日野高レポート

サントリー天然水奥大山ブナの森工場

５月

を迎え︑新しく整備された厚生施設﹁モリトミズ﹂で記念式典が行われまし

28

日︵月︶︑﹁サントリー天然水奥大山ブナの森工場﹂が操業

10

周年

日野高レポート
第２回

日︵水︶︑８名の生徒たちは︑１ヶ月ぶ

〜課題について話合いをする。の巻〜

６月

りに江府町を訪れました︒今年５月に決めたチー

ムごとに︑町の方と意見交換をするためです︒

旧江尾発電所班は︑町内の有識者の方から︑発

13

た︒新施設は工場の敷地内に鉄骨２階建て︑延べ約１０１９平方㍍︒社員の

厚生施設として利用されるほか︑地域との連携・交流・情報発信の場として

活用されます︒今後︑自然体験型イベント︑工場見学者への地域特産品の販

売や荒神神楽の公演︑地域活性化にむけた婚活イベントやそば打ちイベント

などが計画されています︒また︑サントリーらしさのある企画としてロビー

平成30年７月号

電所の歴史やこれまでの取組みを教えてもらい︑

7

▲どんなプランにしようかな

自分達で考えた利活用についてアドバイスを受け

▲意見交換をする参加者のみなさん

５月13日（日）、
江府町防災・情報センターで平成30年度第
１回「町民と町長とのまちづくり意見交換会」を開催しまし
た。当日は14名の参加があり、
地域の課題について意見交
換を行いました。参加者からは「旧江尾発電所を利活用して
ほしい」など幅広い意見が出ました。また、
次回は「協働のま
ちづくり」がテーマに決まりました。今後も毎月１回開催いた
しますので、
お気軽にご参加ください。詳しくは町報こうふ５
月号２ページをご 覧 いただくか 江 府 町 役 場 総 務 課 ( ☎
75-2211)までご連絡ください。

ました︒

〜平成30年度第１回「町民と町長とのまちづくり意見交換会」〜

一方︑観光モデルコース作成班は︑スマートフ

▲発電所に人を呼びこみたい！

緒に考えました︒

地域の課題を一緒に考えていきましょう！！

生徒達は︑地元の人達との会話でやりたい事の

▲多くの方が参加され、楽しんでいました

イメージが膨らんだようで︑いきいきとした表情

でした︒

５月20日（日）、
神奈川地区の有志14名で結成された「七色がし
女性会」主催による、
フリーマーケットが開催されました。
旧明倫小学校の美化活動と地域の活性化を目的としてスタート
し、
今年で４回目。18店舗の出店があり、
手作りのこんにゃくやパ
ン、
アクセサリーや苗も販売されていました。当日は天候も良く、
多
くの家族連れで賑わい、
出店されている方も楽しんでおられまし
た。参加者からは「初めて来てみたけれど、
色んな商品があって、
見
ていても楽しかった」と話されていました。

コンサート︑ウィスキーセミナーなど町や県と連携した活用も検討されてい

▲やわらかな演奏が会場を包みました

〜住民の手で地域を盛り上げたい！〜

ます︒記者会見で吉岡淳工場長は﹁社員が意見を募り︑新施設を活用した地

七色がしフリーマーケット開催！

域貢献を提案しました︒地元地域に愛され︑人の心を豊かにする工場とし

第４回

５月13日（日）、
「日野川源流の流域を守る会」主催による自
然観察会が行われ、
江府町食生活改善推進協議会（以下食
改）が山菜料理を提供しました。
当日は雨の降る中でしたが、
25名が参加し江府町の木谷
沢渓谷を散策。昼食会場の総合健康福祉センターに移り、
食
改手作りの山菜料理が提供されました。
食改の松浦会長は「目もおなかも満足してもらえるよう頑
張りました。皆さんがまた来たいと言ってくださりとてもうれ
しい」とほっとした様子でした。

ォンを活用したプランを考え︑観光協会の協力の

▲笑顔で舌つづみをうつ参加者のみなさん

▲新しく整備された厚生施設「モリトミズ」

式典ではサントリーホールで学ぶ弦楽四重奏団によるコンサートが行わ

〜春の山菜を楽しむ会＆自然観察会〜

れ︑会場を魅了︒サントリーホールディングス鳥井信吾副会長は﹁創業者の

食改がおもてなし

もと︑町内の写真撮影をしたり︑プラン内容を一

▲表彰状を手に喜びの森田さん

想いを継ぎ︑天と地の恵みを大切にしてきました︒地元の支援を受け︑一歩

一歩前に進んでいきたい﹂と述べられました︒

森田さんは日野郡遺族連合会会長、
鳥取県遺族会副会長、
日本
遺族会評議員、
江府町議会議員などを務められ、
遺族の援護事業
や町政の発展にご尽力されました。
白石町長からのお祝いの言葉に対し、
「戦没者遺族相談員として
委嘱を受け、
遺族の皆さまからいただいた意見や現状を国・県など
に訴えてきました。戦後73年が過ぎましたが、
戦争が風化しないよ
う微力ながら引き続き取り組んでまいりたい」と話されました。

新施設「モリトミズ」が完成！
！
て︑さらなる地域活性化に取り組んでいきたい﹂と述べられました︒

旭日双光章 援護・地方自治功労
森田 智さん（貝田）

※日野高生の課題研究の様子を、町報こうふ６月号からレポート形式でお伝え
しています。

平成30年７月号
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不
｢ 易流行

｣

25

15

59

18

30

15

じめじめしてうっとうしい梅雨
︒が︑視線を少し上げて雨に輝
…
く山々を眺めてみると︑緑ってこ
んなに種類があるのだなーと感じ
ることができます︒災害につなが
るような集中豪雨は困りものです
が︑﹁雨もまたよし﹂です︒
さて︑７月 日︵土︶ 時 分
から江府町防災・情報センターに
て﹁﹃福祉とまちづくり﹄をテー
マにした講演会︵仮︶﹂を開催し
ます︒今回は﹁では︑なぜ今︑こ
のテーマで？﹂ということについ
てお話ししたいと思います︒
みなさんは︑一〇年先︑二〇年
先にどんな江府町で︑どんなふう
に暮らしていたいと考えますか？
住み慣れた場所で︑誰もが安心し
て暮らし続けられるために︑さら
に心豊かで幸せな生活のために︑
どうしたらいいと思いますか？プ
ロジェクト一年目のワークショッ
プ﹁みんなの困りごとをみんなで
考えよう﹂や︑昨年から始まった
﹃集落総合点検﹄︑その後の住民
アンケートでは︑集落のよいとこ
ろ︑夢や希望︑逆に不便さや住み
にくさなど︑町のみなさんの多く
の声をお聞きし︑次は︑そのため
に取り組めることは何かを考える
28

13

30

動画で町報こうふ!

以前の報告会の様子は
動画サイトyoutubeで
ご覧いただけます。

段階に入っていきます︒
一方︑福祉の分野でも︑今まで
のように﹁支え手側﹂と﹁受け手
側﹂に分かれるのでなく︑地域の
あらゆる人と人︑人と資源が世代
や分野を超えてつながることで︑
一人一人の暮らしと生きがい︑地
域を共に創っていく社会＝﹃地域
共生社会﹄の実現に向け︑﹁地域
づくり﹂が強調されています︒
いずれも︑さまざまな課題に直
面している地域そのものを︑そこ
に住む人たちから元気にしていこ
うという考え方で︑﹃協働のまち
づくり﹄に通ずるものがあります︒
今︑江府町は︑新庁舎建設とい
う大事業と共に︑転換期を迎えて
います︒今や全国共通の課題とな
った人口減少や超高齢化にいち早
く直面したことを﹁新しい江府
町﹂をデザインしていくための大
きなチャンスととらえ︑みんなが
一体となって進んで行くときです︒
今回の講演会は︑介護保険におけ
る生活支援体制整備からのお話で
すが︑高齢者だけの問題でなく︑
みんなが﹁自分ごと﹂として参加
していただけるといいなと思いま
す︒

プロジェクトチーム活動報告

﹁３０００人の楽しい町﹂

象に残っておられるの
を感じました︒この時
ふ
え き りゅう こ う
の話は当時の町報こう
ふに詳しく掲載されて
います︵１９９５・２
月号︶︒その一部をコ
〜よき伝統を守りながら
︵不易︶
ピーして保管されてい
進歩に目を閉ざさないこと
︵流行︶
によって
ましたので︑江府町の
﹁理想﹂を創造する〜 ホ ー ム ペ ー ジ か ら 全 て
を閲覧することができ
ることをお伝えしました︒
無理なく継続できる交流を
今後の交流として︑魚崎町夏祭
りが 回目の節目となる時に︑江
府町から魚崎町へ︑江府町役場の
新庁舎が完成した後に︑魚崎町か
ら江府町にそれぞれ訪問する企画
をしてはどうかというお話ができ
ました︒平成 年には災害協定も
締結している魚崎町との交流を今
後もしっかりと継続していきたい
と思います︒
︵６月 日には大阪府北部を震源
とする地震が発生しました︒すぐ
に魚崎町の粉谷会長に連絡して︑
被害のないことを確認したところ
です︶

６月 日に神戸市の魚崎町協議
会の粉谷会長さんと石畠さんにお
会いしてきました︒江府町と魚崎
町は︑昭和 年から様々な交流を
行ってきましたが︑今後の交流の
あり方についての意見交換をする
ための訪問でした︒
平成５年にカサラファームがオ
ープンした際に︑魚崎町協議会が
ａを契約し︑以来収穫祭に合わ
せて来町されていたこと︒平成
年に魚崎町協議会結成 周年式典
で江府町の神楽や傘踊りが披露さ
れたこと︒平成 年に貝田大飯食
いフェスティバルに参加さ
れたこと︒その後︑魚崎町
夏祭りや江尾十七夜にお互
いに参加したこと等々︒楽
しかった思い出を︑懐かし
くお話されました︒中でも︑
平成７年に阪神淡路大震災
が発生した際に︑江府町か
ら水︑毛布︑おにぎり等の
支援物資が５台のトラック
で届けられたことは深く印

▲町報こうふ1995年2月号
（一番右が粉谷会長）

10

18

14

平成30年６月号

平成30年７月号

11

白石町
コラム長
Vol.2
3

20

社会全体で
認知症について考える

▲大下主幹保健師による説明の様子

６月 日︵日︶︑米子市の鳥取県消防学
校で第 回西部消防ポンプ操法大会が行わ
れました︒日頃の練習の成果を発揮し︑江
府町消防団第１分団が見事優勝︒県大会へ
の出場が決まりました︒第２分団は健闘の
末︑９位となりました︒
７月１日︵日︶︑江府町消防団第１分団
は︑西部地区の代表として第 回鳥取県消
防ポンプ操法大会に出場︒当日は 度を超
える猛暑に加え︑テントが飛ばされそうな
程の強風が吹くなど厳しいコンディション
でしたが︑西部大会と変わらない︑気迫あ
ふれる操法を披露し︑６位になりました︒
︻西部大会 結果︼
○ポンプ車操法の部︵出場 チーム︶
優 勝 江府町消防団 第１分団
第２位 日南町消防団 日野上分団
第３位 大山町消防団 大山第３分団
⁝第9位 江府町消防団 第2分団
○大会優秀選手賞︵江府町該当者︶
指揮者
団員 大岩 一彦
一番員
団員 中尾 祐也

64

大岩
中尾
森田

三番員
四番員
補助員

三番員
四番員
補助員

下村
中川
梅林

北村
篠村
竹内

純也
敦紀
徹

勇介
友紀
琢郎

一彦
祐也
祐基

︻鳥取県大会 結果︼
○ポンプ車操法の部︵出場 チーム︶
優 勝 米子市消防団 夜見分団
第２位 北栄町消防団 第４分団
第３位 琴浦町消防団 第３分団
⁝第6位 江府町消防団 第1分団
指揮者
一番員
二番員
宇田川 晃
道下 隆志
藤田 優治

あり、良い計画だった。」など好評を得ました。

指揮者
一番員
二番員

受け、参加者からは「施設もだが、初めて訪ねた集落も

日︵土︶︑江府町防災・情報センターで

水工場・下蚊屋ダムなどの主要箇所と、町内の集落をひ

6月
年度江府町健康福祉まつり﹂が開催され

10

応募方法 住所・氏名・電話番号を記入し、郵便・ハガキ・ファックス・メールにてご投稿ください。
ペンネームでの掲載もOKです！ 氏名とは別に記載してください。

﹁平成

の景勝と有名施設めぐり」と決め、去る5月31日、俣野
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このコーナーは、みなさまからの投稿を掲載していく、フリーコーナーです。

ました︒今年度は﹁認知症﹂をテーマに︑ひとり

30

【あて先】〒６８９−４４０１ 江府町江尾４７５
町報こうふ担当者 宛
【メール】k̲soumu@town-kofu.jp 【ファックス】０８５９−７５−２３８９
【問い合わせ】総務課 ７５−２２１１

ひとりの人生を尊重し︑ともに支えあいながら暮
らしていく︑これからの地域づくりのヒントとな
るイベントが企画されました︒第一部として︑ま
ずは江府町の高齢化の現状と取り組みについて福
祉保健課大下主幹保健師がパワーポイントを用い
て説明︒また︑江府町社会福祉協議会の取組につ
いてスライドショーにて紹介されました︒その後︑
歳

認知症の母とその娘︑そして周囲の人々の姿を描
ママリン

の夏﹂を上映︒﹁認知症と共に暮らすこと﹂﹁老

いとは﹂﹁人間とは﹂などを問いかける作品であ

り︑上演後は出演者の酒井章子さんとのトークタ

イムが行われました︒酒井さんの実体験をもとに

した軽快なトークに会場は笑顔が溢れました︒第

二部は子供の国保育園年長児による日野川子供太

鼓の上演︑スタンプラリー︑各団体による飲食物

60１０

とめぐりしました。各施設では現場の管理者から説明を

第 1 分団員

トンネル現場・道の駅奥大山・木谷沢渓流・サントリー

第２分団員

川発電所ダム・七色がし・国道181号線江府道路宮ノ谷

江府町消防団第２分団 健闘
87

優勝！
江府町消防団第１分団

12
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等の販売が行われました︒

▲迫力の日野川子供太鼓

投稿者：小田 隆さん（池の内）
▲俣野川発電所ダム下で

30 30

いたドキュメンタリー映画﹁徘徊

▲酒井さんとのトークタイムの様子

第６０回西部消防ポンプ操法大会

▲臨床美術体験の様子

町 報こうふ 読 者 投 稿 型コーナー

老人クラブ「池の内常盤会（木山洋志会長）」では、

毎年恒例の日帰り旅行をおこなっており、今年は「町内

社会全体で
認知症について考える

▲大下主幹保健師による説明の様子
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ふれる操法を披露し︑６位になりました︒
︻西部大会 結果︼
○ポンプ車操法の部︵出場 チーム︶
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キミー先生の Happy Diary 23

キミー先生の動画は
こちらから

Hello again!
I will be going back to America soon. There are a lot of preparations that
need to be done before I leave, so my mom came to visit and help me with
them. While she was here, we also visited a few places nearby that I
never had the chance to see.
First, we went to Kaike Onsen Beach in Yonago. I often go to the beach when I’ m in America, so I was able
to feel a little less homesick. It wasn’ t quite the same as a California beach, but still very beautiful— and
there are small baths on the street (ashiyu 足湯 ) you can use to bathe your feet! I thought those were really
cool (and especially nice after the long walk to the beach).
We also went to Matsue, where we visited Matsue Vogel Park, the Adachi Art Museum, and the Shimane Art
Museum. At Matsue Vogel Park, we were able to see many interesting kinds of birds and plants. Since I was
a child, I have always been interested in birds, and my mom and I both have raised many plants, so it was a
lot of fun. We’ re also both interested in art, so we went to two art museums— in the same day! The exhibits
were beautiful, but my legs hurt so much after standing around for so long… I really wished I had an ashiyu to
use then!
- Kimmy
こんにちは。
私はもうすぐアメリカに帰ります。帰るまでにやっておかなければならない準備がたくさんあります。だから母が来て手伝って
くれました。母が日本にいる間、近場でまだ行ったことのない場所に出かけました。
最初に、米子の皆生温泉の海岸に行きました。アメリカにいるときは、よくビーチに行くので、皆生の海はホームシックを少
し和らげてくれました。カリフォルニアのビーチと同じではありませんが、皆生の海もとても美しかったです。そして通りには足
を浸けることのできる「足湯」がありました。とても素敵だと思いました。特に、海岸までたくさん歩いた後は最高です。
私たちは松江にも行きました。フォーゲルパーク、足立美術館、島根県立美術館を訪れました。フォーゲルパークでは、た
くさんのおもしろい鳥や植物を見ることができました。私は子どものときから鳥に興味がありました。そして、母と私はたくさ
んの植物を育ててきたので、フォーゲルパークはとても楽しかったです。また、私たちはどちらも芸術に興味があるので同じ
日に２つの美術館に行きました。展示品は美しかったのですが、長い時間ずっと立っていたので足がとても痛くなりました。そ
のとき、足湯があったらなぁと心から思いました。
キミー
平成30年７月号

14

Information

まちのお知らせ
た か ら もの

子どもは地域の宝物

地域で育ち 地域に学ぶ こうふっ子

江府中学校

クラブ

i.club
小 川 さ ん ・ 成 田さん
来町
アントレプレナーシップ・スクールとは …
﹁アントレプレナー﹂とは︑日本語では﹁起業
家﹂と訳されることが多いようですが︑この事業
においては︑﹁資源や常識を超越してチャンスを
追求すること﹂と定義しています︒
日本一人口が少ない鳥取県の中でもいちばん人
口の少ない江府町︒この町の未来を担う子ども達
が︑限られた資源や人材という〝壁〟を乗り越え︑
未来をつくる新しい価値︵アイデア︶の創造に挑
戦していきます︒

町 内の 様 々 な 資 源 を も
と に︑
いよいよ 今 秋 ︑江 府
中 学 校 での 学 習 プログラ
ムを実施します︒

Ｑ どんなふうにするの？
この事業全体をコーディ
ネートしてくだ さるのが一
般社団法人 i . c l u︵bアイ・ク
ラ ブ︶
のみなさんで︑未来を
つく る ア イ デ ア を 出 す た
めの 手 法 を 生 徒 達 に 伝 授
してくださいます︒
Ｑ どんな人たちなの？
﹁アイデアを出すことは
一部の天 才がすることでは
なく︑学 ぶことで身につけ
ら れ る ﹂をモット ー に ︑こ
れ ま でに も 中 学 生 や 高 校
生 と と もに 商 品 開 発 や 観
光 プランの 提 案 を す る な
ど︑学びを通して町づくり
に 携 わって こ ら れ た 実 績
があります︒５月末には江
府町に来町され︑
町内を巡
って町の様 子を知ってもら
いました︒

木谷沢の清涼な空気に感動される「i.club」のお二人

Ｑ どんなことをするの？
江 府 中 学 校３年 生 を 対
象 に︑
アントレプレナーシ
ップ・スクール︵短期集中プ
ログラム︶を実施します︒
こ の プログ ラ ム で は ︑
﹁ ま ち・ひ と・し ご と ﹂を キ
ーワードに︑町の未来を創
る ア イ デア を ２ 日 間 で 協
力 しな が ら 考 え ︑
﹁中学生
議会﹂において提案を行い
ます︒

アントレプレナーシップ・スクール

アイ

地域とともにある学校づくり
（江府町コミュニティ・スクール推進委員会）
今年度第１回目のコミュニティ・スクール（以下、ＣＳ）推進委員会を実施
しました。
昨年度は視察研修や講演会を通してＣＳの先進的な取組に学び、今年度
めざす子ども像について慎重審議
はいよいよ江府町版ＣＳの在り方について検討を進めていきます。
第１回目の今回は、江府町ＣＳの「めざす子ども像」や組織について協議を行い、めざす子ども像を確認しました。

江府町コミュニティ・スクールのめざす子ども像
思いやりと優しさを持ち、明るい笑顔で人とかかわれる子
たくましくしなやかな心と体を持ち、のびのびと自己を表現できる子
● ふるさとの自然と文化を愛し、ふるさとを大切にする子
●
●

江府町では、小・中学校を通した９年間の中で、人とのつながりを大切にしながら自分の思いを表現し、ふ
るさとで培った力を使って夢を形に変えていく、そんな江府っ子の育成を目指したいと思います。
少子化が進み、現在、小学校全校児童数７８名、中学校全校生徒数６２名と江府っ子達の数も少なくなって
きています。人間関係が希薄になり「隣は何をする人ぞ」という話も他人事ではなくなりつつある昨今。学校
だけでは抱えきれない様々な問題、社会の中でこれまでになかった新たな課題も出てきている中、より多くの
人達との関わりやつながりを通して子ども達の力を伸ばしていくことが見直され、求められています。
小さな町だからこそ、顔の見えるつながりはつくりやすいはず。本町のコンパクトさを活かしながら、今あ
るものをさらに広げ、「地域の子どもは地域のみんなで育てる」を合言葉に、子ども達のために地域でできる
こと、地域のために子ども達ができることを共に考えていく仕組み、それがコミュニティ・スクールです。
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まちのお知らせ

「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〜」はすべての国
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。
犯罪や非行のない安全で安心な暮らしをかなえるために、今、何が求められて
いるのか、そして、自分には何ができるのかを、みなさんで考えてみませんか。

町営住宅の入居者募集
団 地 名
家賃等(月額)
入居予定日
申込締切
申込資格

７月１０日（火）〜８月９日（木）は部落解放月間です。
部落解放月間は、「同和対策事業特別措置法」が施行された昭和４４年７月１０日を記念して、鳥
取県が翌年の昭和４５年に制定しました。
期間中、県内で様々な取り組みを行い、江府町でも２つの研修会、講演を実施します。
この機会に人権について考えてみましょう！

人権・同和教育講座 たんぽぽ学級

「海を越えて生活を
してみて感じたこと」

人権・同和問題研修会

「部落差別解消推進法に
関する課題と展望」

日程

平成３０年７月 20 日（金）

日程

平成３０年７月３０日（月）

時間

午後 7 時〜 8 時３０分

時間

午後１時〜２時３０分

場所

江府町防災・情報センター
２階 情報研修室

場所

江府町防災・情報センター
２階 情報研修室

講師

山田 晋 氏
（鳥取県図書館協会長）

講師

北口 末広 氏
（部落解放同盟中央本部副委員長）

海外でのホームステイを何度も経験され、
その中で感じた日本との違いや生活習慣の違
い そして、人権意識の違いなど実体験をお
話しいただきます。

部落差別解消の推進に関する法律が平成２
８年に施行されてから１年以上がたちました。
この１年で変わったことや見えてきた課題
についてお話をいただきます。

問い合わせ先：江府町教育委員会事務局 ＴＥＬ７５−２２２３

人 権 相 談（相談無料）
と

き：

８月８日（水）午前９時〜１２時

と こ ろ： 江府町防災・情報センター
電

話： ７５−３１１０（開設時のみ）

面接・電話
どちらでもご相談
いただけます。

相談内容： 人権問題全般について（人権擁護委員が対応します）
※人権侵害が認められる相談については法務局による調査救済を行うことができます。

＊＊＊ その他の相談窓口 ＊＊＊

鳥取地方法務局人権擁護課 ☎０８５７−２２−２２８９
※法務局においても休日を除く平日（８時３０分〜１７時１５分）は毎日相談に応じています。
専用ダイヤル☎０５７０−００３−１１０
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平成30年７月号

申込方法
そ の 他
問合せ先

武庫第２団地２号
家賃37,000円、駐車場使用料 2,000円、
テレビ共聴負担金 200円
平成30年8月1日（水曜日）
平成30年７月17日（火曜日）午後４時まで（必着）
次の全てを満たす者
①現に同居し、同居しようとする親族がある者
②収入基準に該当する者（詳しくは役場住民課へ問合せください）
③現在住宅を所有していない者、もしくは所有している住宅に住めない理由がある者
④入居予定者全員が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定
する暴力団でないこと
申込関係書類を役場住民課へ提出ください
※書類は役場住民課にて受け取りいただくか、役場ホームページからダウンロードして
ください。
申込者多数の場合は7月20日（金曜日）午後4時30分から役場にて抽選を行います。
江府町役場 住民課 ☎ 0859-75-3223

平成３０年度鳥取県西部広域行政管理組合職員採用試験
鳥取県西部広域行政管理組合では、平成３０年度の事務局及び消防局職員の採用試験を行います。
採用予定日
● 事務局・消防局職員とも … 平成３１年４月１日
募集職種・人員
● 事務局職員 … 一般事務・２人程度
● 消防局職員 … 消防吏員・９人程度
応 募 資 格（募集人員の内訳）
● 事務局職員 … 平成元年４月２日以降に生まれた方
● 消防局職員 … 平成３年４月２日以降に生まれた方（６人程度）
平成３１年３月に高等学校を卒業見込みの方（３人程度）
試 験 日
● 第１次試験…事務局・消防局職員とも … 平成３０年９月１６日（日）
● 第２次試験…事務局・消防局職員とも … １０月下旬〜１１月上旬（予定）
（第１次試験合格者に別途通知）
◆詳細につきましては、鳥取県西部広域行政管理組合ホームページに掲載しています。
・事務局職員 … http://www.tottori-seibukoiki.jp/
・消防局職員 … http://www.tottori-seibukoiki.jp/syobo/index.html
※注 事務局職員と消防局職員で、
申込用紙、
申込期間及び申込先が異なりますのでご注意ください。

自衛官候補生を募集しています！〜説明会のお知らせについて〜
右記日程で、
開催します！
役場に自衛官の方が来庁し、
直接お話が聞ける良い機会です！
なお、
事前の申し込みは不要ですので直接会場へお越しください！
お問合せ先

【自衛隊米子地域事務所】

米子市西福原3丁目3-1 YNTビル第4ビル２階 ☎（0859）3 3 - 2 4 4 0
開所時間 月曜日〜金曜日 午前１０時００分〜午後６時１５分（土日祝は閉所）

開催日

場所

時間

7月24日
（火）

江府町役場
1階会議室

17:00
〜

７月は第６８回「社会を明るくする運動」強調月間・再犯防止啓発月間です

19:00

平成30年７月号
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麻しん・風しん（MR）の予防接種を受けましょう！
麻しん … 感染すると約10日後に発熱やせき、鼻水といった風邪のような症状が現れます。
２〜３日熱が続いた後、高熱と発しんが出現します。
風しん … 感染すると２〜３週間で発熱や発しんの症状が現れます。
麻しん・風しんは、ワクチンを適切に接種することで、免疫が獲得できることが報告されていま
す。接種がお済みでない場合は、医療機関に確認の上、早めに接種しましょう。
【定期接種】

１期：１歳になったら早めに接種しましょう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

２期：保育園の年長児（小学校就学前の１年間）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

風しんは、妊娠初期の女性がかかった場合、耳や目、心臓に障がいをもつ
子どもが生まれる可能性があります。
妊娠を考えるなら
江府町では、妊娠を希望される方のため、風しんワクチン接種費用の助成
風しん対策を
を行っています。対象となるのは、江府町に住所のある「19〜45歳の風し
ん抗体価が低い女性」および「妊婦の夫」の方です。
妊娠中はワクチンを接種できないため、予防接種を受けたことがない方や１回しか接種していな
い方は、妊娠前に予防接種を受けるようにしましょう。
※鳥取県では、妊娠を希望する女性や同居のご家族を対象として、保健所や委託医療機関で無料の
風しん抗体価検査を実施しています。
【問合せ先】

19

江府町福祉保健課

☎0 8 5 9 ｰ 7 5 ｰ 6 1 1 1

｝

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証 の更新について
特 別 医 療 費 受 給 資 格 証
〔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」（あさぎ色）をお持ちの方
○「特別医療費受給資格証（重度心身等）」（青色）をお持ちの方
上記対象者は、現在お持ちの保険証等が平成３０年７月３１日までの有効期限になっています。
新しい被保険者証等は、平成３０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。
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。

◆◇◆ 平成30年度国民健康保険税について ◆◇◆
平成30年度江府町国民健康保険税の税率については、
平成29年度からの据置となり、
変更いたしません。

赤十字活動にご協力ありがとうございます！

国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の様式について

5月の全国赤十字運動強化月間では、活動資金にご協力でいただき感謝申し上げます。
江府町赤十字奉仕団もこの月間中、町内事業所を回り赤十字運動への理解とご協力のお願いをさ
せていただきました。
【日本赤十字社はこんな団体】
目的は人の命を守る事：災害救護、国際援護、病院経営、献血など多岐にわたります。
●世界的民間団体・ボランティア団体
単独の民間組織で他のどのような団体とも組織上の関係と持っていませ
ん。医師、看護師、事務職員など赤十字事業に携わっていますが自ら
の意思で参加するボランティアが赤十字組織を支える大きな柱です。
●財源を支えるのは国民
赤十字活動に賛同する国民の拠出する会費や寄付金で賄われています。
【日本赤十字奉仕団鳥取県支部では各種講習会を応援します】
地域の集会所などで行う災害啓発プログラムで講師を派遣します。
災害基礎知識・災害への備え・緊急時の避難・避難所とくらし・災害シュミレーション・体験
プログラム など災害時に役立つプログラムを組み合わせて学習することができます。自治会等の
地域防災の取り組みにぜひご活用ください。
【江府町赤十字奉仕団の活動】
江府町には３２人の奉仕団員がおり、災害時のボランティア活動のための研修や、いざという時
のために年1回高齢者を訪問、募金活動等行っています。
【問合せ先】 日本赤十字社鳥取県支部 ☎0857ｰ 22ｰ 4466
江府町赤十字奉仕団事務局 江府町福祉保健課 ☎0 8 5 9 ｰ 7 5 ｰ 6 1 1 1

平成30年4月からの国民健康保険制度改正に伴い、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の様式
と用紙が下記のとおり変更となりますので、ご注意ください。

平成30年７月号

70 歳未満の方

保険証用紙とレイアウトが変更となります。

７０歳以上
７５歳未満の方

今までは被保険者証と一緒に高齢受給者証を発行しておりましたが、
平成30年8月からは被保険者証一枚に変更となります。

詳しくは、江府町役場福祉保健課 ☎0859-75-6111
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｝

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証 の更新について
特 別 医 療 費 受 給 資 格 証
〔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」（あさぎ色）をお持ちの方
○「特別医療費受給資格証（重度心身等）」（青色）をお持ちの方
上記対象者は、現在お持ちの保険証等が平成３０年７月３１日までの有効期限になっています。
新しい被保険者証等は、平成３０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。
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。

◆◇◆ 平成30年度国民健康保険税について ◆◇◆
平成30年度江府町国民健康保険税の税率については、
平成29年度からの据置となり、
変更いたしません。

赤十字活動にご協力ありがとうございます！

国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の様式について

5月の全国赤十字運動強化月間では、活動資金にご協力でいただき感謝申し上げます。
江府町赤十字奉仕団もこの月間中、町内事業所を回り赤十字運動への理解とご協力のお願いをさ
せていただきました。
【日本赤十字社はこんな団体】
目的は人の命を守る事：災害救護、国際援護、病院経営、献血など多岐にわたります。
●世界的民間団体・ボランティア団体
単独の民間組織で他のどのような団体とも組織上の関係と持っていませ
ん。医師、看護師、事務職員など赤十字事業に携わっていますが自ら
の意思で参加するボランティアが赤十字組織を支える大きな柱です。
●財源を支えるのは国民
赤十字活動に賛同する国民の拠出する会費や寄付金で賄われています。
【日本赤十字奉仕団鳥取県支部では各種講習会を応援します】
地域の集会所などで行う災害啓発プログラムで講師を派遣します。
災害基礎知識・災害への備え・緊急時の避難・避難所とくらし・災害シュミレーション・体験
プログラム など災害時に役立つプログラムを組み合わせて学習することができます。自治会等の
地域防災の取り組みにぜひご活用ください。
【江府町赤十字奉仕団の活動】
江府町には３２人の奉仕団員がおり、災害時のボランティア活動のための研修や、いざという時
のために年1回高齢者を訪問、募金活動等行っています。
【問合せ先】 日本赤十字社鳥取県支部 ☎0857ｰ 22ｰ 4466
江府町赤十字奉仕団事務局 江府町福祉保健課 ☎0 8 5 9 ｰ 7 5 ｰ 6 1 1 1

平成30年4月からの国民健康保険制度改正に伴い、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の様式
と用紙が下記のとおり変更となりますので、ご注意ください。

平成30年７月号

70 歳未満の方

保険証用紙とレイアウトが変更となります。

７０歳以上
７５歳未満の方

今までは被保険者証と一緒に高齢受給者証を発行しておりましたが、
平成30年8月からは被保険者証一枚に変更となります。

詳しくは、江府町役場福祉保健課 ☎0859-75-6111

平成30年７月号
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Information

まちのお知らせ
ある日突然、身に覚えのない「訴訟最終告知」などと
書かれたハガキが届いたら、あなたならどうしますか？

気をつけよう

消費者トラブル
相

談

特殊詐欺のトラブル②
特殊詐欺のトラブル❷
事

法

対処

例

法務省などの公的機関をかたり、
「裁
判」や「差し押さえ」などの言葉で不安をあ
おって電話をかけさせ、最終的には何らかの金
銭を払わせる詐欺目的のハガキです。
・法務省管轄支局は実在しません
・裁判手続の通知がハガキで来ることはあり
ません

「消費料金に関する訴訟最終
告 知のお 知らせ」と題したハ
ガキが届いた。
「貴方の利用されていた契
約会社、ないしは運営会社か
ら、契約不履行による民事訴
訟として訴状が提出された。こ
のまま連 絡がない場合は、原
告側の主張が受理され、給料
差し押さえおよび 動産、不動
産の差し押さえを強制的に執
行する。裁判の取り下げなどの
相談は当局まで問い合わせる
ように」との内容。
差出人は法務省管轄支局の
窓口のようだ。何のことかまっ
たく身に覚えはないが、取り下
げ最終期日が迫っている。どう
しよう・・・？

一度電話してしまうと、
「だまされやすい人」と
思われ、何度もターゲットにされる可能性があ
ります。

〜気になることがあれば、まず相談を〜
○消費生活相談員による相談窓口
８月１日
（水）
、
８月２２日
（水）
９時〜１６時
役場本庁舎1階会議室にて開催
○通常の相談窓口
（７５−３２２３）
平日：江府町役場 住民課
土日：鳥取県消費生活センター
（０８５９−３４−２６４８）

お問い合わせ先

伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会
電
話 ０８５９−３１−９３７１
公式ホームページ
大山１３００ 検索

鳥取県西部商工会産業支援センター
（西伯郡日吉津村日吉津885-9 TEL0859-37-0085）
創業や起業を考える皆様を「失敗しない開業」に導くため、当センターでは以下の日程で「創業セミ
ナー・スクール」を開催します。
受講申込、詳しい講義内容については当センター、または各商工会までお願いします。

第4回
犯人は誰だ⁉

日程

8月24日(金) 19:00〜21:00 ※申込締切：8/20（月）
9月8日・15日・22日・29日・10月6日(土)
10:00〜17:00 ※申込締切：9/6（木）
講師 Ｄ＆ＭＳＯＬＵＴＩＯＮ代表 高橋志織 氏(経営学修士「ＭＢＡ」習得者）
会場 鳥取県西部商工会産業支援センター ※セミナー・スクールとも定員30名（申込順）

日野郡鳥獣被害対策協議会
実施隊チーフ 木下卓也
【問い合わせ】72−1399
では︑次の写真︒

こちらはスイカがきれいに

食べられてしまっています︒

一見すると犯人はカラスで

は？と思うかもしれませんが︑

これはイノシシの仕業です︒

この場合︑電気柵やワイヤー

メッシュ柵をすることで︑被

害を防ぐことができます︒

被害対策において︑犯人を

見極めることは非常に重要で

す︒犯人を間違えてしまうと︑

頑張って対策したつもりが︑

ただのくたびれ儲けになって

しまうことがあります︒特に︑

荒らされた椎茸のホダ木

他にも多くのイベントが開催されます。公式ホーム
ページやフェイスブックにてお知らせしています。

事業創業や商売開始をご検討されている皆様へ 〜「創業セミナー・スクール」受講者募集〜
今回は︑まず写真を見てい

ただきましょう︒こちらです︒

椎茸のホダ木が︑めくり︑削

られ︑見るも無残な姿にされ

てい ま す ︒犯 人 は ︑イ ノシシ？

サル？ シカ？ クマ？

真犯人はキ

犯人が鳥なのか動物なのかと

いう見極めは非常に重要です︒

もし︑今まで経験したことの

ない被害が出た︑何かわから

ないものが悪さをして困ると

いう際は︑犯人の見極めをし

ますので︑当協議会にご連絡

ください︒

平成30年７月号

ツツキの一種︑

アカゲラでし

た︒というこ

とは︑防鳥

ネットやテグ

スで対策をす

れば︑大丈夫

です︒
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ホダ木に止まるアカゲラ

絶対に電話せず、無視しておきましょう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

いよいよ開幕した「大山開山１３００年祭」。奥大山エリアにも木谷沢渓流、
烏ヶ山、道の駅奥大山をはじめとして、昨年に比べ多くのお客さんに訪れていただいています。
７月、８月には多くのイベントが大山エリアで開催されます。
是非この機会にイベントにご参加いただき、神坐す山「大山」を感じてください。
●第３回「山の日」記念全国大会in鳥取
８月１０日(金)、
１１日(土)
西日本で初開催となる祝日「山の日」を記念した全国大会。大山国体広場、
米子市公会堂で記念行
事や歓迎フェスティバルが開催される。著名人もゲストで来場され、
地元特産品も集合します。
●大山の大献灯
８月２４日(金) 〜 ２６日(日）９月２２日(土) 〜 ２４日(月・祝）
大山寺周辺で開催される和傘や絵灯ろうを使った幻想的な献灯イベント。写真映え、インスタ
映え間違いありません。
●大山「星」のフェスティバルin休暇村奥大山 ８月２５日(土）
移動式プラネタリウムと休暇村奥大山の自然の中での星空観賞イベント。
手に届くような星空を体感いただけます。
●特別展示「大山山麓の至宝」〜「大山」ゆかりの刀を中心に〜
７月２９日(日）〜８月２６日(日） 米子市美術館
●大山芸術祭in米子 ８月１日(水）〜１１日(土）米子市内各所
●「夢に見た大山」フリッツ・カルシュ写真展 ８月１日(水）〜９日(木）
米子コンベンションセンター

食べられたスイカ

【セミナー（無料）】
【スクール（受講料あり）】

【江府町内企業求人情報】
事業所名：サントリーパブリシティサービス（株）
サントリー天然水奥大山ブナの森工場ＰＲ室
募集職種：サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場見学ツアーガイド
雇用形態：契約社員
募集期間：平成３０年７月３１日（火）まで
※諸条件については町ホームページをご覧になるか、直接
企業へお問い合わせください。
（ＴＥＬ０１２０−３３０−７００）

事業所名：サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場
募集職種：品質管理業務
雇用形態：アルバイト
募集期間：平成３０年７月３１日（火）まで
※諸条件については町ホームページをご覧になるか、
直接企業へお問い合わせください。
（ＴＥＬ０８５９−７５−３３１０）

平成30年７月号
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Information

まちのお知らせ
ある日突然、身に覚えのない「訴訟最終告知」などと
書かれたハガキが届いたら、あなたならどうしますか？

気をつけよう

消費者トラブル
相

談

特殊詐欺のトラブル②
特殊詐欺のトラブル❷
事

法

対処

例

法務省などの公的機関をかたり、
「裁
判」や「差し押さえ」などの言葉で不安をあ
おって電話をかけさせ、最終的には何らかの金
銭を払わせる詐欺目的のハガキです。
・法務省管轄支局は実在しません
・裁判手続の通知がハガキで来ることはあり
ません

「消費料金に関する訴訟最終
告 知のお 知らせ」と題したハ
ガキが届いた。
「貴方の利用されていた契
約会社、ないしは運営会社か
ら、契約不履行による民事訴
訟として訴状が提出された。こ
のまま連 絡がない場合は、原
告側の主張が受理され、給料
差し押さえおよび 動産、不動
産の差し押さえを強制的に執
行する。裁判の取り下げなどの
相談は当局まで問い合わせる
ように」との内容。
差出人は法務省管轄支局の
窓口のようだ。何のことかまっ
たく身に覚えはないが、取り下
げ最終期日が迫っている。どう
しよう・・・？

一度電話してしまうと、
「だまされやすい人」と
思われ、何度もターゲットにされる可能性があ
ります。

〜気になることがあれば、まず相談を〜
○消費生活相談員による相談窓口
８月１日
（水）
、
８月２２日
（水）
９時〜１６時
役場本庁舎1階会議室にて開催
○通常の相談窓口
（７５−３２２３）
平日：江府町役場 住民課
土日：鳥取県消費生活センター
（０８５９−３４−２６４８）

事業所名：サントリーパブリシティサービス（株）
サントリー天然水奥大山ブナの森工場ＰＲ室
募集職種：サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場見学ツアーガイド
雇用形態：契約社員
募集期間：平成３０年７月３１日まで
※諸条件については町ホームページをご覧になるか、直接
企業へお問い合わせください。
（ＴＥＬ０１２０−３３０−７００）

第4回
犯人は誰だ⁉
日野郡鳥獣被害対策協議会
実施隊チーフ 木下卓也
【問い合わせ】72−1399
では︑次の写真︒

こちらはスイカがきれいに

食べられてしまっています︒

一見すると犯人はカラスで

は？と思うかもしれませんが︑

これはイノシシの仕業です︒

この場合︑電気柵やワイヤー

メッシュ柵をすることで︑被

害を防ぐことができます︒

被害対策において︑犯人を

見極めることは非常に重要で

す︒犯人を間違えてしまうと︑

頑張って対策したつもりが︑

ただのくたびれ儲けになって

しまうことがあります︒特に︑

荒らされた椎茸のホダ木

他にも多くのイベントが開催されます。公式ホーム
ページやフェイスブックにてお知らせしています。

お問い合わせ先

伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会
電
話 ０８５９−３１−９３７１
公式ホームページ
大山１３００ 検索

【江府町内企業求人情報】
今回は︑まず写真を見てい

ただきましょう︒こちらです︒

椎茸のホダ木が︑めくり︑削

られ︑見るも無残な姿にされ

てい ま す ︒犯 人 は ︑イ ノシシ？

サル？ シカ？ クマ？

真犯人はキ

犯人が鳥なのか動物なのかと

いう見極めは非常に重要です︒

もし︑今まで経験したことの

ない被害が出た︑何かわから

ないものが悪さをして困ると

いう際は︑犯人の見極めをし

ますので︑当協議会にご連絡

ください︒

平成30年７月号

ツツキの一種︑

アカゲラでし

た︒というこ

とは︑防鳥

ネットやテグ

スで対策をす

れば︑大丈夫

です︒
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ホダ木に止まるアカゲラ

絶対に電話せず、無視しておきましょう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

いよいよ開幕した「大山開山１３００年祭」。奥大山エリアにも木谷沢渓流、
烏ヶ山、道の駅奥大山をはじめとして、昨年に比べ多くのお客さんに訪れていただいています。
７月、８月には多くのイベントが大山エリアで開催されます。
是非この機会にイベントにご参加いただき、神坐す山「大山」を感じてください。
●第３回「山の日」記念全国大会in鳥取
８月１０日(金)、
１１日(土)
西日本で初開催となる祝日「山の日」を記念した全国大会。大山国体広場、
米子市公会堂で記念行
事や歓迎フェスティバルが開催される。著名人もゲストで来場され、
地元特産品も集合します。
●大山の大献灯
８月２４日(金) 〜 ２６日(日）９月２２日(土) 〜 ２４日(月・祝）
大山寺周辺で開催される和傘や絵灯ろうを使った幻想的な献灯イベント。写真映え、インスタ
映え間違いありません。
●大山「星」のフェスティバルin休暇村奥大山 ８月２５日(土）
移動式プラネタリウムにと休暇村奥大山の吹き抜けた自然の中での星空観賞イベント。
手に届くような星空を体感いただけます。
●特別展示「大山山麓の至宝」〜「大山」ゆかりの刀を中心に〜
７月２９日(日）〜８月２６日８(日） 米子市美術館
●大山芸術祭in米子 ８月１日(水）〜１１日(土）米子市内各所
●「夢に見た大山」フリッツ・カルシュ写真展 ８月１日(水）〜９日(木）
米子コンベンションセンター

食べられたスイカ

事業所名：サントリープロダクツ（株）
天然水奥大山ブナの森工場
募集職種：品質管理業務
雇用形態：アルバイト
募集期間：平成３０年７月３１日まで
※諸条件については町ホームページをご覧になるか、
直接企業へお問い合わせください。
（ＴＥＬ０８５９−７５−３３１０）

事業創業や商売開始をご検討されている皆様へ 〜「創業セミナー・スクール」受講者募集〜
鳥取県西部商工会産業支援センター
（西伯郡日吉津村日吉津885-9 TEL0859-37-0085）
創業や起業を考える皆様を「失敗しない開業」に導くため、当センターでは以下の日程で「創業セミ
ナー・スクール」を開催します。
受講申込、詳しい講義内容については当センター、または各商工会までお願いします。
日程

【セミナー（無料）】
【スクール（受講料あり）】

8月24日(金) 19:00〜21:00 ※申込締切：8/20（月）
9月8日・15日・22日・29日・10月6日(土)
10:00〜17:00 ※申込締切：9/6（木）
講師 Ｄ＆ＭＳＯＬＵＴＩＯＮ代表 高橋志織 氏(経営学修士「ＭＢＡ」習得者）
会場 鳥取県西部商工会産業支援センター ※セミナー・スクールとも定員30名（申込順）

平成30年７月号
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まちのお知らせ

本気の 奥大山そば をつくりませんか？
〜奥大山そば栽培講習会のご案内〜
日時：７月１９日(木)午前１０時〜

場所：サントリープロダクツ株式会社天然水奥大山
ブナの森工場 厚生棟「モリトミズ」会議室

【講習会内容】

『みんなでつくろう奥大山そば』
『笠良原のそば畑での現地講習』

ながと

た つし

長戸 竜志氏

日野農業改良普及所 普及主幹

竹内 敏朗氏

奥大山蕎麦ブランド化推進協議会

た けうち とし ろう

会長

※講習会後、
カサラファームで奥大山そばの試食会もあります♪
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

お申込み方法

江府町役場農林産業課(７５−６６１０)までお電話ください！(期限 ７月17日(火)まで)

日 野 病 院 小 児 科 診 察 日 の お 知 らせ
平成30年4月から、小児科の外来診察を毎日（月曜日から金曜日まで）行っています。

区分

月

午前
午後

− 小児科外来診察表 −
火

水

木

金

竹茂幸人

竹茂幸人

竹茂幸人

総合診療科医師

大学医師

大学医師

竹茂幸人

竹茂幸人

竹茂幸人

大学医師

○小児科では予防接種、
乳幼児健診も行います。
（予約が必要ですので、お電話等でお問い合わせください。）

口座振替のお願いについて
現金納付の江府町の税金は全て、口座振替での
納付へ変更をすることができます。
口座振替は、納付の手間がなく、納付忘れを防
ぐこともできます。
ぜひ、口座振替をご利用ください。
口座振替の申し込みは、ご本人様が直接、金融
機関窓口にてお願いします。
口座振替ができる金融機関は、山陰合同銀行・
鳥取西部農協・鳥取銀行・ゆうちょ銀行ですの
で、お早めのお手続きをお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、役場住民課にご相
談ください。

00

平成30年０月号

お問い合わせ先
日野病院

電 話 0 8 5 9−7 2−0 3 5 1

今月の国民年金
納付期限及び口座振替日
７月分 平成３０年８月３１日（金）まで
平成３０年４月から平成３１年３月までの国民年金
保険料は月額１６，３４０円です。保険料は日本年金
機構から送られる納付書により金融機関や郵便局、
コンビニで納めることができるほか、口座振替やク
レジットカードによる納付なども可能です。保険料
は納付期限（翌月末）までに納めましょう！

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）
納付期限及び口座振替は 7月31日（火）です。
平成30年７月号
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お知らせ

7月
月

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館
本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

Tue

17

16

アイリス合唱団

ガールズ
ダンス教室

防
午後7時〜8時30分

水
防

午後7時〜9時

Wed

木

18

19

防
午後1時30分〜4時

押し花教室

防
書道教室 防
午後4時〜午後5時30分 午後1時30分〜3時

24
防

午後1時〜5時

パッチワーク
同好会 防

明徳学園
開校日

午前9時〜11時30分
墨彩画教室 防
午後1時30分〜3時30分 パッチワーク
防
ガールズダンス教室 防 教室（年間）
午後1時〜3時
午後7時〜8時30分

アイリス合唱団

防

25

（広域隣保活動）

午前9時30分〜11時30分

ガールズ
ダンス教室

防
午後7時〜8時30分

人権・同和
問題研修会

31

書道教室

日

Sat

ピアノレッスン

本5

午後1時30分〜3時30分

フラダンス教室

22

防

午前9時〜午後4時

Sun

まなびや

防

午前9時〜正午

防

午後2時〜3時30分

人権・同和教育講座
たんぽぽ学級

午後7時〜8時30分 防

27

28

29

防
ピアノレッスン 防
午後1時30分〜3時30分 午前9時〜午後2時

和紙折紙教室

午後2時〜4時

ピアノレッスン

防
午後4時〜午後5時30分

江府町立図書館
ものづくりクラブ
（幼年向け）防

ストリートダンス教室
午後6時30分〜8時 防

江府町・西ノ島児童交歓臨海学校（隠岐郡西ノ島町）

午後7時〜9時

30

26

社交ダンス教室 防

元気クラブ 本5

土

（広域隣保活動）

ピアノレッスン

防

Fri

21

手芸教室

午後1時〜4時

午後6時30分〜8時

金

20

陶芸教室 創

大正琴教室

ストリート
ダンス教室

23

Thu

午前10時30分〜11時

本5

（広域隣保活動）

午前9時30分〜11時30分

アイリス合唱団

防

午後7時〜9時

午後1時〜2時30分 防

8月
月

防 ＝防災情報センター 開 ＝山村開発センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 創 ＝高齢者創作館
本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

Tue

水

Wed

木

1

Thu

2

大正琴教室

3

ストリートダンス教室

6

ガールズ
ダンス教室

防
午後7時〜8時30分

7

アイリス合唱団

防

午後7時〜9時

日

Sat

4

Sun

5

ピアノレッスン

防

午前9時〜午後2時

午前9時30分〜11時30分

防
午後4時〜午後5時30分

午後7時〜9時

土

（広域隣保活動）

ピアノレッスン

奥大山カフェ

Fri

あみもの教室 本5

防
午後1時30分〜4時

午後6時30分〜8時

金

防

防

8

人権・行政相談

9
防

午前9時〜12時

元気クラブ（広域隣保活動） 本5

午前9時30分〜11時30分

社交ダンス教室 防
午後2時〜4時

卓球教室

10

いけばな教室

防

11

12
ピアノレッスン

午後7時〜8時

防

午前9時〜午後2時

本5

江府町立図書館
おはなし会 防

（広域隣保活動）

囲碁教室（広域隣保活動） 本5 午前9時30分〜11時30分
午後1時〜4時30分
ピアノレッスン 防

午前10時30分〜11時

午後4時〜午後5時30分

ストリートダンス教室 防
午後6時30分〜8時

︵氏

豊

︵性別︶ ︵保護者︶

女

6月届 ︵敬称略︶

はるか

悠

名︶

せ がわ

人の動き

︵住所︶
は

長谷川

◎お誕生おめでとう

武庫第二

平成30年７月号

︵年齢︶ ︵世帯主︶

延寄付金額 1,860,000 円

名︶

23

153 件

︵氏

現

延申込件数

善久
本人
節美
武志
愛子
勝美
本人

年

平成30

6 月3在0日

86 97 76 97 87 94 84

歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳

ふ る さ と 納
税

︵住所︶

応援ありがとうございます！

◎ごめい福を祈ります

）は前月比

柿 原 加藤 達明
池の内 南波うるわ
西 成 山本 幸人
大河原 龜田美奈子
宮 市 末次
肇
美女石 門村 久子
小 原 川上 副子

6月末現在（

ご寄付

社会福祉協議会に次の方から
ご寄付をいただきました︒
︵6月分︶ 敬称略
◎見舞い返しとして
荒 田 藤原
功 本人退院
◎香典返しとして
新町一 池本 愛三 母アサ死去
柿 原 加藤 公久 叔父達明死去
尾之上原 宮本 和男 父茂夫死去
大河原 龜田 武志 母美奈子死去
宮 市 末次 昌樹 父肇死去
美女石 門村 秀二 祖母久子死去
◎一般寄附
本町二丁目
江府中第 期卒業生

■まちの人口 2,958人（ −7 ）
男 1,383人（ −2 ）
女 1,575人（ −5 ）
■世帯数
1,050世帯（ ±0 ） 19

☆祝☆ たたらんち

１周年

『どんぶりバージョン』デビュー！！
日野郡が豊かな森林・水・土によって古くから良質の鉄を産し「たた
ら製鉄」で栄えたことにちなみ、それをイメージして開発されたご当地ラ
ンチの たたらんち がデビューから１周年を迎えました。これまでも様々
なバージョンで町内外の方に「味覚」と「視覚」を楽しんでいただきま
したが、この度「どんぶりバージョン」がデビューしました！
旬の野菜、大山どり、玉鋼要耀天目の
陶器、金運アップせんべいを使用し、たたら製鉄をイメージした色合いに仕
上げた新メニューになります。いつもの食べなれたどんぶりとは違う、見た
目も味も楽しめる

たたらんち

どんぶりになっています。

江府町内では門脇旅館、エミーズカフェ、休暇村奥大山でそれぞれの店
舗が工夫をこらして開発したどんぶりが楽しめ、その他、日野町のレストラ
休暇村奥大山の「大山どり黄金丼」
大山どりの唐揚げに旬の野菜が
たっぷりのったヘルシーなどんぶ
り。味はもちろんのこと、彩がき
れいで見た目も楽しめる。

ンもり、リバーサイドひの、そば道場たたらや、日南町のふるさと日南邑で
提供しています。提供日は店舗によって異なりますので、お問い合わせの上
ぜひご賞味いただき、周りの方々へ
おすすめください！！

門脇旅館の「大山どり甘から丼」
メレンゲと片栗粉を絡めて揚げた
大山どりを甘辛たれで味付けし、
季節の野菜をトッピング。程よく
酸味がきき、熱い季節も箸が進む。

エミーズカフェの「大山どりの金運ＵＰ丼」
大山どりのムネ肉をそぎ切りにして柔
らかく仕上げたカレー味のピカタを日
野米と雑穀をあわせたご飯の上にのせ
た丼。

デビュー１周年の たたらんち
大山開山 1300 年祭バージョンも登場予定。
日野郡でこんなにおいしい たたらんち が
出来上がりました！
！

今月のフェイス
２年前から本格的に家業である
門脇旅館の調理全般を担当してい
ます。１年前に“たたらんち”の提供
を始めてから「フェイスブックを見て
来た」「メディアで掲載しているの
を見て来た」など各方面からお客さ
んがいらっしゃるようになりました。
岡山や島根など県外のリピーターの
方もおられ嬉しく思います。６月２９
かどわき りょうた ろう
日から門脇旅館では「大山どり甘か
門脇 良太郎さん（本町三丁目）
ら丼」の提供が始まりました。
料理を提供する上で大切にしていることは「衛生管理の徹底」と「食べて
いただく方の顔を想いながら丁寧に作ること」です。地元をはじめ、全国の
みなさんに食べていただきたいと思います。
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

COVER

−表紙の写真−

６月１６日（土）、
江府町美女石にある爆
音茶屋にて江府町観光協会の遠藤真
吾さんにより撮影されました。周囲に光
源が無く、
満天の星を撮ることが出来ま
した。江府町にはこの他にも「休暇村奥
大山」
「奥大山スキー場」など各地で星
を観察することができます。奥大山江府
町で満天の星を撮影してみませんか。

発行／江府町役場
〒689−4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾475
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