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特集−全国学力･学習状況調査−

こうふっ子のまなびとくらし
～平成29年度｢全国学力･学習状況調査｣結果から～

算数/数学の授業の内容は
よく分かりますか

小
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●江府小学校

小

●江府小学校

小

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

国語の授業の内容は
よく分かりますか

基礎・基本はおおむね定着し︑特に図
形についてよく理解しています︒しか
し︑加減乗除や整数・小数の混ざった計
算など単純な計算の仕方につまずきが見
られました︒
活用問題においては︑ 資
｢ 料から必要な
数値を選んで求め方を説明する ︑﹁数値
｣
から平均の求め方を判断する な
｣ ど︑ 量
｢
と測定 領
｣ 域における題意の読み取りや思
考の苦手さが見られました︒日頃の学習
の中でも問題場面をイメージしながら順
序立てて考える力を伸ばしていく必要が
あります︒
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中
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中
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中

●江府中学校

算数/数学の勉強は
好きですか

ことわざの意味を理解して自分の表現に
用いたり︑漢字を正しく書いたりすること
について高い正答率を示しています︒
しかし︑目的や意図に応じて適切な言
葉づかいで話すこと︑構成を工夫して話
すことなど︑﹁話すこと﹂についての苦
手さが見られました︒また︑目的や意図
に応じて文章全体の構成を考えるといっ
た﹁書くこと﹂への課題もまだまだある
ようです︒
ただ︑記述式解答について無答の児童は
減少し︑最後まで粘り強く取り組もうとす
る意欲の高まりが見られました︒

小

基礎・基本については︑計算の正答率
が高い一方で︑関数における技能と知
識・理解に苦手さが見られます︒
活用問題においては︑図形の対称性を
的確に捉えることができています︒しか
し︑与えられた数値や条件を基に筋道立
てて考察し説明するといった点に課題が
見られます︒また︑記述式解答について
の無答率の高さも見られ︑引き続き改善
を図っていく必要があります︒

質問紙調査より

●江府中学校

国語の勉強は
好きですか

漢字を書く︑語句の意味を理解して文
脈の中で適切に用いるといった言語に関
する知識・理解について比較的高い正答
率を示しています︒
その一方で︑目的に応じて資料を効果
的に活用して話したり︑材料を整理して
構成を考え文章に書き表したりするな
ど︑表現することへの苦手さが見られま
した︒また︑文章の要旨や特徴を捉えて
読み取ることについても︑正答率がやや
低い傾向が見られました︒

質問紙調査より

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︑全国のすべての公立小・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
学習や生活の状況についてお伝え
します︒

国語について

算数／数学について

生活習慣や学び方について

100
０

学校で友達に会うのは
楽しい
小

(％)

中

100
０

小・中学校共に︑多くの児童生徒が
﹁物事を最後までやり遂げてうれしかっ
た﹂経験があると回答し︑家庭や学校で
の生活の中で自信をつけている様子がう
かがえます︒

●達成感

▲メディアとのつき合い方

ただきながら ︑併せて︑

とを 今 後も 継 続してい

ご家庭においては︑生活習慣を整えるこ

改 善 傾 向の 見 ら れ る 項 目 も あ り ま す
が︑グラフからも分かるように︑すべての
児童生徒が前向きな気持ちを持って学校
生 活を送っているわけではないことも事
実として受け止めなければなりません︒
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
んが︑課題については真摯に受け止め︑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︒また︑伸びてきている
部分については︑今後も継続して高まって
いくように取組を進めていきます︒

まとめ

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３
時間以上という児童生徒
も少なくありません︒こ
うしたメディアとの関わ
り方が学力に大きく影響を及ぼすとのデー
タも出ており︑学校と家庭が連携して改善
を図っていく必要がありそうです︒

規則正しい生活習慣
の定着や他者とのより
よい関わり︑達成感を
味わう経験が︑これま
で課題として挙がって
いた﹁自分にはよいと
ころがあると思う﹂と
いう自己肯定感の高ま
りに表れつつありま
す︒

ココが課題です
▲将来のイメージ

(％)

100

一方で︑﹁将来の夢や目標を持ってい
る﹂児童生徒の割合は︑国や県と比較し
てやや低い傾向にあります︒﹁家の人と
将来のことについて話すことがあります
か﹂という問いに対しても︑肯定的回答
はおよそ半分程度となっています︒将来
をイメージし目標を持って生活するこ
と︑今学んでいることが将来につながっ
ていくことを子ども達に伝えていく取組
が求められます︒

▲地域・社会への関心

かけ をしていた だ き ま

いて見直し︑改善の働き

メディアとの接し方につ

すようお願いします︒

平成29年11月号

小

地域や社会で起こっている問題や出来
事への関心についても国や県と比較して
やや低い結果となっており︑地域行事へ
の参加など地域とつながる工夫を行って
いくことが必要だと考えられます︒

3

自分には
よいところがあると思う

●基本的な生活習慣

(％)

中

０

ほぼすべての児童生徒が毎日同じくらい
の時刻に起床して朝食をきちんと食べてお
り︑規則正しい朝のスタートを切ることが
できています︒また︑多くの児童生徒が︑
・学校に行くのは楽しい
・学校で友達に会うのは楽しい
と回答しており︑集団生活の中で︑友達と
よい関わりを持ちながら生活できている様
子がうかがえます︒

小

中

●他者との関わり

学校に行くのは楽しい

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︑ほとんどの児童生徒が﹁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︒そうした意識
を基盤として︑友達との話し合いにおいて
も︑
・最後まで聞くことができる
・友 達の考えを受けとめて︑自 分の考えを持
つことができる
という児童生徒の割合が高く︑﹁他者を大
切に思う心﹂も育っています︒

質問紙調査より

まちの話題

｢江府町いきいき基金｣に
サントリー天然水ブナの森工場から寄付
９月15日(金)、「江府町いきいき基金」寄付金の贈呈
式が開催され、サントリープロダクツ㈱奥大山天然水ブ
ナの森工場の吉村工場長から白石町長に目録が手渡され
ました。この基金は地域活性化に向けての人材育成や産
業振興の充実を図るために設立されたもので、今後もこ
の基金を活用しながら３０００人の楽しい町への施策を
▲目録を渡すサントリープロダクツ㈱奥大山
天然水ブナの森工場 吉村工場長(写真左)

進めていきます。

お米のコンテストで
４名の方が受賞されました！
10月21日(土)に米子コンベンションセンターで開催され
た「第４回農と食のフェスタinせいぶ」で、鳥取県西部農協
管内のきぬむすめの美味しさを競う「第５回きぬむすめ食味
コンテスト」の表彰式が行われました。お米に含まれるたん
▲きぬむすめ食味コンテストで最優秀賞を
受賞された末次輝夫さん

ぱく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、末次輝夫さん(杉谷)が最優秀賞を受賞されました。
また、22日(日)には「第15回日野川源流米コンテスト」
の最終審査が同イベント内で開催され、日野郡内（旧溝口町
を含む）のコシヒカリ、ひとめぼれの美味しさを競いました。
本町からは、最終審査の食べ比べに残った越峠嘉道さん(下
蚊屋)が最優秀賞を受賞されました。また、農事組合法人宮
市、長尾保さん(大河原)が予選の食味・味度審査の上位５位
から10位に贈られる奨励賞、同じく農事組合法人宮市が食
味値最高得点90点で特別賞を受賞されました。

▲日野川源流米コンテスト受賞者左から
奨励賞・特別賞の農事組合法人宮市（長岡邦一さん）
最優秀賞の越峠嘉道さん
奨励賞の長尾保さん
（長尾富貴子さんが代理受賞）

第４回ふいご祭り＆ノルディックウォーク
10月22日(日)

江府町防災・情報センター

昔、日野郡で盛んに行われていた「たたら製鉄」。その
「たたら」に興味を持ってもらおうと開催された第４回ふ
いご祭りでは、実際に小型炉を会場に設置し、玉鋼(たまは
がね)の元となる鉧（けら）を製造する
験

ミニたたら操業体

を実施したり、江府町に関連する

▲小型炉での鉧製造の様子

たたら研究発表

会 などが行われました。
また同時開催された「ノルディックウォーク」では久連
地区にある川平鉄山跡を見学し、町内に残された貴重な文
化財である「たたら」を学んでいました。
▲ノルディックウォーク参加者の皆さん
平成29年11月号
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まちの話題

第56回江府町卓球大会(職域･グループの部)
10月６日(金)

町民運動公園総合体育館

第56回江府町卓球大会(職域･グループの部)が開催され、職
場･グループの仲間で構成された12チーム71名が参加しました。
大会は各チーム５人の対戦で勝敗を競います。４つのリーグ
に分かれての予選リーグと決勝トーナメントを行い、白熱した
試合が展開されました。
決勝戦には『このゆびとまれ』チームと『新一ＴＣチーム』
が勝ちあがり、接戦を制した『このゆびとまれチーム』が見事
に優勝を飾りました。

〈結果は次のとおり〉
優 勝
このゆびとまれ
準優勝
新一ＴＣ
第３位
下エノキダケ
第３位
尚仁福祉会

▲優勝された
「このゆびとまれチーム」

江府町民バレーボール大会
10月15日(日)

第38回江府町バレーボール大会が開催され
ました。大会は９人制バレーボールのＡリー

町民運動公園総合体育館

グと、４人制ソフトバレーボールのＢリーグ
にそれぞれ４チームがエントリー。各チーム
勝利を目指して懸命にボールを追いかけ、体
育館は終始熱気に包まれました。

〈結果は次のとおり〉
Ａリーグ
優 勝
新町一丁目
準優勝
佐川
第３位
貝田

Ｂリーグ
優 勝
佐川Ａ
準優勝
貝田Ａ
第３位
貝田Ｂ

▲Aリーグ優勝の新町一丁目チーム

第59回中国・四国ブロック民俗芸能大会
10月1日、中国・四国各県代表の10組が、岡山県
倉敷市の芸文館で民俗芸能を発表しました。鳥取県
代表として、こだいぢ踊り保存会員21名が、鳥取県
指定無形文化財「江尾のこだいぢ踊り」を披露され
ました。太鼓打・唄い手・踊り子が、お互い呼吸を
合わせながら持ち時間20分の公演でした。ゆっくり
とした調子でゆったりと優雅でわびしさが伝わる踊
りに、会場者からは盛大な喝采を受けました。
こだいぢ踊り保存会会長の見山收さんは、「保存
会の後継者育成を図り江尾のこだいぢ踊りの継承に
努めたい。江尾十七夜と歴史ある江府町の活性化に
つなげていきたい。」と、今後の活動にも意欲を見
せておられました。
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▲こだいぢ踊りの公演の様子

人権の話題

人権･同和教育講座 ｢たんぽぽ学級｣

︻第３回︼
９月 日︵水︶に 結｢婚差別から見えてき
たこと 反
―差別の心意気で日々の暮らしを
組み立てようー﹂と題して大柄瑞穂さんに
講演をしていただきました︒
同和問題について︑結婚を機に自身が体
験した話をされました︒
障がいを持つ人たちの生き方から自身の
考え方を見直したこと︑また研修会に参加
する意味についても講演いただきました︒

日︵水︶に ﹁ふつうってなに？ ―

︻第４回︼
月

題してネットワークファシリテーター 植垣

セクシュアリティについて考えよう！ ﹂
―と
郁子さんに講演をしていただきました︒

﹁ふつう﹂という言葉をキーワードにＬＧ
ＢＴについて学習を行いました︒多くの方
が思う﹁ふつう﹂という概念は多数派に
とっての認識であり︑その場合少数派の人
たちにとってそれは﹁自分はふつうではな
い﹂という思いにしてしまうことが多いの
が現状です︒しかし︑一人一人の個性があ
るようにセクシュアリティも一人一人違う
ということに気づくことが大切であるとい
うことを話されました︒

︻参加者感想︼
〇言葉で聞いてはいてもあまり考えたりした

どなたでもご参加いただけますので、
ぜひ、
お越しください。

師： 古志野

▲講師の植垣郁子さん

ことがなかった︒たくさんの人権問題があ

純子さん （㈱長岡塗装店 常務取締役）

講

11

ることを改めて考えさせられた︒

〜20年間の家庭と仕事の両立支援の取組〜

題：
「会社の一番の財産は社員！」

︻参加者感想︼
〇困難を乗り越える力が必要だと思った︒
前進しようとする意志が大切だと感じた︒

〇親として子を思う気持ちに共感した︒子
ども達みんなが差別されることも︑する
こともなく生きていけるといいなと思った︒

▲講師の大柄瑞穂さん

10

〇あまりないテーマの話が聞けた︒

★日 時 ： 平成29年12月9日
（土）午後1時30分〜
★場 所 ： 日野町山村開発センター

演

20

日野郡男女共同参画連絡会研修会を開催します。
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同和問題に関する町民意識調査

磨こう人権感覚
〜江府町

高めよう人権意識

―第４回―

同和問題に関する町民意識調査より〜

差別への対応について
今回は、
「差別的な発言」
を目の当たりにした時どのように対応するかを見ていきます。

Ｑ1

集会やグループで話し合っていたときに、誰かが同和問題に関して差別的な発言をし
た場合、あなたはどうしますか。
その他
２.1%

無回答・不明
８.0%

差別は許されない
と思うから、意見
を言う
27.2%

わからない
18.5%
自分は差別してい
ないから関係ない
８.4%
問題として取り上げ
るとうるさいので、
知らん顔をしている
４.2%

Ｑ2

良くないと思うが、注意
するだけの知識がないの
で黙っている
31.7%

差別落書きやインターネット
での差別書き込みを見つけた
場合、どうしたらいいかご存
知ですか。あてはまるものす
べてに○をつけてください。
【その他の意見】
・インターネットの対応がよ
くわからない。
・インターネットを見ない。
・削除しても法的措置が困難
と聞いた。

【その他の意見】
・今まで実生活で同和問題に対して
具体的な問題を感じたことがない。
子どもが聞いてきたら積極的には
言わないが教える。
・あなたは間違っていると正すので
はなく、私はこう思うと別意見と
して発言する。
・意見は言いたいが、どんなグルー
プかによって言えないかもしれない｡
・家族などの近い人には注意できる
が、顔見知り程度の人には注意し
たくてもしにくい。

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

町で制定した｢人権･同和問題に関する差別
落書き対応要綱｣にしたがって対応する
県または町に連絡する。または、インター
ネットの管理者に削除依頼をする
差別落書きはいけないことなので、自分で
すぐに消す

13.4％
21.3％
5.1％
13.4％

そのままで、何もしない

40.4％

わからない
その他
無回答・不明

3.6％
11.0％

差別的言動を見聞きした時に意見を言える人は3割弱となっています。地区・地区外それぞれ見ると、地区
では52.5％の人が意見を言うと回答していますが、地区外では25.6％と低くなっています。良くないと思って
いても意見を言うことができない人が多い結果となっています。
落書きやインターネットへの書き込みで差別を見つけた場合の対応を見ると、一番多かったのは｢わからない｣
となっています。その他の回答を見ると、特にインターネットについての対応が「わからない」ことが見えて
きます。差別落書きやインターネット等不特定多数の人の目に触れる恐れのあるものについてはそのまま放置
すれば差別を拡散することにつながります。差別的言動や差別落書き、ネットへの書き込みを見つけた場合は
教育委員会に速やかにご連絡ください。

◆ 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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先輩から受け継ぐブナの実プロジェクト

江府小学校４年生７名が︑学校のブ
ナ畑で育てた苗を サ
｢ ントリー天然水の
森 に
｣植樹しました︒
こ の 活 動 は 江 府 小 の 統 合 時 Ｈ(
)
から始まり︑サントリーの協力を得
て 森
｢と水の学校 の
｣中で実施︒今年で
９年目となります︒ 植(樹は５年目 )

を入れ︑棒で突いてすきまをなくしま

た︒慣れないスコップを使って丁寧に土

と︑ 土
｢ぎめ と｣いう方法で苗を植えまし

当日は鳥取大学日置教授の指導のも

21

す︒根をきずつけないように気を配りな
がら︑合計３本の苗を植えました︒
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︒天然水の森で
拾ってきたブナの実を︑一人３つぶずつ
鉢にまき︑数年後の植樹に向けて水やり
など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︒

天然水の森で拾ってきたブナの実をまき、
責任を持って育てます。

「おおきくなれよ。」
と慎重に植樹。

豊かな水を生み出すブナ林は江府町の大切な宝物︒
そのブナ林
を守り育てる活動﹁ブナの実プロジェクト﹂︒今年も︑先輩から受
け継いだブナの苗を︑
奥大山の森に返しました︒

子どもは地域の宝物 ～地域で育ち 地域に学ぶ こうふっ子～

お父さんお母さんの
通った学校をのぞいたんだよ

ふるさと江府町のよさを生
かす学習は︑江府町の魅力を
具体的・体験的に知るところ
から始まると考えます︒

江府小学校では︑ふるさと
江府町を愛する子を育てるた
め︑もっと町内全体に目を向
けようと︑春には全校遠足で
七色カシの色づく武庫に出か
けました︒
２年生の生活科でも︑旧小
学校や分校で学んだ経験を事
前に家の人に聞いて︑９月
日に旧俣野小学校・旧米沢小
学校・旧下蚊屋分校・旧貝田
分校を訪れました︒写真はそ
の一つ︑旧俣野小学校の校庭
で遊ぶ子ども達です︒まだき
れいな校舎にみんなが驚いて
いました︒
地
｢ 域の先生に学ぶ移動教
室を開く 集
｣｢会活動の会場に
活用する﹂ こ
｢ の旧校舎を磨
アイディアは広がりま
く ｣…
す︒

25

8

平成29年11月号

まちの教育

図書館だより
新

着

図

開館時間

書

お

※この一覧は新着図書の一部です。

＊小説

わたしの本当の子どもたち／ジョー・ウォルトン
人形たちの白昼夢／千早茜
たゆたえども沈まず／原田マハ
忘れられた巨人／カズオ・イシグロ

ら

8:30〜19:00
8:45〜17:30

せ

おはなし会の予定
今年もやります！ぬいぐるみおとまり会

＊一般書
豊島利通版画集／豊島利通
いのち愛しむ、人生キッチン／桧山タミ
毎日かあさん(14)卒母編／西原理恵子
くらべる値段／おかべたかし
百歳まで歩く／田中尚喜
バナナを逆からむいてみたら
＊人生の視点を変えるレッスン／アーチャン・ブラーム
日日是好日＊｢お茶｣が教えてくれた15のしあわせ／森下典子
オトナの一休さん／ＮＨＫオトナの一休さん制作班

＊入門書・児童書

知

平 日
土日祝

仲良しのぬいぐるみと一緒に参加できるおはなし
会です！
「おとまり前のおはなし会」のあと、ぬいぐるみ
は図書館にお泊まりします。夜の図書館は、ぬい
ぐるみたちのための図書館に…？
次の日にぬいぐるみを迎えに来てください。
お泊まりのこと、きっと教えてくれますよ。
■ぬいぐるみは１体、身長10cm～50cm程度
■定員：15名
■詳しくは図書館[75-2005(教育委員会共通)]へ

12/2(土)16：00～・おとまり前のおはなし会

雪と氷＊水の惑星からの贈り物／片平孝
世界の国ぐに大冒険／井田仁康
銭天堂＊ふしぎ駄菓子屋(8)／廣嶋玲子

＊絵本
おみせやさんでくださいな！／さいとうしのぶ
もっといろいろばあ／新井洋行

〜 ハッピー ダイアリー 〜

キミー先生の Happy Diary 15

キミー先生のHappy Diaryの
動画ができました！

Hello again!
Earlier this month, my mother came to visit me again, and together we
went to Kyoto.
This month s trip to Kyoto was much more enjoyable, but it wasn t all
smooth sailing. When we first arrived, it was pouring rain and we became
lost on the way to our hotel. Eventually, we decided to try taking a taxi but, even though
※動画サイトユーチューブで
we had our hotel s address printed in Japanese, three different empty taxi drivers saw us
and immediately drove away, leaving us in the rain with our luggage. I understand why 「キミー先生のハッピーダイアリー」で検索！
they did it (my mother and I are very obvious foreigners and dealing with foreign tourists
must be really difficult and annoying), but it was still a little depressing…
Eventually we did find our hotel on our own, and from then on the trip was a lot of fun! We did a lot of shopping
and exploring, visited a few temples, and of course went to the Kyoto Pokemon Center. The best part of the trip,
however, was going to the Monkey Park in Arashiyama. I was able to feed several wild monkeys by hand. I ve
never seen monkeys so close before! They were a little scary, but so cute! It was an amazing experience.
Nowhere in America can you do something like that.
Also, while we were out shopping, several people complimented me on my Japanese, seeming surprised that I spoke
Japanese at all. That helped me feel a bit better after the problem with the taxis.
Anyway, see you all next month! - Kimmy
ふたたびこんにちは！今月早くに、私の母が再び私を訪ねて来て、いっしょに京都に行きました。
今月の京都への旅行は前回と比べてとても楽しめるものでした。しかし、全てスムーズに事が運んだわけではありませ
ん。到着した当初、土砂降りになっていてホテルへ行く途中で道に迷ってしまいました。結局私たちはタクシーに乗ること
に決めましたが、日本語で印刷されたホテルの住所を持っていたのにも関わらず、お客の乗っていない３台の異なるタク
シーの運転手たちは私たちを見るとすぐに運転して逃げて行ってしまいました。荷物を持った私たちを雨の中に残したまま
です。私はなぜ彼らがそうしたのか分かります。（私の母と私は明らかに外国人であり、運転手にとって海外からの旅行者
への対処は本当に難しく、悩ましいにちがいないからです。）それでもやはり私には少し憂うつに感じました。
結局私たちは自分たちでホテルを見つけました。そして、そこからは旅行はとても楽しいものでした。たくさんの
ショッピングや探索、２、３の寺にも訪れました。そして、もちろん「京都ポケモンセンター」にも行きました。しか
し、旅行で一番よかったのは「嵐山モンキーパーク」に行ったことです。私は手渡しで野生の猿にエサをあげることがで
きました。今までそこまで近くで猿を見たことはありませんでした。彼らは少し怖かったですが、とてもかわいらしかっ
たです。とてもすごい経験をしました。アメリカではそのようなことができる場所はありません。
また、私たちがショッピングに出かけている間、私が日本語を話すことに驚いたようで、数人の人たちが私の日本語を
褒めてくれました。そのことがタクシーの件で憂うつに感じていた私を少し心地よくしてくれました。
ではみなさん、来月まで！ キミー

９
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江府町文化祭
舞台発表

11月４日(土)

場所：ＪＡ江府支所３階

ストリート
ダンス(リ
ズムトレ
イン江府
)

▲マンドリン演奏

(Ｍ＆Ｐ)

唄(安来節)

▲踊りと手品(我楽会)

(樫鳥会)

ストレッチ(はつらつ運動クラブ)

大正琴(大正琴江府教室)

合唱(アイリス合唱団)

▲人権啓発劇(江府町男女共同参画審議会)

▲防犯啓発劇(黒坂警察署)

江府町高齢者
スポーツ大会
10月13日(金)

大玉ころがし

保育園児と一緒にゴール！

関所やぶり

場所：江府町運動公園総合体育館

ボーリング
平成29年11月号

10

プアナニ(フラダンス)

日野高校楽器演奏

ピアノ演奏(ピアノレッスン教室)

江府中学校吹奏楽部

着物ショー

合唱(江府小学校)

日野川子供太鼓(子供の国保育園)

江府町文化祭
作品展示の部

10月28日(土)〜11月５日(日)
場所：江府町防災・情報センター

江府中学校作品

11
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江府小学校作品

陶芸作品

木工細工

いけばな

えき

りゅう

こう

39

ふ

﹁３０００人の楽しい町﹂
プロジェクトチーム報告

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。

域経済の活性化に繋がり︑好循環の
サイクルを形成しています︒
②自主性のある地域の取り組み
邑南町には現在２１６の集落があ
ります︒それら集落を束ねる組織で
ある﹁自治会﹂が 組織あり︑それ
ら自治会は の﹁公民館区﹂ごとに
統括されています︒
それぞれの公民館区では︑地域づ
くりのための﹁戦略﹂が立てられて
います︒戦略は地域住民が発案し︑
地域住民が主体となって行うことが
条件づけられていて︑行政は予算の
確保や支援体制の確立などに努めて
いるとのことです︒
地域の自主性を発揮させるための
仕組みづくりは︑以前に視察した雲
南市にも似ています︒ですが︑集落
を束ねる﹁自治会﹂という組織は︑
昭和 年に過疎法ができた当時から
すでに設立が始まっていました︒先
手をとって﹁地域づくり﹂の基礎を
固めてきたその考え方には︑本当に
驚きを隠せません︒
見習うべき点︑参考にすべき事
例︑様々あります︒江府町に合った
﹁地域づくり﹂とは何か︑改めて考
えるよいきっかけとなりました︒
︵谷口 宗一郎︶

12

｣

今年度のプロジェクトチームは︑
新庁舎の設計に住民の皆様の声を反
映させることを目的として活動して
います︒ですが︑今回はちょっと閑
話休題︒去る 月 日︵木︶に︑日
野郡三町合同による島根県邑南町の
視察研修がありました︒そのことに
ついてお話をしようと思います︒
主な目的は︑地域住民と地元高校
との事業連携に関する視察でした
が︑邑南町の先進的なまちづくりに
ついても学べるということで︑われ
われプロジェクトチームから３名が
参加しました︒
短時間ながら非常に濃い内容の研
修で︑そのすべてを限られた紙面で
お伝えすることはできませんので︑
中でも特に興味深いと感じた２点に
ついてご報告をします︒
①起業できる仕組み
邑南町は﹁Ａ級グルメ﹂構想を掲
げており︑中でも町営レストラン
﹁ａｊｉｋｕｒａ﹂は特に有名で
す︒地域おこし協力隊を﹁耕すシェ
フ﹂として採用し︑地元の人々と触
れ合いながら農業を学び︑そこに行
政の支援で蓄えた起業のノウハウを
加え︑雇用を創出する︒この﹁就職
↓学習↓起業↓雇用﹂の流れが︑地
12

不｢ 易 流 行

号の対応について﹄
対応になりました︒防災行政無線
で︑警報の発令や注意事項を町民の
皆さんにお伝えするとともに︑強風
のため飛ばされたものが交通の妨げ
になっているのを︑撤去しに出かけ
たり︑建設会社に対応していただく
よう連絡して︑対応します︒選挙事
務が終わってからは︑全管理職が集
合して︑体制を組み直しました︒
そして︑翌日の朝︑バス路線をパ
トロールするとともに︑報告いただ
いた被害状況の確認を行いました︒
今回は避難所の開設はお願いしま
せんでしたが︑状況によっては各区
長さんのお世話になることもありま
す︒疑問な点や︑提案︑ご意見をで
きれば︑平常時に総務課まで連絡い
ただきますようお願いします︒
備えあれば憂いなし︒日頃から気
象情報に注意して︑避難場所の確認
等を行ないましょう︒

45

〜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〜

﹃台風

21

22

21

月 日は大変な１日になりまし
た︒台風 号が接近する中︑衆議院
議員選挙の投開票が行われるという︑
市町村にとって重要な仕事が重なる
という事態が発生したためです︒た
だ︑幸いなことに︑台風は地震のよ
うな突発的なものではなく︑進路や
スピードによりある程度の予測がつ
きます︒今までの経験を元に︑あら
かじめ必要な準備をすることができ
ます︒警報が発令されるまでに︑管
理職が集合して︑町営バスや小中学
校︑保育園︑図書館等の対応を確認
します︒今回のように休日前の場合
は︑警報が出た時の体制を確認して︑
それぞれが自宅待機します︒
通常であれば︑管理職全員と総務
課︑農林産業課︑建設課の職員の一
部で初動体制が作れるのですが︑今
回は︑選挙事務に大半の人員がとら
れたため︑警報発令後も少人数での

10

白石町
コラム長
Vol.15
10

12

平成29年11月号

農業委員会だより

農地利用意向調査に
ご協力をお願いします
農業委員会では、農地法に基づき農地の無断転用の
早期発見や遊休農地などの実態を把握するために、農
地利用状況調査を実施しています。
その結果をもとに、耕作されていないと思われる農地
と判断された場合、
その農地を耕作する権利をお持ちの
方が、今後その農地をどのように活用されるかその意向
を、担当地区の農業委員、農地利用最適化推進委員が
戸別訪問にて、利用意向調査を実施します。今後の地域
における遊休農地の解消計画の作成と実施に向けて活
用させていただきたいと思いますので、皆様の意向調査
へのご協力をよろしくお願いいたします。

（利用意向の確認内容）

▲地図と照合し、
農地を確認する農業委員

① 自ら耕作します。

② 自ら相手を見つけて、売買により譲渡、又は貸付けて耕作を行ってもらう等を行います。
③ 農地中間管理事業を利用します。

④ 農地利用集積円滑化団体（江府町）
が行う農地所有者代理事業を利用します。

農業委員になって
平成29年７月より、農業委員を務めさせていただくこととなりました。

農業委員会法改正後、農業委員の選任方法も変わり、改正前と実務内容がどれほど変わったか

は先輩、事務局の方々に聞くしかないのですが、初めてでもあり、就任して４ヶ月と期間も短い為、年
間でどの様な委員活動があり、
実務内容を見て、
感じて、覚えて行く事に奮闘中です。

その最中、農地パトロールが８月から始まり地図、地目表を片手に担当地域を回り、畑がこんな場 清水 治之(吉原)
所に、
こんな離れた所にと、改めて先人の凄さを思い知らされました。現状としては殆どが耕作出来

ない状態ですが、畑の形が見て取れました。
そんな中で耕作可能の土地が遊休農地として有る事が、
また別の問題を山
間部では抱えこんでいるのだと強く感じながらパトロールしました。付随する実務が有る事も知りました。

これからの農業のあり方、遊休農地を増やさない方法など色々な角度から模索して行く時が目前にあるのだと感じま

した。
これから農業委員として地区の皆様の相談や意見などを気楽に話してもらえる、
そんな委員になれるよう精進ある
のみです。

皆様からの指導、協力を頂ければ大変嬉しく思いますのでよろしくお願いします。

11月の農地相談会

第4回江府町農業委員会総会（10月12日(木)開催）

お気軽にご相談ください。

◎相談日 平成29年11月22日（水）
午後１時30分～３時30分まで
◎場

所

問い合わせ先

13

江府町山村開発センター
農業委員会事務局

平成29年11月号

☎（75）6620

審議案件すべて承認されました。
農地法３条の規定による許可申請について
非農地証明の申請について
農用地利用集積計画（案）について
農用地利用配分計画（案）について

１件
１件
１件
１件

子育て世代で集まって
楽しく学ぼう！
〜平成29年度こっこくらぶ開催〜

す
で身体を整えま
「ママ整体」
▲

▲講師の石田かがりさん
（助産師・整体師）

【お知らせ】
〜楽しい孫育て講座の開催について〜

鳥取県は三世代同居の割合が高く、祖父母世
代が日頃から子育てに関わっておられる家庭も
多いです。共同育児の要である
「育じぃ・育ばぁ」
の役割をいっしょに考えてみませんか。
たくさんのご参加をお待ちしています。

※祖父母世代の方が対象となります。

日時：平成２９年１１月２０日
（月）午前１０時〜正午頃
場所：江府町防災・情報センター ２階
講師：一般社団法人

鳥取県助産師会

内容：
「孫育て今昔」
「今どきの子育て」
など
問合わせ先：江府町福祉保健課
電話：0859-75-6111

平成29年10月17日（火）に、第１回こっこく
らぶを開催しました。こっこくらぶは、妊娠中の
方も含めた「子育て世代」の集いの場を作ること
を目的に、同世代の仲間づくり、情報共有、相談
の場として、年に数回実施しています。
第１回目の今回は、助産師であり整体師でもあ
る石田かがりさんを講師にお招きし、「助産師さ
んのママ整体」を実施しました。講演の中では、
現代と昔の生活の違いや、妊娠から出産にかけて
の身体の変化、それに伴う不調症状の改善の方法
などを学びました。
講演後は、実際に身体のゆがみをチェックし、
整体でゆがみを整える方法や理想的な日常動作を
レクチャーしていただきました。参加者からは
「手軽にできる内容で、家でも続けたい」「久し
ぶりに自分のための時間が過ごせた」などの声が
聞かれました。
江府町福祉保健課では、安心して出産・子育
てができる地域づくりを目指しています。妊
娠・出産・子育てに関する相談はいつでもお
気軽にご連絡ください。
福祉保健課

☎(0859)75-6111
平成29年11月号
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11月は児童虐待防止月間です。

虐待を受けたと思われる
子どもがいたら。

ご自身が出産や子育てに
悩んだら。

江府町福祉保健課にお電話ください。

TEL

15

平成29年11月号

0859-75-6111

子育てに悩む親がいたら。

まちのお知らせ
奥大山

消費生活にゅーす

架空請求のトラブル③

相談事例

〜架空請求に関するトラブル事例をシリーズでお伝えします〜

｢最終通告？差し押さえ？｣不審なメールが！
携帯電話に、心当たりのないメールが届きました。
件名：「最終通告」
本文：有料動画閲覧履歴が確認され、未納料金が発生しています。
本日中に連絡がない場合は、訴訟となり、給料等を差し押さえます。

有料な動画サイトに登録した覚えがなく、無料の動画サイトしか見ていないと思いますが、知らないう
ちに有料の動画サイトを利用していたのかもしれないと不安になり、電話をかけました。すると・・・
既に訴訟の準備中です。弁護士への支払いも含め、今日中に18万円を
支払えば訴訟は取り下げられます。後で必要経費１万円を差し引いて
返金するので、すぐに支払ってください。
怖くなって電話を切りました。どうしたらいいでしょうか・・・

対処法 突然のメールでも電話はしない！
「未納料金があり、支払いをしないと法的措置を取る」「身辺調査に入り、差し押さえをする」など
と不安にさせ、お金をだまし取ろうとする詐欺的なメールです。
もし本当に未払いの料金があれば、基本は書面で請求書や督促状が届きます。メールで料金を支払え
と言われても、業者に連絡したりせず、無視しましょう。
請求に応じると、更に高額な請求が続く恐れがあります。業者に連絡してしまった場合など、不安な
ときはすぐにご相談ください。

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22日(水)９時〜16時、本庁舎１階会議室で行います。
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。

江府町内に空き家をお持ちの方
まずは「空き家情報バンク」に登録を！
空き家情報
バンクって何？

「空き家情報バンク」
とは、空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受け
た情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。空き家の有効利
用を通して、移住定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。

平成29年4月から10月までの
空き家相談件数

■空き家バンク登録相談件数・・・・・・5件
■空き家バンク利用問合せ件数・・・16件

※空き家に住みたい方が居られても、
現在ご紹介出来る物件が少ない状況です。
空き家情報バンク登録にご協力をお願いします。
お気軽に下記お問合せ先までご連絡ください。
■お問合せ先

江府町役場

奥大山まちづくり推進課

☎０８５９−７５−３２２２
平成29年11月号
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Information

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29年11月１日（水）〜平成30年１月31日（水）

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)※1

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

江尾診療所
佐伯医院
日野病院

1,000

定期

課 税
世 帯
非課税
世 帯

助成券１枚

接種場所※2

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

2,000
1,000

西 部 圏 域
実施医療機関

1,000

※１生活保護世帯は、無料です。
※２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。なお、上記医療機関で接種すること
ができないなどのやむを得ない事情がある場合は、接種後に、必要書類を添えて、下記窓口にて申
請を行うと助成を受けることができます（申請期限は平成30年２月28日（水）まで）。
【申請に必要なもの】領収書、予防接種済証の写し、印鑑、振込口座番号のわかるもの
【担当窓口】

江府町役場福祉保健課

保健係

電話：75−6111

「指定手配犯人の検挙にご協力を！」
平成29年８月末現在、全国の警察から指名手配
されている者は約660人に上っています。
これらの犯
人は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、
窃盗、詐欺、横領等の事件に関して指名手配されて
おり、
再び犯行を行うおそれがあります。
警察では、全国警察の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、黒坂警
察署まで通報していただくようお願いします。
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平成29年11月号

放送大学は、テレビ・インターネット等で通信
制授業を行っており、“いつでも、
どこでも、
だれで
もが学べる”地域の生涯学習機関となっている大
学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代・
職種の方が学んでいます。興味がある方は、放送
大学ホームページにて詳しい講座内容をご確認
ください。

《出願期間》

第１回 平成29年12月１日
（金）〜平成３０年２月２８日
（水）

第２回 平成30年３月１日
（木）
〜平成３０年３月２０日
（火）

《お問合せ先》

【お問合せ先】
鳥取県黒坂警察署

放送大学平成30年度第１学期
入学生
（４月入学）
を募集

☎0859−74−0110

放送大学鳥取学習センター

☎0857-37-2351

まちのお知らせ

公民館講座のご紹介
「

▲移住者と地元の方と一緒に交流しています

まなびや
―ひの谷学舎― 」

江府町へIJU（移住）してきた方とジゲ（地元）の
方の交流会の場として まなびや を開講しました。
今年度は、『地域の安全と安心』をテーマに講師の方
の話を聞きながら、江府町での暮らしについて話し合
います。「ジゲにはどんな暮らしのしくみがあるのか
知りたい！」、「ジゲの方と交流したい！」と思って
いるIJUの方、「ジゲの暮らしについて教えるよ！」
というジゲの方を大募集です！お待ちしております♪
日

時：毎月第１または第３日曜日
午前10時〜午後12時
場 所：防災・情報センター
参加費：500円／１回
お問合せ先：教育課 遠藤・川上
☎75―2005まで
▲第１回は地域防災について学びました

特別な
プレゼントも
サントリープレゼンツ
ご用意
“３０００人の楽しい町”企画

青少年育成江府町民会議主催

ふれあいもちつき大会
参加者募集！！

サントリー天然水
奥大山ブナの森工場を
見学しませんか？
日

時：11月17日(金)、18日(土)
①10：00〜11：20
②13：00〜14：20
※それぞれご希望の日時でご応募ください。

集合時間：①９：30 ②12：30
集合場所：江府町防災・情報センター
定
員：各40名
応募方法：奥大山まちづくり推進課まで
電話でお申込みください。
【お問い合わせ先】
江府町奥大山まちづくり推進課
電話：75−3222 FAX：75-3455

日

時：平成29年11月26日(日)
午前９時30分〜
集合場所：江府町防災・情報センター
対
象：保育園児､小学生･中学生･高校生･地域の方
※保育園児が参加される場合は必ず保護者同伴

参 加 料：無料
【お問い合わせ先】
教育委員会事務局

電話：75−2005
平成29年11月号
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お知らせ・人の動き

11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

Mon

13

絵手紙・
油絵教室

防

午後1時30～3時30分

ガールズ
ダンス教室

防

午後７時～８時30分

火

Tue

14

水

パッチワーク
同好会

防

パッチワーク
教室(年間）

防

午前9時～11時30分

午後１時30分～３時30分

Wed

15

大正琴教室
午後1時30分～3時

木

16

防

奥大山カフェ

午後7時～8時30分

Thu

書道教室

防

陶芸教室

創

ストリートダンス教室

防

陶芸

創

午後1時～3時

防

金

午後1時～4時

午後6時30分～8時

(広域隣保活動)

21
あみもの

防

午後１時30分～３時30分

本5

23
ストリートダンス教室

22

防

午後6時30分～8時

(広域隣保活動)

午前9時30分～午後2時

ガールズ
防
ダンス教室

17

土

押し花教室

防

フラダンス

防

陶芸

創

午後9時～5時

午後2時～3時30分

(広域隣保活動)

日

Sat

18

Sun

19

江府町人権同和 ピアノレッスン 防
教育研究集会兼 午前9時～午後12時
防
江府中PTA人権 まなびや
ーひの谷楽舎ー
講演会

場所：江府町防災情報センター

午前10時～午後12時

午後1時30分～3時30分

午後7時～9時

午後7時～9時

20
墨彩画教室

Fri

24

25
和紙折紙教室

防
午後1時30分～3時30分

26

午後７時～８時30分

27

押し花教室
午後1時～5時

防

ガールズ
防
ダンス教室
午後７時～８時30分

28

パッチワーク
同好会

防

パッチワーク
教室(自主）

防

午前9時～11時30分

防

30

明徳学園
江府小学校学習発表会
11月16日(木)
(場所：江府小学校)
11月18日(土)

午後2時30分～4時

●学年発表(劇､総合的な学習のまとめなど)
●５、６年音楽発表

午後１時30分～３時30分

12月
月

29
公民館特別
講座

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

Mon

火

Tue

水

Wed

木

Thu

金

Fri

土

1

Sat

2

日

Sun

3

ピアノレッスン

防

まなびや

防

午前9時～午後12時

ーひの谷楽舎ー
午前10時～午後12時

4

ガールズ
防
ダンス教室
午後７時～８時30分

5

6

7

8

人権･同和
防 大正琴教室 防 エコクラフト 本5 いけばな教室
午後7時～8時30分
(広域隣保活動)
午後1時30分～3時
教育講座
午前9時30分～午後4時
｢たんぽぽ学級｣
防
奥大山カフェ
午後７時～８時30分
ストリート 防
午後7時～8時30分
ダンス教室

防

9

10

ピアノレッスン
午前9時～午後12時

防

午後6時30分～8時

《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

今月の国民年金
納付期限 11月分 平成30年１月４日まで

４期
６期
６期
５期

納期限は11月30日(木)です。（口座振替は11月30日）

下蚊屋

)

10

月届 ︵敬称略︶

兵庫県西宮市

人の動き

宇田川夏美

卓真

◎ご結婚を祝します

伊藤

◎お誕生おめでとう

住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
かとう
たつみ
澤 加藤 辰実
男
健一

助

79

◎ごめい福を祈ります

本人退院

本人退院

住所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
(
池の内 藤原 一美
歳
光人

ご寄付

澄子

10

社会福祉協議会に次の方からご寄付を

浦部

傳

いただきました︒︵ 月分︶敬称略

洲河崎

板井

◎見舞い返しとして

用

美

◎香典返しとして

父伊磋雄死去

平成29年11月号

妻佐夜子死去

19

淳

（前月比＋86万円）

栄

延寄付金額 677万円

本庄

（前月比＋84件）

高山

延申込件数 552件

父昭夫死去

現

連

雅美

年

平成29

11月在1日

母静子死去

ふ る さ と 納
税

本町一

建井

応援ありがとうございます！

久

本町二

眞

）は前月比

神庭

10月末現在（

大河原

■まちの人口 3,039人（−10）
男 1,423人（−1）
女 1,616人（−9）
■世帯数
1,070世帯（−4）

（株）
チロル観光から絵本
「大山日本遺産物語」
を130冊

寄贈していただきました！

株式会社チロル観光から「大山日本遺産物語」の絵本
130冊が江府町に寄贈されました。この本は紙芝居とし
て上映されていた

地蔵信仰と牛馬市

を絵本にしたも

ので、今年の10月１日に発刊されました。
株式会社チロル観光川上和人取締役社長は「大山開山
1300年を来年にひかえ、たくさんの人に大山や地域の
歴史に触れて、郷土を愛する気持ちを持っていただきた
い」と話されました。なお、この絵本は江府町立図書館
をはじめ学校等の公共施設で読むことができます。

かめだ

▲写真左から株式会社チロル観光川上和人社長、
白石町長、チロル観光川上敬之さん

ひろと

絵本作家亀田 寛人さん(大河原出身)から
絵を寄贈していただきました！
江府町大河原出身の亀田寛人さんから絵が寄贈されま
した。亀田さんは1995年から、「障がい者支援施設もみ
の木園」で創作活動を開始し、以来仕事として表現活動
に取り組み、数々の作品を生み出しておられます。下書
きを一切せず、アクリル絵の具を使った大胆な色彩と構
図の画法が高い評価を得られています。2004年には「は
らぺこゾウのドッチくん」を玉井誠氏と共同出版し、絵
本作家デビューを果たされました。
▲亀田さん（中央）の描いた「ねぎ」の絵を
寄贈していただきました

は江府町図書館にありますので、ぜひご覧ください。

三 行 詩

〜みんなで話そう！

｣

家族の絆・我が家のルール〜

起こすのに

五分・十分

妹

そして起きたら不機嫌で

ドンマイ

ママ

も｢っと早く起きろ
とおこられる

ファイト

江府町

江府中学校２年
花井 さくら

この三行詩は中学生が普段伝えることので

きない家族への感謝の気持ちを詩として表現

したものです︒

毎月第３日曜日は家庭の日です︒子どもたちが

安心して生活し基本的生活習慣を身につける場で

ある家庭の大切さを再認識し︑家族そろって会話

や食事をしましょう︒

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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