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春だ！桜だ！
お花見だ！
４月２日

江府町青年団お花見

(上ノ段広場)

中山間地域の生活支援

江府町が全国第１号!!

鳥取県×日本財団 共同プロジェクト｢中山間地域の生活支援｣
ひまわり号が中山間地域に希望の花を咲かせます！

新ひまわり号の出発式が盛大に行われました！

３ 月 日 月( ︑) 貝 田 公 民 館 前 で
あいきょう新型移動販売車出発式
があり︑関係者や買い物客など
名が集まりました︒
この取り組みは昨年の 月に締
結された鳥取県と日本財団との共
同プロジェクトである﹁中山間地
域の生活支援﹂〜住み慣れた地域
での生活を守る〜事業の第１号と
して全国に先駆けて行われた取組
みです︒
町では第１号の事業として㈲あ
いきょうの移動販売車ひまわり号
の新型車を導入する事業を実施し
ました︒
出発式には日本財団の尾形理事
長をはじめ︑平井県知事や内田県
議︑川上町議会議長など９名の来
賓の方々が出席されました︒
㈲あいきょうの安達社長は﹁中
山間地域は不便なことは多々ある
が︑私たちはここで生きていかな
ければならない︒地域住民の生活
の支えとして 年間頑張ってきま
した︒これからも地域の支えに
なっていきたい︒﹂と話されました︒
28

20

11

オープニングを飾る日野川子供太鼓(子供の国保育園)

晴天のもとでテープカットが行われました

50

安達社長

㈲あいきょう

2

平成28年４月号

日本財団 尾形理事長
﹁鳥取県は自然も豊かであるし︑
こういった移動販売車による様々な
サービスで生活も充実する︒鳥取県

竹内町長
﹁ひまわり号を中心として︑買物
だけでなく福祉サービス︑また集落
のコミュニティを充実させて住民生
活が豊かになり︑より活性していく
ように頑張ってまいりたい︒﹂

くことが大切︒このひまわり号を地

協力しあって美しい郷土を守ってい

﹁今後の中山間地域ではみんなが

地域の生活基盤が緩んでいる現状︒

少なく︑また高齢化や担い手不足で

﹁江府町は鳥取県でも人口が一番

川端会長

こんなにたくさん買物したよー

初めてのお客さんはかわいい子供たち

は日本一住みやすいところだという
ような場所になってほしいし︑この
江府町をモデルケースとして全国に
広がっていくことを願います﹂

域のコミュニケーションの場に︑医

安心安全の暮らしのために︑ひまわり

江府町小さな拠点推進振興協議会

療・福祉に︑どんどん活用すること

号の買物支援を始め︑様々な観点で

平井県知事

でこの移動販売車も輝いてくると思

地域活性化に寄与していきたい︒

｣

江府町は﹁小さな拠点﹂づくり
を進めています！

小さな拠点とは？

買物や医療・福祉など様々なサービ

スを歩いて通える地域で行うことで︑

新しい地域の生活基盤を作り︑持続可

能な体制を作りあげることです︒

なぜ小さな拠点が必要なのか？

人口減少の中で地域コミュニティの

規模も縮小しています︒ただ︑仕組み

を変えていけば小さなコミュニティで

あっても︑充実したサービスが受けら

れ︑一人一人が活力ある生活を送るこ

とができるようになります︒

江府町では買物福祉モデルを実施

買物福祉サービスを中心に︑多機能

生活支援サービス車両による買物難民

支援など中山間地域で暮らしている高

齢者等の希望を叶えるシステムを構築

する計画です︒

今回の㈲あいきょうのひまわり号を

中心に︑移動販売以外にも高齢者の見

守りサービスや農産物集荷機能︑地域

特産品を活用した地域活性化など様々

な事業を計画しています︒

平成28年４月号

3

います︒﹂

中山間地域の生活支援

まちの
江府中学校セレクト給食
〜卒業お祝いの思い出給食〜
３ 月 ７ 日 月( ︑) 江 府 中 学 校 で ３ 年 生 を 対 象
とした卒業お祝いセレクト給食がありました︒
セレクト給食とは好きな食材を選んで食べる
ビュッフェスタイルの給食です︒メニューの
名

中には日野高校が開発した﹁えびかつバー
ガー﹂もあり︑大変好評でした︒卒業生
ら楽しい給食のひとときを過ごしました︒

えびかつバー
ガ
美味い!! ー

4

平成28年４月号

江府町合同企業説明会

初の取り組みも手ごたえあり！

３月 日 木( ︑) 江府町山村開発セン
ターで合同企業説明会が開催されま
した︒本町初となるこの説明会には
町内企業を含む 社の企業が集まり︑
会社概要や仕事内容を説明されまし
た︒参加された方からはこういった
取組みをぜひ続けて欲しいという声
もあり︑江府町での就職をサポート
する大きな第一歩となりました︒

今回の取り組みについて
奥大山まちづくり推進課長
に伺いました！

17

町内に企業はあるが︑どんな仕事
をしているのか現場の声を聞く機会
があまりありませんでした︒また本
町の人口減少が進むなかで 人財 を
確保するというのは重要なことであり
ます︒今回の合同説明会を通して︑江
府町 の 企 業 を 知 っ て も ら い ︑ そ こ で
働き︑江府町への移住・定住へつな
がっていけばと思っています︒
参加者からの声
できれば地元で働きたいという思
いがありましたが︑いまは町外で働
いています︒町内のたくさんの企業
のことを知ることができるのでいい
取組みだと思います︒こういった説
明会を今後も続けてもらいたいです︒
︵ 代男性 )

30

は先生と中学校生活の思い出を振り返りなが

12

13

話
題
▲好きなメニューを選べるセレクト給食

▲企業ブースや移住定住相談ブースも設置しました

▲企業担当者から現場の声を直接聞ける利点も

まちの話題

▲中学校生活で最後の思い出になる楽しい給食でした！

平成 年度明徳学園修了式
３ 月 日 水( ︑) 江 府 町 山 村
開発センターで﹁平成 年度

江府町青年団が
会長表彰受賞

え み

福祉交流センター江美の郷
竣工式

２ 月 日 日( ︑) 日 吉 津 村 の ヴ ィ レ ス テ
ひえづで開催された鳥取県西部地区町村

援事業所の開設を目的に整備したものです︒

町より指定管理を受け︑本町初の障がい者就労支

れました︒この施設は社会福祉法人尚仁福祉会が

〜鳥取県西部地区町村社会教育研究大会〜

３ 月 日 月( ︑) 江 府 町 旧 老 人 福 祉 セ ン タ ー で
﹁福祉交流センター江美の郷﹂の竣工式が開催さ

社会教育研究大会で︑江府町青年団が会

し︑独自の企画運営活動の傍ら︑町開催

きいきと過ごすことができるような施設になって

地域の方々の交流の場になっていき︑みんながい

﹁今日の日を迎えることができとても嬉しいです︒

たくさんの関係者が集まる中︑佐々木理事長は

のイベントや青少年育成事業など社会教

永年休眠状態の団を平成

育活動にも積極的に参加し︑社会教育振
評価されました︒

です︒

興に顕著な成果をあげていることが高く

年に再結成

長表彰を受賞されました︒

28

ほしい︒﹂と話されました︒４月 日 月( に) は同
施設内に﹁エミーズカフェ﹂もオープンする予定

▲江府町の若い力が元気なまちを支えています

明徳学園修了式﹂が行われま
した︒
名の

竹内敏朗理事長から︑本年
度の課程を終了された
学園生に修了證書︑十七年以
上の永きにわたり学習 を 継
続された

名には 精
｢ 励賞 ︑
｣
名には﹁皆

一年間無欠席の
勤賞﹂が授与されました︒
竹内理事長は︑﹁明徳学園
で生きがいづくりと社会参加
を実践され︑高齢者の 高｢ が｣
光｢ に｣なるよう益々の活躍を
を期待します︒﹂との式辞に︑
手島征夫自治会長から 新し
い仕事を始めると思えば老い
ることも楽しいこと という
ゲーテの詩を引用し︑家｢庭や
地域で仕事を楽しみながら町
づくりにますます貢献してい
きたい﹂と謝辞がありました︒

平成28年４月号

5

23

27

101

会場には︑華道・水墨画・

18

10

28

27

26

る作品が展示され︑華やいで

いました︒

▲竣工を祝い参加者で万歳三唱

▲竹内町長より皆勤賞を渡される学生のみなさん
▲アイリス合唱団によるお祝いの歌も披露されました

23

書道・陶芸を専攻の学生によ

まちの話題

チャレンジ まずやってみよう

6
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第１回江府町特産品開発セミナー開催

合 言 葉 は 挑戦
講演いただきました︒﹃地域にはた

餅・豆腐入りドーナツ もちもちぎょうざ

ら特産品開発チャレンジ﹂と題して

３月 日 金( ︑) 江府町山村開発セ
ンターにて第１回江府町特産品開発
くさんの魅力が溢れている︒地域の

加工品作り１年目の挑戦について話

こみち の)前田修一さん 佐(川 が)﹁手
作り食品へのチャレンジ﹂と題して︑

ま た 事 例 発 表 で は 桜 小 径 さ( く ら

くことが大切︒﹄と話されました︒

の素材を磨き上げ︑情報発信してい

住民がそれを改めて見つめ直し︑そ

セミナーが開催され︑町内外より約
名の参加がありました︒今回のセ

ミナーでは チャレンジ を合言葉に
特産加工におけるポイントや事例発
表がありました︒
セミナーでは﹁じゃらんリサーチ
センターエリアプロデューサー﹂の

江府町にはたくさんの
素晴らしい素材があり
ます。地域が一体と
なってみがきあげてい
き、新しい価値を見出
していきましょう！

何かやろう！やってみ
ようという気持ちが大
切！江府町で加工品づ
くりをする仲間がもっ
と増えればいいなと思
います。

さ れ ま し た ︒﹃ 何 か や ろ う ！ チ ャ レ
ンジしてみよう！という熱い気持ち
が大事︒桜小径という名前を覚えて
もらいたい﹄と話されました︒現在︑
前田さんは道の駅奥大山でオリジナ
ル商品を販売されています︒
セミナーの終わりには加工品の試
食 会 も 開 か れ ︑ イ タ ド リ し( ゃ じ っ

(桜小径)
(みちくさ推進会議)

ぽ の) 和 え 物 や 甘 酒 を 使 っ た ス イ ー
ツなど︑たくさんの種類の加工品を
試食し︑参加者と意見交換を行いま
した︒

)

江府町オリジナル加工品も続々!!

25

前田浩輝さんによる﹁地域の活力か

▲特産品開発セミナーの様子

じゃらんの前田浩輝さん

前田修一さん

桜小径

加工品に挑戦したいみなさんを応援
( ６６１０

する施策がたくさんあります！詳し
くは農林産業課へ

75
−

50

▲加工品の試食会も開かれました！

２人の前田さんが江府町の特産品開発に向けて
勇気とやる気を与えてくれました！

まちの教育

図書館だより
新

着

図

書

※この一覧は新着図書の一部です

＊一般書
異類婚姻譚／本谷有希子 [芥川賞受賞作]
宇喜多の捨て嫁／木下昌輝 [高校生直木賞受賞作]
君の膵臓をたべたい／住野よる [本屋大賞ノミネート作]
また、同じ夢を見ていた／住野よる
LGBTQを知っていますか？／日高庸晴監修
百貨店ワルツ／マツオヒロミ

＊児童書
かんたん！かわいい！ひとりでできる！ はじめてのあみぐるみ／寺西恵理子
探偵チームＫＺ事件ノート 妖怪パソコンは知っている／藤本ひとみ

＊絵本
タンタンタンゴはパパふたり／ジャスティン・リチャードソン
ぽんぽんポコポコ／長谷川義史
おめんです／いしかわこうじ
ふまんがあります／ヨシタケシンスケ
いろいろばあ／新井洋行
用語解説
[芥川賞] 純文学の新人に贈られる文学賞。
[高校生直木賞] 直木賞の候補となった作品の中から、高
校生が選出する賞。
[本屋大賞] 全国の書店員からの投票により決定する。
ノネート作というだけで一読に値する、面白
さに定評のある賞。2016年大賞発表は4月12日！

開館時間

お

知

平 日
土日祝

8:30〜19:00
8:45〜17:30

ら

せ

新しい雑誌が入りました！
『オレンジページ』毎日のレシピに！(月２回)
『きょうの料理』お馴染み・ＮＨＫテレビテキスト(月刊)
『リンネル』女性のファッションと暮らし(月刊)
『ダ・ヴィンチ』本とコミックの雑誌(月刊)
■最新号は館内閲覧のみ。貸出は次号が発行されてから可
能になります。
■最新号は防災センター入口正面の図書館カウンター横に、
バックナンバーは１階ＩＴルームの書架に並んでいます。
■ビジネス総合誌『プレジデント』は３月14日号までご利
用いただけます。

絵本週間

こどもの読書週間

３月27日-４月９日

４月23日-５月12日

４月２日はアンデルセ
ンの誕生日♪ アンデル
セン童話や、国際アン
デルセン賞受賞作家の
絵本を特集します。

今年の標語は「四角い
本に まあるい心」。の
んびりとした気持ちに
なれる絵本、児童図書
を特集します♪

ー先生のほのぼのコラム44
ニ
ー
カ

Hello everyone,
I ve begun to see some green on the bare trees! Spring is coming! I m so excited. I love spring, especially after
a long winter.
Just last week, the 3rd years graduated from Kofu Junior High School. I am very proud of them; I have known
and taught them since they were in 6th grade at Kofu Elementary School. They have grown a lot, and I will miss
them. But I know they will do great things with their lives, so I m cheering for them!
In just a few more days, Joshua s family will be here in Japan. I m happy that they will be able to experience
another country s culture and customs! Speaking of custom, in Japan, there is an interesting custom that we
don t have in America: in spring, teachers are moved to different schools or are made to retire (if they are sixty
years old). In America, teachers only move to a different school if they want to move. As long as you are good
at your job, you can stay at a school for as long as they want you. It s actually better to stay at one school for
as long as you can (or for at least 10 years) so you can get job security, which basically guarantees you cannot
lose your job. Of course, when teachers do leave, they leave in summer, not spring. It s a very interesting
difference.
˜Connie
みなさん、こんにちは。
枝がむき出しになっていた木々にも少しだけ緑が芽生え始めてきました。春が近
づいています。とてもわくわくした気分です。特に長い冬のあとに来る春が私は大
好きです。
先週、江府中学校の３年生が卒業しました。私は彼らのことをとても誇りに思っ
ています。彼らのことは小学校６年生のときからずっと知っていました。とても成
長したと思います。彼らが学校にいないと思うと寂しいですが、きっとこれから活
躍してくれることでしょう。応援しています。
あと数日したら、ジョシュアの家族が日本にやって来ます。彼らが他国の文化や習慣を経験することができるのを
嬉しく思います。日本には、アメリカとは異なる興味深い習慣があります。それは、日本の先生たちは春に転勤や退
職をするということです。アメリカでは、先生は希望する場合のみ転勤します。また、アメリカでは、教職に適して
いて、要望されるかぎり、先生として学校で働くことができます。できるだけ長く、少なくとも十年ぐらいは同じ学
校で勤務するほうが望ましいと思います。そうなれば、仕事を失うことに思い煩うことなく、安定して先生として働
くことができるようになるからです。それはそうと、アメリカでは、もちろん先生の転勤や退職は春ではなくて夏に
なります。とても興味深い違いです。
カーニーより
【注】アメリカでは、一般的に、かつて教職は１年間の雇用契約である場合が数多くあった。しかし、近年、教育環
境の質的充実をめざして、継続雇用や終身雇用などの制度改革が図られるようになってきている。
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今年も江府町を
盛り上げるために
一生懸命頑張るよー

３ 月 日 月( ︑) 江 府 町 防 災 情 報
センターで江府町地域おこし協力
隊合同報告会を開催しました︒地
域おこし協力隊がどんな活動をし
てきたのかは町報で毎月報告をし
ていますが︑住民さんの目の前で
報告することはなかなかありませ
ん︒この日は約 名の参加者が︑
協力隊員の日々の活動報告に耳を
傾けていました︒
報告会後には協力隊員と参加者
の意見交換会が行われ︑まちづく
りについての前向きな話も聞こえ
てきました︒またカサラファーム
班の生田隊員特製のカレーも参加
者に振る舞われました︒
スペースの都合上︑協力隊員の
報告の一部しか掲載しておりませ
ん︒もっと知りたい！こんなこと
を期待したい！などありましたら︑
ぜひＪＲ江尾駅２階の協力隊事務
所 ( ３ １ ２ ２ ま) で お 越 し く だ
さい︒

地域おこし協力隊通信

72
−

28

30

おくだいせんくん

地域おこし協力隊通信
ここで活きていく。
江府町地域おこし
協力隊合同報告会
会場にはたくさんの住民さんがいらっしゃいました

【こんなことやりました！】
○子供の国保育園で芸術教室
○キャラクター作成
（おくだいせんくん)
【３年目の挑戦！】
おくだいせんくんで江府町の
ＰＲをもっと頑張ります！ま
た協力隊の任期終了後の職探
しも頑張っていきます！

上谷美波 隊員
(まちおこし班)

古海修祐 隊員
(まちおこし班)

【こんなことやりました！】
○道の駅奥大山のレストラン
メニュー開発
○道の駅音楽ライブ
○天の蛍ゆかりの地ツアー
などなど
【行ってみたくなるまちづくり】
人口が少ないからこそできる
ことがあると思います！町が
どんどん輝けるようにみなさ
んと力を合わせて 行ってみ
たい そう思える町を一緒に
作り上げていきましょう！

【こんなことやりました！】
○NPO法人奥大山倶楽部設立
○家庭教師でまちおこし
○空き家調査員のお仕事
【デメリットが魅力に見える
こともある】
江府町には人口も少ないし、
何もないよ・・・でもそれっ
て本当にそうなの？自分たち
には見えなくても、人から見
ると魅力に見えることもたく
さんあります。

雨宮達樹 隊員
(まちおこし班)

【こんなことやりました！】
○農事組合法人宮市での農作業
○宮市しょうからごで特産品
開発
○白ネギ農家での農作業
【感動したこと！】
安心安全な食に対しての想い
がより強くなりました。また
宮市しょうからごで作った特
産野菜の辛味大根のファンが
できたこともすごく感動しま
した！

長田 啓 隊員
(農業支援班)
平成28年４月号
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地域おこし協力隊通信

生田省二 隊員
(カサラファーム班)

上野 真 隊員
(道の駅伝道師)

【こんなことやりました！】
○カサラファームの運営
【つながりができた！】
カサラファームでのイベント
を通して、住民さんとのつな
がりを作れたことは嬉しかっ
たです。カサラファームを中
心に、たくさんの人が交流で
きればと思います。

【こんなことやりました！】
○農事組合法人宮市での農作業
○有機農業(ミニトマトなど)
【農業は楽しい】
有機農業の勉強や先進的な農
法についていろいろチャレン
ジしました。思ったような結
果が出なかった部分もありま
すが、江府町で成功できるよ
うな農業を見つけたいです！

【こんなことやりました！】
○道の駅奥大山の伝道師
【 ここ にしかない道の駅を】
江府町の美味しい素材や歴史
・文化、などここにしかない
ものにこだわった道の駅にし
ていきたいです。地域振興の
中心である道の駅をぜひ活用
してください！

【こんなことやりました！】
○江府町農業公社での農作業
○ポスターや商業デザイン
【江府町の魅力を見つける】
憧れていた農業を楽しくでき
た１年でした。また生産者の
熱い思いを伝えるための商業
デザインのむずかしさも痛感
しました。２年目はもっと江
府町の魅力を見つけていきた
いです！

片岡薫哉 隊員
(農業支援班)

藤井聖子 隊員
(農業公社班)

行政が感じた！地域おこし協力隊がわが町にもたらしたもの
①以前よりもイベントが増え、より賑やかになった！
②地域づくり活動を自主的に行う江府町の住民が増えた！
③大企業や県外の専門家など協力隊員が新たな人とのつながりを生んだ！
でも、こんな反省点もあります
○協力隊の活動目標が広すぎたため、取り組みを深く掘り下げられなかった。
○隊員は単に地域のお手伝い・労働力ではありません。地域づくりを住民や行政が
隊員と一緒になって考えることが大切だと思います。

浦部 達洋 主任
(奥大山まちづくり推進課)

住民の期待は大きいけれど・・・

地域おこし協力隊も一人の人間です！

地域おこし協力隊は﹁スーパーマン・

スーパーウーマン﹂ではありません︒地域

おこしを志す人がゼロからまちづくりに取

り組んでいます︒簡単にいくことばかりで

はありません︒だからこそ協力隊︑地域︑

行政の３者が一緒に協力しあうことでまち

づくりが進んでいきます︒地域おこし協力

隊にはまだまだ町を元気にしていく﹁仲

間﹂が必要です︒彼らの活動を温かく見

守っていただき︑ぜひ一緒になって考えて︑

行動していきましょう！

年３月をもって３名の隊員が

退任のご連絡

平成

地域おこし協力隊の任を終えます︒江

府町での様々な活動の中でたくさんの

笑顔を運んでくれました︒皆様の今後

平成28年４月号

のご活躍を期待しています︒

長田

まちおこし班 清水 祐花

農業支援班

圓山雄ノ介

啓

農業公社班

9

28

卒園式・卒業式

春は別れの季節…

江府町内で卒業式、卒園式が開催されました
春に向けて桜のつぼみも膨らみ始めた３月に江府中学校卒業式（３月11日）、江府小学校卒業式
（３月18日）、江府町立子供の国保育園卒園式（３月30日）がそれぞれ執り行われました。たくさんの
人に祝福されながら学び舎を後にするみなさん。江府町はいつまでもみなさんそばにいます。次のス
テップでの活躍を期待しています！

子供の国保育園
卒園式

平成28年４月号
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卒園式・卒業式

江府小学校
卒業式

江府中学校
卒業式

11
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だしてやらーで！
で生きる︒

『農事組合法人かがやき』と関係者の皆さん

元気
農

私たちは
うちのじげも頑張らーや！
杉谷集落が農業法人を設立

３月 日 日( ︑)杉谷活性化施設 ＪＡ主催
で農事組合法人かがやきの創立
兼｢業農家を応援する
総会が︑町長をはじめ県︑農協
等 の関 係 機 関も 出 席 し開 催さ れ 研修会 が開催されました︒
｣
ました︒
総会では︑組織の定款や役員
の選任について説明が行われ︑
全議案とも原案どおり承認︒終
了後には祝賀会も盛大に行われ
ました︒
杉谷集落では︑平成 年に担
い手農家の高齢化から遊休農地
発生が危惧される状況となり︑
区長と中山間地域直接支払制度
の集落役員とで勉強会や先進地
視察研修を実施︒アンケート調
査を４回行うなど各農家の経営
計画に配慮しながら議論を重ね
合意形成を図り︑集落全戸の参
加で組合員 名の組織です︒
代表理事の田本正三氏は︑
﹁組織名には︑集落のみんなで
力を合わせて地域農業を守り未
来が輝く︑魅力ある杉谷にした
いとの思いを込めました﹂との
こと︒
また︑﹁水稲中心の経営で
スタートさせ︑将来的には野菜
３月 日 土( ︑)ＪＡ江府支所で
づくりなども取り入れていきた
い﹂と夢を語っておられました︒ ﹁兼業農家を応援する研修会﹂
江府町では平成７年度に県下
︵主催 ＪＡ日野営農センター︑
で２番目に設立された農事組合
後援 日野振興センター︑郡内
法人宮市以来の農事組合法人設
３町︶が開催されました︒
立となります︒
当日は︑約 名が参加︒﹁水

稲除草剤の上手な効かせ方﹂で

12
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は雑草の特徴と見分け方︒正し

い除草剤の使用方法について学

んだほか︑﹁農作業事故防止安

全講習﹂では田植機やトラク

ターによる水田の出入り時等の

注意事項をＤＶＤ視聴しました︒

﹁有害鳥獣対策﹂では日野郡鳥

獣被害防止対策協議会の木下

チーフよりイノシシの生態やワ

イヤーメッシュや電気柵の設置

時のポイント等の説明があり︑

時折笑い声が聞こえる楽しい雰

囲気の中で行われました︒

研修後に行った参加者アン

ケートには﹁野菜栽培やトラク

ター作業の研修会も行ってほし

い﹂といった次回開催の要望も

あり好評でした︒

この取り組みは︑地域農業の

多数を占める兼業農家を対象に

基礎からの正しい知識の普及に

取り組み︑農作業の効率や安全

性の向上等を図ることを目的に

郡内各町を会場に行うもので︑

今後も年に数回の予定で開催を

計画しています︒

うちのじげでも集落営農をしてみた
い！でも何から始めていいかわから
︒そ ん な と き は ︑ま ず は お 気 軽
ない …
６６１０︶まで
に農林産業課︵
お問い合わせください！

75
−

12

：

元気な農業

27

27

24

：

30

「水稲除草剤の上手な効かせ方」の受講の様子

農業委員会だより

江府町農地賃借料情報
平成27年１月から12月までに締結された賃貸借における賃借料水準（10ａあたり）は。以下のとおり
となっています。
１

田（水稲）の部
締結された地域名

２

平均額
(円)

最高額
(円)

最低額
(円)

データ数

備 考
(対象外)

江

尾

地

区

5,300

7,000

2,000

19

使用貸借(無償)

45件

米

沢

地

区

5,400

10,000

3,000

63

使用貸借(無償)

20件

日

光

地

区

5,000

5,000

5,000

5

使用貸借(無償)

3件

神 奈 川 地 区

5,200

8,000

3,000

27

使用貸借(無償)

6件

江 府 町 全 体

5,000

8,000

2,000

109

使用貸借(無償)

74件

データ数

備 考
(対象外)

11

使用貸借(無償)

畑（普通畑）の部
締結された地域名

平均額
(円)

江 府 町 全 域

最高額
(円)

8,000

最低額
(円)

8,000

8,000

※１．賃借料の計算に当たっては、平均に比べ著しく差のある特殊な取引データは加えていません。
※２．データ数は、集計に用いた筆数です。
※３．賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、30㎏当たり5,000円に換算しています。
※４．金額は算出結果を四捨五入し100円単位としています。

農業委員会総会︵ 月︶

１件

件

問い合わせ先 農業委員会事務局 ☎（75）6620
平成28年４月号

３

３月定例会

10

13

審議案件すべて承認されました︒

係る地目認定について

国土調査法に基づく地積調査に

27

農用地利用集積計画︵案︶について

平成 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

日︵水︶

平成 年度事業計画︵案︶について

４月の農地相談会

年４月

分から午後４時まで

27

お気軽にご相談ください︒

◎相談日 平成

午後１時

◎場 所 江府町山村開発センター

30

28

28

13件

府町に移住のお話が合った時には飛

仕事が出来るのも江府町に住んだお

夢は﹁森のようちえん﹂﹁自然学

ています︒まずは足元固め︑将来の

販売したいと思い︑農家の方々とつ

えるのか？どうしたら役に立てるの

地域︑集落に何をしたら喜んでもら

５年生と友は３年生になります︒最

学校へ通っています︒春には優平は

また子供たちは毎日元気に江府小

てもらいたいと今でも思っています︒

昨年夏には﹁天の蛍﹂のイメージソ

ただき開催することも出来ました︒

歌サークル﹂の活動なども誘ってい

で着物ツアーを企画したり︑﹁手話

春には﹁ひな祭りコレクション﹂

合い︑繋がり︑﹁かよちゃん﹂と呼

今後も︑もっと江府町の方と知り

最後にみなさんに
メッセージをどうぞ！

校﹂を地域で出来ることです︒

かけです︒

ことや悩みはありますか？

実際に住まれてみた中で不便な

び上がって喜んだのは言うまでもあ
りません︒１年目は江府町になじも
うと試行錯誤しました︒まず︑お父

ながるためにも︑﹁農業を少しは勉

か？楽しく暮らして新しい仲間や移

まだまだよくわからないことや︑

強しよう︑知らなければ売ることは

住の足掛かりになれるのか？日々考

さん 寿( 英 は) この環境王国江府町で
育てられた特産品を町外に︑県外に

出来ない ﹂
と思い︑
農業にトライし

えています︒

初は恥ずかしがったりしていました

ングも歌わせて頂きました︒いろん

どんなことをされていますか？

江府町を元気にする活動で

が︑今では最初から江府っ子のよう

なことに挑戦させていただき感謝し
ております︒

ズバリ︑圓山さんの今後の活動の

年の夏も７月から金土日の 日間だ

大山のファンになっていました︒今

数回のことでしたが︑来るたびに奥

イドの育成や︑田舎ツアーの受け入

上げています︒新年度はまず自然ガ

ね︼という観光に関わる会社を立ち

︻あどべんちゃーＮＰＯ法人水のた

す︒

手です︒教えて下さる方を募集中で

なと思っています︒特に草刈りが苦

んでもらえるように働いていきたい

けですが︑豊かな水を育む森の中に︑

れもできるようになりたいなと思っ

中で一大ニュースを教えてください！

▲町外の子どもを呼んで自然体験もしています

お客様をご案内できるリーダーのお

をして通って来ていました︒一年に

リーの﹁森と水の学校﹂のリーダー

ら夏場の土日は毎週のようにサント

そして︑私は︑江府町に来る前か

になっています︒

てられる野菜をより多くの方に食べ

でも︑良い空気︑良い水の環境で育

ました︒結果は 簡
…単にいくもので
は無いと思い知らされました︒それ

!!

江府町盛り上げ隊
〜私たちの力で元 気 な 町 へ 〜

４月号から始まります新企画﹁江
府町盛り上げ隊〜私たちの力で元気
な町へ﹂︒江府町内で活躍されてい
る様々な方にスポットをあててその
秘密にせまります︒記念すべき第１
回目は﹁サントリー森と水の学校﹂
のツアーガイドなどでご活躍の圓山
加代子さん 杉(谷 で)す︒

圓山さんと江府町の関係は？
２年前に江府町へ移住してきまし
た︒いろいろなご縁が重なりこの江

13

江府町盛り上げ隊

圓山加代子さん（杉谷）

14
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お知らせ−information―

「粗品」がきっかけで、
次々と高額な契約に！

奥大山

消費生活にゅーす

対処法
「粗品がもらえる」は要注意！
断れないなら会場には行かない！

相談事例
友だちから「販売員の話が楽しいよ」「粗品がもらえるから行っ
てみよう」と誘われて、あるお店の展示会場に行ってみました。

ご来場ありがとうございます。初めて来てい
ただいたお礼に、たくさん粗品を準備してい
ます。パンに卵、お掃除グッズもありますよ。

「粗品がもらえる」と会場に出向いたと
ころ、親切な販売員の勧誘を断りきれず、
次々と高額な商品の契約をしてしまった、
との相談が寄せられています。これは
SF商法（催眠商法)で年金だけでなく、
生命保険を解約して支払う場合もあり注
意が必要です。普段から家族や周囲の見
守りをお願いします。
お困りの場合は、
消費生活相談窓口(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4月13日(水)・
5月11日(水)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。
担当：住民課

来ただけでこんなに粗品がもらえるの？
いいのかしら？
お礼の粗品です。持って帰ってください。ただ、
うちは健康を考えた調味料や健康食品、お布団や
健康器具を扱っているので、少し紹介させてくだ
さいね。
販売員から、「あなたにお勧めの商品がたくさんある」と言わ
れ、健康マッサージ機を体験させてもらい楽しく話をしていた。
すると…

この健康マッサージ機いいでしょう。
今だけ特別に4割引きの50万円でご案内しています。
こんなチャンスは他に無いですよ！さあ！

特別に、と言われても困ったわ。でも友
だちも買うって返事してるし、どうしよう。
友だちは高級布団も契約し、自分だけ断りきれない雰囲
気ですが…

事前予約
4月11日から
開始！

○その悩み事、弁護士に相談してみませんか？
借金・相続・労働問題など様々な法的トラブルに
ついて、弁護士が対応します。個人法人を問わず
どなたでもご相談できますので、ぜひこの機会を
ご活用ください。
日 時：４月22日(金) 午後２時〜４時
場 所：江府町防災情報センター
※事前に予約が必要です。法テラス鳥取（日
本司法支援センター鳥取地方事務所）までご予約
ください。

15
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○弁護士費用が心配な方もご相談ください！
ご収入や資産が一定額以下である方の場合、裁判
などの手続きを弁護士に依頼する場合の費用を無
利子で建替える制度（民事法律扶助制度）をご利
用いただけます。
予約電話番号 050−3383−5495
予約受付時間（平日）午前９時〜午後５時
予約受付開始は４月11日(月)からです。

−information―お知らせ

国民年金の保険料について
◎ 平成28年度の国民年金保険料
平成28年４月から平成29年３月までの国民年金保険料は、月額16,260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！

◎ 保険料の納付が難しいときは
収入が少なく保険料を納められない場合は、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があ
ります。保険料が未納だと将来の年金が受けられない場合がありますので、納付が難しいときは未納の
ままにしておかず、免除制度をご利用ください。
【免除】本人、配偶者および世帯主の所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部（４分の３、
半額、４分の１）免除となります。退職（失業）の場合は、退職された方の所得を除いて計算
します。
【猶予】30歳未満の方で本人と配偶者の所得が一定額以下の場合（若年者納付猶予）や、学生の方で本
人の所得が一定額以下の場合（学生納付特例）に、保険料の納付が猶予されます。

免除、猶予と未納の違い
受給資格期間に
全額免除
一部免除

将来の年金額に

含まれる

計算される(※）

若年者納付猶予
学生納付特例 のとき

含まれる

計算されない

未納のとき

含まれない

計算されない

のとき

（※）免除の場合、保険料を納めたときと比べて受け取る年金は減額されます。
全額免除のとき・・・全額納付した場合の２分の１
４分の３免除

８分の５

半額免除

８分の６

４分の１免除

８分の７

免除や猶予となった期間については、10年以内であれば「追納」により保険料を納めることができ、納
めると将来の年金は減額されません。ただし、追納の時期によっては保険料に加算金が上乗せされます。

◎ 過去の保険料が未納のときは
納付期限から２年を経過していない期間については、遡って免除の申請ができます。また、過去５年以
内の保険料については、平成27年10月から３年間の特例として「後納」により後から納めることもでき
ます。

お問い合わせ先

⇒

役場（住民課） ☎：0859−75−3223
米子年金事務所 ☎：0859−34−6111

平成28年４月号
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異

動（４月1日付）
（

）は異動前

地域のために一生懸命職
務を全うしたいです。よろ
しくお願いいたします。

谷尾

福祉保健課課長補佐 竹茂 良平（農林産業課課長補佐)
総務課(財務担当)課長補佐 長尾 英俊（子供の国保育園園長補佐)
農業委員会事務局主査 松原 順二（農林産業課主査)
(併任 農林産業課主査)
教育振興課主査
川上 明美（子供の国保育園主査)

俊輔

【主任級】
住民課主事
社会教育課主事

【派

川上
中川

瞳（社会教育課主事)
敦紀（住民課主事)

遣】

鳥取県後期高齢者医療広域連合

【退

藤田

優治(住民課主事)

職】

住民課長
議会事務局長
総務課消防防災担当課長
総務課参事
福祉保健課参事
地域包括支援センター長
福祉保健課主幹保健師
江尾診療所歯科医師

江府町議会
主 催

江尾診療所歯科医師

【課長補佐級】

大地

議会事務局長
梅林 茂樹（建設課長)
会計管理者
矢下 慎二（教育委員会事務局次長)
住民課長
森田 哲也（会計管理者)
農林産業課長
下垣 吉正（農林産業課長)
農業委員会事務局長 (併任)
総務課 庶務
人権同和対策担当課長 石原由美子（総務課人権同和対策担当課長)
建設課長
小林 健治（農業委員会事務局長)

主事

【課長級】

新採用職員の紹介

事

木村

人

福祉保健課

お知らせ−information―

４月から江尾診療所歯科
でお世話になります。よろ
しくお願いいたします。

山川 浩市
加藤
泉
川上
豊
川端るり子
藤森
木谷
渡辺

史子
智美
聡

住民懇談会を開催します！

江府町議会では、より開かれた議会を目指して議会改革を進めています。その一環として従来は「議
会報告会」を行っていましたが、今回からは「住民懇談会」と改め、より住民との対話に重点を置いて
開催いたします。
今回、資料も用意しておりますが、江府町に係る事なら何でも話し合いたいと思います。
たくさんの方のご来場をお待ちしております。
日にち：平成28年４月13日（木)
時 間：午後７時から９時まで
場 所：江府町防災情報センター２階
テーマ：○江府町地域創生総合戦略
○議会基本条例
○平成27年財政推計
○平成28年度予算
○その他江府町に係る事なら何でも
お問い合わせ先：75−3307（江府町議会事務局)
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要約筆記者養成講習会
︵鳥取県主催︶受講者募集
聴覚障がい者のコミュニケーション

４月 日︵木︶に休暇村奥大山にお
いて鏡ヶ成山開きが開催されます︒名
峰・大山の南麓︑ブナ・ミズナラの原
生林に囲まれた鏡ヶ成の大自然の中を︑
約２㎞︑標高差約２００ｍ︑初心者に

分から受付︑９時

分登山開始︑

集合場所は休暇村奥大山です︒歩きや
２３００︶まで

すい服装でお越しください︒詳しくは
休暇村奥大山︵☎

お問い合わせください︒

３ ２ ２ ９ 江( 府 町 運 動

児童扶養手当
特別児童扶養手当等の支給額
改定のお知らせ

年

国民年金法の一部改正に応じて
手当額が変更されます︒平成

歳までのお子さんを養育して

○児童扶養手当

す︒

４月分以降の手当額が改定されま

28

支援を行う要約筆記者を養成するため︑

次の日程で講習会が開催されます︒

と き
平成 年５月 日〜 月 日
︵おおむね金曜日︑全 回︶
午前 時〜午後３時

ところ
米子市福祉保健総合センター
ふれあいの里
内 容

しむことができます︒当日は︑午前８

実技︑聴覚障がい者等に関する講義︒ もやさしい登山コースを︑スタッフ同
受講対象者は︑高校生以上の聴覚
※
障がい者等の福祉に理解と熱意を有
時

行のもと歩きます︒カタクリの花も楽

する方︒講習会終了後に鳥取県登録
要約筆記者選考試験を実施します︒
コース
手書きコース︑パソコンコース︒
パソコンコースはノートパソコン
※
︶を持参できる方で︑あ
windows

江府町運動公園ナイター
る程度 タ ッ チ タ イ ピ ン グ の で き る 方 ︒
設備について

詳しくは

４月 日 金( か) ら江府町運動公園の
グラウンド・テニスコートのナイター
３６５９

いるひとり親家庭の生活の安定と
児童の心身の健やかな成長のため
に支給される手当です︒
○特別児童扶養手当
歳未満で精神または身体に一
定の障がいがある児童を養育して
いる方に支給されます︒
○特別障害者手当
重度の障がいがあり︑日常生活
に常時特別の介護を必要とする

歳以上の在宅の方に支給されます︒
○障害児福祉手当
重度の障がいがあり︑日常生活
に常時特別の介護を必要とする

６１１１

歳未満の在宅の方に支給されます︒
お問い合わせ先
福祉保健課 ☎

児童扶養手当

全部支給

42,000円

42,330円

一部支給

41,990〜9,910円

42,320〜9,990円

１級

51,100円

51,500円

２級

34,030円

34,300円

特別児童扶養手当

30

申込書の請求・問い合わせ

平成 年５月 日︵金︶必着

受講申込締切

︵

75
−

平成28年４月分から

平成28年３月分まで

手当の名称

28

設備が利用できます︒

☎ ０８５９

75
−

20

20

10

20

鳥取県西部聴覚障がい者センター

15

公園 ま)で

75
−

27

13

−
30
−

18

28

10

28

20

鏡ヶ成山開き
28

大山隠岐国立公園
30

−information―お知らせ

（１か月当たり）

特

別

障

害

者

手

当

26,620円

26,830円

障

害

児

福

祉

手

当

14,480円

14,600円
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〜公民館講座〜

〜公民館講座〜

フラダンス教室(江府町防災情報センター)
４月15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)
４月21日(木)
４月28日(木) 午後７時〜８時30分
５月12日(木)
社交ダンス教室(江府町防災情報センター)
４月28日(木)
午後２時〜４時
５月12日(木)
日本舞踊教室(江府町防災情報センター)
４月22日(金) 午後７時〜９時

手話教室 (江府町防災情報センター)
４月15日(金)
午後７時〜８時30分
５月６日(金)
墨彩画教室 (江府町防災情報センター)
４月18日(月) 午後１時30分〜５時
陶芸教室 (高齢者創作館)
４月21日(木) 午後１時〜４時
押し花教室 (江府町防災情報センター)
４月25日(月)
午後１時〜５時
５月９日(月)
大正琴教室 (江府町防災情報センター)
４月27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)
５月10日(火) 午後１時30分〜３時
生け花教室 (江府町防災情報センター)
５月13日(金) 午後７時〜８時30分

〜福 祉〜
補聴器相談会(江府町総合健康福祉センター)
トーシン補聴器４月21日(木)
午後１時30分〜３時
中国補聴器４月27日(水)
午前９時30分〜11時30分

〜スポーツ〜
江府町長杯

グラウンドゴルフ大会
(せせらぎ公園)
４月16日(土) 午前９時〜

〜子育て〜
赤ちゃん健診(江府町総合健康福祉センター)
４月15日(金) 受付 午後１時〜１時30分
１歳６か月・２歳児検診
(江府町総合健康福祉センター)
５月10日(火) 受付 午後１時〜１時30分

〜相

子育て
ス
トピック

病児・病後児保育が
始まります！

平成28年４月から病児・病後児保育を病児看
護センターベアーズデイサービスに委託します。
事前の申請と、利用前に谷本こどもクリニック
へ受診が必要になります。詳しくは福祉保健課
（75−6111）まで

談〜

人権・行政相談(江府町防災情報センター)
５月11日(水) 午前９時〜正午まで

《4月の納税は》

軽 自 動 車 税 全 期

〜窓口交付時間延長について〜

納期限は５月２日(月)です。（口座振替は５月２日）

毎週月曜日と木曜日は役場本庁舎の窓口を延長しております。
今月の国民年金
(祝祭日は除く)
○延長時間は午後５時１５分〜７時まで
納付期限４月分 平成28年５月31日まで
(住民票・印鑑証明・所得証明
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
所得課税証明・軽自動車税の納税証明のみ)
いください。
なお、口座振替の方は、上記期限が振替日です。
※戸籍については発行できません。

年
平成28
月 日
現在

4 1

延申込件数 1,406件
（前月比＋51件）

延寄付金額 1,766万円
（前月比＋51万円）
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３

人の動き

ふ る さ と 納
税

)
)

応援ありがとうございます！

月届 ︵敬称略︶
◎ご結婚を祝します
岡田 淳慈 貝田
保木本紗弓 鳥取市から
德岡
憲 境港市
遠藤 綾乃 米子市から
◎お誕生おめでとう
住(所︶ ︵氏 名︶︵性別︶︵保護者︶
さいはら
ゆう あ
佐 川 才原 悠愛
女
大樹
◎ごめい福を祈ります
住(所︶ ︵氏 名︶︵年齢︶︵世帯主︶
美 用 下垣惠美子
歳
厚
御 机 岡
伐子
歳
壽昭
大河原 清水 昭二
歳
博幸
貝 田 森田 重彦
歳
地男
洲河崎 三好 典子
歳
晋也
半の上 瀬島 民子
歳
明正
貝 田 森田 行雄
歳
康博

）は前月比

ご寄付

３月末現在（

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
荒 田 小滝志津江 本人退院
杉 谷 末次 文香 本人退院
◎香典返しとして
本町三 門脇
文 夫雄司死去
御 机 岡
寿昭 母伐子死去
洲河崎 三好 静佳 母典子死去
美 用 下垣 邦弘 母惠美子死去
半の上 瀬島 明正 母民子死去

■まちの人口 3,130人（−16）
男 1,472人（−8）
女 1,658人（−8）
■世帯数
1,087世帯（−1）

３

94 85 95 57 89 94 91

道の駅奥大山イベントのお知らせ
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