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江府町のポケモンマンホール「ポケふた」が
道の駅奥大山に設置されました！！
表紙のモデル：とっとりふるさと大使のサンド（写真左）
、アローラサンド（写真右）と
マンホール女優の釈由美子さん（写真中央）
©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリーク
の登録商標です。

動画で町報こうふ!
URL:https://www.youtube.com/
user/townkofu

新型コロナウイルス感染症の影響によって
事業収入が減少した中小事業者等に対する
固定資産税軽減の特例について【令和３年度分に適用】
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止措置の影響により事業収入が減少した中小事業者等は、事
業収入の減少割合に応じ、令和３年度分の事業用家屋および償却資産の固定資産税の課税標準を軽減する特例
措置を受けることができます。
１．対 象 者
新型コロナウイルス感染症の影響によって、事業収入が減少している中小事業者等
２．軽減対象
事業用家屋および償却資産に係る固定資産税（※土地は軽減の対象外です）
３．軽減内容
令和２年２月から同１０月までの任意の連続する３ヵ月間の事業収入を、前年の同期間にお
ける事業収入と比較した場合の減少割合で判定。
５０％以上減少した場合 … 全額
３０％以上５０％未満減少した場合 … ２分の１
【手続きの流れ】
認定経営革新等支援機関等（税理士・公認会計士・商工会等）に申告書及び添付書類を提出し、この特例の
要件に合致しているかについての確認を受けた後、申告書類一式を江府町役場住民課に提出してください。
【町に提出する書類】
①特例に関する申告書様式、
②収入の減少を確認できる書類、③特例対象家屋の事業用割合を示す書類
【提出期間】令和３年１月４日（月）から２月１日（月）まで
（窓口持参または郵送で、江府町役場住民課へご提出ください。）
この特例についての詳細や申告書様式については、町のホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】江府町役場住民課（税務担当）

電話：０８５９−７５−３２２３
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町内で栽培される珍しい野菜

江府町は中山間地域にあり農地の法面が急傾斜、区画の小さい農地が多いというような耕作条件

８

が不利な部分がある。また、積雪によって営農ができないなど、気象条件での弱点もある。しか
しながら、この地だからこそチャレンジできる作物もある−。
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町内で栽培される珍しい野菜

「マコモダケ」
【特徴】
東アジアや東南アジアに分
布しており、日本では全国
各地でみられる。肥大した
茎の部分は食用とされ、葉
はしめ縄やゴザなどの加工
品となる。

「アピオス」
【特徴】
北米原産で、「アピオス」は
日 本 で の 属 名。多 年 草 で、
高 さ は ２ 〜 ４ｍに 達 す る。
日 本 で の 主 産 地 は 青 森 県。
健康食品として注目される。

―特集―

町内で栽培される珍しい野菜
「マコモダケ」という食材をご存知でしょうか？
「マコモダケ」とは、
「マコモ」というイネ科マコモ属の多年草の肥大した茎の部分のことで、
炒めても、煮ても、揚げても、美味しい食材です。
「アピオス」という食材はご存知でしょうか？
「アピオス」はマメ科のつる性植物で、塊茎は非常に栄養価の高い食材です。
今月号では、「町内で栽培される珍しい食材」について特集をしていきます。
3

令和２年１１月号

﹁マ コ モ ﹂ を
町内に普及させていきたい
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令和２年１１月号

■ 遊 休 田 でマコモ栽 培 開 始
月２日午前８時 ―
︒柿原集落
にある水田で︑奥田隆範さんは
﹁マコモ﹂を収穫していきます︒
遊休田を借り受け︑マコモ栽培を
始めたのは今から２年前︒すでに︑
マコモ栽培が行われていた島根県
安来市広瀬町の知人から 本のマ
コモの苗を購入し︑柿原の水田へ
定植しました︒﹁２列にし︑苗の
間隔を３．６ｍ 空けて植えました︒
これまで肥料は全く与えず︑草刈
りのみを行ってきましたが︑すく
すくと成長してきました︒米と
違って︑植えてから収穫するまで
は割と栽培しやすいのですが︑大
変なのが収穫です︒機械では刈り
取れないので︑すべて鎌で手刈り
していかなければなりませんから
ね﹂と栽培の苦労を語る奥田さん︒
﹁現在は２ａ の面積で栽培して
いますが︑収量が少ないため︑近
隣の飲食店などへ提供したりと︑
販路が限定的なところがあります︒
私は町の農業委員をしていますの
で︑同じ委員にも紹介したところ︑
マコモの栽培を始められた方もお
られます︒町内での栽培がもっと
普及していけば販路も拡大してい
くと思いますので︑これからも伝
えていきたいです﹂と奥田さんは
今後の抱負を述べられました︒

▲２列に植生されたマコモのほ場

▲マコモは鎌で手刈りしながら収穫していきます

町内で栽培される珍しい野菜
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▲収穫した「マコモ」を手にする奥田隆範さん（柿原）
１０

７０

（令和２年１０月２日撮影）

ました︒出雲大社のしめ縄のこと
を知ったので﹃うちの集落でも高
森神社のしめ縄をマコモで作って
みてはどうか﹄と思うようになり︑
集落に提案したところ︑マコモで
しめ縄を作ることになりました︒
マコモダケを収穫した後︑マコモ
の葉を旧校舎︵旧江尾小学校柿原
季節間分校︶で乾燥させます︒乾
燥させるとワラのようになり︑し
め縄を結っていきます︒マコモの
葉はお茶として飲用することもで
き身体に大変良いと聞きます︒マ
コモは︑ほとんど捨てるところが
なく︑神社とも古くからゆかりも
あり︑歴史ある植物だと思いま
す﹂と奥田さんは感慨深く述べら
れました︒

▲乾燥は旧校舎で行っています

■ 歴 史 ある 植 物﹁マコモ﹂
柿原集落にある高森神社 ―
︒１
００段以上を超える石段を登ると︑
荘厳な社殿が見えてくる︒社殿に
は︑マコモで作られた立派なしめ
縄が飾られてあり︑参拝者を迎え
入れている︒
﹁マコモを初めて知ったのは︑
島根県の雲南市大東町へ用があっ
て行った際に︑マコモが栽培され
ているのを見かけたのがきっかけ
です︒そして︑マコモが出雲大社
のしめ縄の原材料として使われて
おり︑古代から栽培されていたこ
とを知りました︒私の住む柿原集
落には高森神社がありますが︑こ
れまではワラでしめ縄を作ってい

令和２年１１月号

5

町内で栽培される珍しい野菜
ー特集ー

▲マコモで作られたしめ縄が飾られる高森神社（柿原）

▲乾燥させるとしめ縄などの材料になります

町内での栽培は珍しい
だけど︑おいしい食材

6
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■ 教 わり︑育 て︑伝 える

自宅隣の畑で︑﹁アピオス﹂の
塊茎を収穫する奥田延壽さん︵柿
原︶︒広島県の知人の紹介で譲り
受けたアピオスの苗を︑奥田さん
が定植したのは今から２年前でし
た︒﹁始めは︑春先に畑の端っこ
にほんの少しだけ植えておいたん
です︒そのまま︑ほとんど構うこ
ともなく秋になるとアピオスの塊
茎を収穫することができました︒
大きいものは茹でてマヨネーズを
つけて食べたりしていますが︑と
てもおいしいですよ︒小さいもの
は種芋として︑今年 株ほど植え
ました︒今の時期から収穫してい
きますが︑今年もたくさんついて
いますね﹂と実りを喜ぶ奥田さん︒
﹁アピオスのほかにも︑ヤーコ
ン︑カシグルミ︑エゴマなども栽
培しています︒また︑元江府町地
域おこし協力隊の岩﨑智恵さんに
紹介され︑最近はクロモジの葉を
乾燥させて︑お茶としてよく飲む
ようになりました︒クロモジなど
身近に当たり前のようにある植物
の活用方法を教えていただいたり
と驚くことばかりです︒アピオス
も今年は同じ集落の方にも種芋を
お譲りしました︒少しずつでも普
及していくといいですね﹂と奥田
さんは述べられました︒

▲収穫されたアピオスの塊茎
（令和２年１０月６日撮影）

▲アピオスを傷つけないように収穫していきます

町内で栽培される珍しい野菜
ー特集ー

▲掘りたての「アピオス」
を手にする奥田延壽さん
（柿原）
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出典：江府町地域再生協議会農地データ
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中山間地域だから

チャンスがある

電話：0859-75-6620

私たちの町のような中山間地域
にある農地は法面が急傾斜であっ
たり︑区画の小さい農地が多いと
いうように平坦な地域と比べて耕
作条件で不利な部分があります︒
また冬から春先にかけては積雪に
よって営農ができないなど︑気象
条件でも弱点があります︒
しかしながら︑逆に小さな区画
だからこそ管理がしやすかったり︑
標高があるから他産地とは異なる
作り方でチャレンジできる作物も
あります︒
今回のような﹁マコモ﹂や﹁ア
ピオス﹂など︑近隣では作ってい
ない珍しい作物も今後の耕作放棄
地解消へのカギになるかもしれま
せん︒

江府町農業委員会事務局

11.4

13.4

15

28.4

30

農地を守る
【グラフ②】町内のそばの作付面積

しかしながら︑水田は水が溜ま
この原因は農業従事者の高齢化
りやすいため︑一部農地ではそば
や担い手不足︑米価下落により水
稲を作付けしなくなったことなど︑ の生育が悪く︑適していない場所
もあります︒そのためすべての農
様々な要因が挙げられます︒
地で推進することができません︒
そのような農地にはどのような対
農地が荒れる前に
策をしていくのかが今後の一番の
課題です︒
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耕作放棄地の

平成

年
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状況について

平成
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江府町役場農林産業課
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【農地に関する問い合わせ】

耕作しなくなった農地︑いわゆ
る﹁耕作放棄地﹂の増加は全国的
な問題であり︑本町も例外ではあ
りません︒特に耕作放棄地になる
一歩手前の状況︑つまり﹁作物は
作付けしていないけれど︑維持管
理のみをしている農地﹂も多数存
在し︑いわゆる耕作放棄地の予備
群とされています︒こういった農
地︑とりわけ水田については︑
﹁自己保全管理農地﹂と呼んでい
ます︒この自己保全管理農地は
年々増加しており︑令和２年度に
は ．３ と ︑ 本 町 の 全 水 田 面 積
の約２割を占めている状況です︒
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▲町内で広がるそば畑の様子
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現在︑ＪＡや農業関係者で構成
された﹁江府町地域農業再生協議
会﹂では今後の水田の在り方や農
地の利活用について協議を行って
います︒その中で国の経営所得安
定対策をベースとして︑江府町で
特に作付けを推進したい作物や取
組について助成を行っています︒
特に近年は︑自己保全管理農地
への﹁そば﹂の作付けを推進して
います︒そばは比較的作りやすい
ことや︑播種時期が農繁期と重な
らないこと︑土地利用型作物であ
ることなどが主な理由です︒
そばへの助成を推進し始めた平
成 年以降︑作付面積が急増して
お り ︑ 令 和 ２ 年 度 実 績 で ．４
と︑平成 年と比較すると︑約２．
１倍と拡大しています︒
このように制度を活用しながら
そばの作付け推進することで︑そ
ばの産地化と合わせて︑耕作放棄
地の発生を抑制しています︒

令和２年１１月号
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「農事組合法人すがさき」県事業活用しコンバイン導入
令和２年４月に発足した「農事組合法人すがさき」
(影山一成代表理事)」は洲河崎集落の農地を中心に約
４．７ｈａの規模で経営をスタートしました。このたび
同法人では９月８日（火）、県事業の集落営農体制強化
支援事業(申請者負担１／２)を活用して、４条刈のコン
バインを１台導入しました。導入したコンバインは早
速、今年度の刈り取り作業で活躍をしました。同法人で
は今後、申請時に作成した集落営農ビジョンに基づいて
約１１haの農地を集積して行く計画です。

9/29

今年もおいしいお米ができました！！ 〜江府小学校５年生〜

▲収穫した稲を手にみんなで記念撮影

江府小学校５年生児童が９月２９日（火）、江府小学
校近くの田んぼで稲刈り体験学習を行いました。児童
は、田んぼを管理する長尾和子さん・英俊さん親子（小
江尾）や空場語さん（小江尾）から鎌の扱い方や「はで
かけ」について教わり、今年５月に植えた「コシヒカ
リ」を一斉に刈り取りました。さらに、１０月１６日
（金）には脱穀体験学習を行いました。収穫した米は今
後、学校給食として提供されるほか、町のふるさと納税
の返礼品として取り扱われます。

10/4

助澤集落で合同防災訓練を実施
「江府町総合防災訓練」を１０月４日（日）、助澤集
落で実施しました。今年度は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、町内の各集落での避難訓練は実施しま
せんでしたが、助澤集落では助澤集落自衛消防隊、江府
町消防団、江府消防署による合同訓練を実施しました。
町防災無線で火災発生の訓練放送が流れると、助澤集落
自衛消防隊が初期消火を開始。しばらくして町消防団、
江府消防署が到着すると、各部隊は迅速に放水を開始し
ていきました。

10/14

▲農事組合法人すがさきに導入されたコンバイン

▲助澤集落で行われた合同訓練の様子

みちくさ推進会議が「いきいき農林水産業組織」として表彰

▲平井知事と記念撮影する三輪典子会長（写真左）

「令和２年度鳥取県優秀経営農林水産業者等表彰式
典」が１０月１４日（水）、とりぎん文化会館で行わ
れ、みちくさ推進会議が「いきいき農林水産業組織」と
して平井伸治鳥取県知事から表彰を受けました。鳥取県
内でいきいきと農林水産業および農林水産加工品の開
発・商品化に取り組み、地域に貢献している組織が表彰
されるもので、同組織は、平成１４年の活動開始から町
内の野菜やその加工品販売により地域の健康的な食生活
を支えてこられました。
令和２年１１月号
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「昔あそび」って楽しいね♪

▲けんけんぱ、けんけんぱ♪

「江府町民生児童委員と子供の国保育園年長児との交
流事業」が１０月１５日（木）、子供の国保育園で行わ
れました。園児ははじめに、民生児童委員と一緒に紙飛
行機をつくり、一列になって飛距離を競い合いました。
続いて、竹馬や的あて、けんけん遊びや昔ながらのカー
リングなどの「昔あそび」を体験。園児は、民生児童委
員からやり方を教わりながら昔あそびを楽しみました。
最後は、大縄跳びに挑戦。園児は何度も挑戦すると、次
第に何回も飛べるようになりました。

少女剣士が県剣道大会で準優勝 〜江府剣道教室遠藤佑花さん（江府小学校６年生）〜
「令和２年度鳥取県スポーツ少年団剣道交流大会」が
１０月１８日（日）、鳥取市武道館で行われ、江府剣道
教室所属の遠藤佑花さん（江府小６年）が準優勝に輝き
ました。遠藤さんは個人戦小学生女子の部に出場し、初
太刀からの面などがよく決まり、決勝まで勝ち上がりま
した。試合後、遠藤さんは「公式戦で、初めて賞状をも
らうことができました。小学校最後の試合になるかもし
れないのでとても嬉しかったです。この経験を活かし
て、これからも頑張ります」と喜びを述べました。

10/20

▲賞状を手に持つ遠藤佑花さん

いきいきとした町にむけて 〜サントリー天然水ブナの森工場から寄付〜

▲目録を渡す富永工場長（写真左）

「江府町いきいき基金」寄付金の贈呈式が１０月２０
日（火）、江府町役場本庁舎で行われ、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の富永誠工場
長から白石町長に目録が渡されました。この基金は、地
域活性化にむけての人材育成や、産業振興の充実を図る
ために設立され、子育てや教育に関する事業などで活用
されてきました。富永工場長は「町がいきいきとなるよ
うに使ってください」と伝え、「大切に使います」と白
石町長は感謝を述べました。

10/26

秋空の中、ふれあいグラウンド・ゴルフ
江府町老人クラブ連合会主催の「第６回ふれあいグラ
ウンド・ゴルフ大会」が１０月２６日（月）、江府町せ
せらぎ公園で開催されました。当日は、白石町長も出場
し、個人戦を展開。秋空の中、グラウンド・ゴルフを通
し交流を深めました。結果については以下の通りです。
【結果】（敬称略）
優 勝 板垣 孝子（３５打、ホールインワン１回）
準優勝 景山 幸夫（３９打、ホールインワン２回）
第３位 赤井 市郎（３９打、ホールインワン１回）
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▲プレーの様子

ほけレポ〜保健レポート〜
月は児童虐待防止月間です

厚生労働省では︑毎年
月を

なります︒

しつけと体罰︵虐待︶の違いは？

︻目に見える様子の変化︼

に一緒にサポートをしていきま

育て中の保護者が孤立しないよう

保護者だけで心配なことや困っ

しょう︒

・ソワソワと落ち着かず︑集中で
きなくなる
・頭痛︑腹痛など体の不調を繰り

普段から挨拶や声かけをしたり︑

ていることを抱え込まないように︑

・注意されるときに萎縮する

相談窓口を紹介し︑必要そうなら

返す

子どもに自分の言うことを聞かせ

・暴力や暴言をふるうようになる

﹁体罰︵虐待︶﹂とは︑大人が

るために暴力等を用いて︑親が自

行くように誘ったりしてみましょ

もつながります︒

けでなく︑保護者を助けることに

う︒こういった支援は︑子どもだ

・大人に反抗するようになったり︑

たりします︒また︑人間関係を維

ルが多くなったり︑学力が低下し

態が継続すると︑友達とのトラブ

るとは限りません︒支援がない状

虐待による影響は︑すぐに表れ

・夫婦間の仲を取り持とうとする

嘘をつくようになる

分のために行うものです︒虐待は︑
子どもの心身の成長・発達にさま
ざまな悪影響を生じさせる可能性
があることが科学的にも明らかに
なっています︒

﹁子どもへの影響

︻子どもの気持ち︼

持することができず︑将来的には︑
職を転々とするなどの行動が見ら
れることもあります︒

みんなで子育てを支える地域に！

子育て啓発ポスター

﹁児童虐待防止推進月間﹂と定め︑
家庭や学校︑地域等で︑児童虐待
問題に対する深い関心と理解を得
ることができるよう︑期間中に児
童虐待防止のための広報・啓発活

・自分は﹁悪い子だ﹂﹁バカだ﹂
と思い込む
・いつ怒られるかと不安になる
・両親のケンカをやめてもらいたい
・周囲の人を信じられなくなる

スを提供しています。

の情報をお届けします。

動など様々な取り組みを集中的に
実施しています︒

虐待とは？

・自分が正しいと思うことには暴言
江府町は︑出生が少なく︑同じ

また、相談に応じ必要な情報・サービ
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電話：０８５９ー７５−６１１１

▲体 罰 等 に よ ら な い

子育てに関することは、なんでもご相

談ください！

や暴力を使ってもよいと思うよ

集落内に同じくらいの年齢の子ど

あなたをサポートします。

いのちと健康を守るため

虐待とは︑子どもに対する重大

うになる

聞きし、専門家と連携して地域ぐるみで、

・保健師、栄養士が毎月、

１１

な権利侵害です︒親がいくら一生

もを育てている家庭が少ないのが

妊娠期から子育て期の不安や悩みをお

・まめ＝元気という意味。

懸命であっても︑その子をかわい

現状です︒地域のみなさんで︑子

「おひさま」

にいかいや！江府町〜

いと思っていても︑子ども側に

子育て世代包括支援センター

保健レポート vol.8
まめ

〜

とって有害な行為であれば虐待と

【町の相談窓口】

ほけ
レポ
１１

白石町長コラム「不易流行」/プロジェクトチーム活動報告

｣

議の雰囲気の良さをしきりに

引き続きプロジェクトチー

日︵月︶に来庁 自治体﹂が抱える課題の解決

※「信頼され、期待に応える役場づくり」プロジェクトチームとは・・・町長をプロジェクトリー 動の様子はQR
ード を 読 み
ダーとし、町長により選任されたメンバーで構成。令和２年８月２０日に結成し、
「信頼され、 コ
取ることでご覧
期待に応える役場づくり」について課を越えて取り組む。
いただけます。

﹁信頼され︑期待に応える役場づくり﹂

プロジェクトチーム
︵ ︶
※活動報告

会議を終えて︑新庄村役場

今から２年前︑町長と担当 いきました︒

の方が９月

依頼をいただき︑３名の職員 ムは活動を通して︑﹁小規模

ムの取り組みについての視察

から︑このプロジェクトチー す﹂と話されていました︒

そしてこの度︑新庄村役場 話していました︒また伺いま

いに交流をしてきました︒

これまでに様々な分野でお互 伺った２名の若手職員も︑会

その視察がきっかけとなり︑ が大変伝わりました︒一緒に

県新庄村の視察を行いました︒﹁メンバーのみなさんの熱意

社会増を実現されていた岡山 総務企画課千葉智明主任は︑

課職員で︑当時３年連続人口

これまでの活動は
こちら！

され︑第２回目の会議を視察 につなげていきます︒
されました︒
このプロジェクトチームの
会議の特徴として︑﹁すべて
のメンバーが思ったことを率
直に発言することができる﹂
ことが挙げられます︒第２回
目の会議でも︑第１回目の会
議を基に︑リーダーが作成し
きたん

た具体的行動基準の案につい
て︑忌憚のない意見を交換し

▲第２回目の会議の様子

不
｢ 易流行

３０

２８

ながら︑加筆・修正を行って

令和２年１１月号
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士幌コンシェルジュの
川村昌代さんです︒か
ふ え き りゅ う こ う
みしほろ暮らし担当マ
ネージャーの彼女いわ
く︑﹁町長がぶれない
のがいい﹂そうです︒
〜よき伝統を守りながら︵不易︶
京都から上士幌町に帰
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〜 ってきた彼女は︑地元
の人︑移住してくる人
の両方の気持ちがわかるかけ橋と
上士幌町の魅力を感じた視察
して頑張っておられます︒そして︑
上士幌町を帰りたい町になって欲
しいと願っておられます︒移住定
住についての彼女の発言が印象的
でした︒﹁地元の良いことだけを
言うのではなく︑現実をしっかり
と伝えることが大切︒その上で︑
この場所で何をしたいのかを持っ
ている人に来てもらう︒そうして
いくことで︑この人がいるから︑
行ってみたいという︑まさに人が
人を呼ぶ地域になる﹂と︒上士幌
町の魅力を感じた視察になりまし
た︒

北海道上士幌町に視察に行って
きました︒以前からふるさと納税
で成功した町として知っていまし
たが︑今回の視察でその背景を知
ることができました︒鍵を握るの
は︑現在５期目となる竹中貢町長
の手腕でした︒人口約５︐０００
人の過疎の町ですが︑町長自らが
資料を作成し︑プレゼンテーショ
ンをする︒先進的な取り組みが多
く︑町長が発想したことを︑職員
がスピーディに実行していく︒最
初の頃は︑うまくできなかったこ
ともあったようですが︑次第に成
功体験を積み︑﹁やればできる﹂
ことを実感することで職員が頑張
るとのこと︒なぜその事業をしな
ければならないのか︑町長が直接
全職員に 分以上語ることが︑年
に数回あるそうです︒スピード感
と外部の人とのつながり力も抜群
です︒移住定住のキーパーソンに
も会いました︒特定非営利法人上

▲視察で訪れた「道の駅かみしほろ」

白石町
コラム長
Vol.51

これ まで の 活

江府町役場新庁舎について

ついに、建屋完成！！

江府町役場新庁舎について

完成した江府町役場新庁舎建屋
昨年８月から建設してきました「江府町役場新庁舎」
の建屋が９月１８日に江府町へ引き渡しになりまし
た。今後は備品などの配置や、現庁舎からの物品の移
動などを行い、来年１月１２日予定の開庁にむけて整
備をしていきます。備品が入りましたら、町民向け内
覧会も開催を予定しております。
なお、外構工事や国道１８１号線の改良工事は引き
続き行われますので、交通安全には十分に気をつけて
外構工事の様子

いただきますようご理解とご協力をお願いします。

▲着々と整備が進む外構工事の様子。

【新庁舎に関する問い合わせ】

（令和２年１１月５日撮影）

江府町役場総務課 電話：０８５９−７５−２２１１

ハートフル専用駐車場

正面玄関前

▲ハートフル専用駐車場は、車を横付けしながら昇降す

▲正面玄関に掲げられた「江府町役場」のプレート。

ることができます。
令和２年１１月号
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江府町役場新庁舎について

２階議場兼多目的室

２階会議室兼多目的室

▲２階議場兼多目的室は公民館機能を有し、議場として

▲２階会議室兼多目的室のブラインドは自動で開閉し、

のみならず多目的に使用することができます。

２階廊下

窓からは大山を眺望することができます。

２階

▲２階廊下の壁面にはフックが備えてあり、美

２階教育委員会事務局
▲教育委員会事務局は２階に構えます。事務局

術作品などを展示することができます。

の奥には教育長室があります。

１階

１階防災会議室
▲１階防災会議室は災害時には対策本部となる
一方、平時は会議室等として利用されます。

１階ホール
▲１階ホールにはミズナラで作られた温もりのある木製

１階授乳室
▲１階待合コーナーの隣には広々とした授乳室
が備えてあります。

１階待合コーナー
▲１階待合コーナーには、キッズコーナーが設けられ、

パネルが飾られ、来庁者を迎えます。

安心して手続き等を行うことができます。紺色カー
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ペット部分は執務室で、奥には町長室があります。

令和２年１１月号

まちの教育

教育委員就任のお知らせ
令和２年９月３０日で前任の三代信行さん（美
用）が退任され、１０月１日付けで、新たに吉田
優子さん（小江尾）が就任されました。任期は４
年間です。
吉田さんは「義務教育学校が令和４年から開始
されます。教育委員でその場面に携われることを
楽しみにしています」と挨拶されました。
▲吉田 優子さん

満６ヶ月の子どもから
一時保育を利用できるようになりました

一時保育とは、保護者の育児に伴う身体的・心理的負担の解消のためや、保護者の傷病・冠婚葬祭・災害・
事故など、急に家庭での保育が困難になった場合に、一時的に利用できる保育です。
以前は満１歳以上の子どもを対象にしていましたが、１０月１日からは満６ヶ月の子どもから一時保
育を利用できるようになりました。
【場所】江府町立子供の国保育園
【対象】原則として江府町に在住し、保育園に入園していない満６ヶ月から就学前の子ども
※病児保育ではありませんので、体調の悪いお子さんは、お預かりできません。
【実施時間・期間】
・月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時まで
・半日保育も可
・月曜日から金曜日のうちの週３日以内（緊急の場合をのぞく）
【保育料】
３歳未満児
３歳以上児

１日

２，０００円
１，０００円

半日

１，０００円
５００円

【給食費】給食を必要とする場合 ２００円
【利用手続き】
・事前に登録が必要ですので、申請書を提出してください。教育委員会事務局と子供の国保育園に用紙が
あります。
・実際に利用されるときには、子供の国保育園に電話で申し込みをし、利用申込書を提出してください。

【問い合わせ、書類の提出先】
江府町教育委員会事務局 電話：０８５９−７５−２２２３
子供の国保育園 電話：０８５９−７５−２７０４

令和２年１１月号
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まちの教育

トム先生の「ＴＯＭʼＳ ＴＯＰＩＣ」2

トム先生の動画は
こちらから

「My Home Town」

This month, I would like to introduce my hometown
called Hull. Hull is a city of around 250,000 in the north
east of England. It gets its name from the river Hull goes
through it dividing East Hull from West Hull. Hull also sits on the banks of the
Humber Estuary and the opposite shore can be reached by crossing the Humber
Bridge which was once the longest single span suspension bridge in the world. Hull is also
around 40 km from the North Sea with its desolate but beautiful coast-line. Hull used to be
known as a whaling city in the 19th century and then after that a ﬁshing city for much of the 20th.
However from the1970s the ﬁshing industry went into to terminal decline and today not much
remains. Hull is famous as the birth place of William Wilberforce who lead them campaign for the
abolishment of the the UK slave trade. Hull is as famous for refusing to allow King Charles 1 to
enter the city gates in the 1642 which was the spark that ignited the Eng-lish civil war. Hull also
has many old buildings including St Maryʼ s church dating back to the 15th century and The Ye
Olde White Harte pub dating back to the 17th. In recent years Hull has seen somewhat of a
renewal with a new 25,000 seater soccer stadium called the KCOMM Stadium opening in 2002,
and the largest aquarium in Europe, The Deep, also opening the same year. In 2007 a brand new
shopping center called the St Stephens Centre opened on the site of the old bus station. Hull was
also was also city of culture in 2017 which lead to many music and cultural events being held
around the city.
Thatʼ s all from me for this month. Please scan the QR code to see a video showcasing some of
the places around Hull that I talked about in todayʼ s Tomʼ s Topic.
「わたしの故郷」
今月は私の出身地であるハルという都市を紹介したいと思います。
ハルはイングランド北東部にある人口約 25 万人の都市です。名前の由来は、ハル川が東ハルと
西ハルを分断していることに由来しています。ハンバー海峡のほとりに位置しており、かつて世界
最長の吊り橋であったハンバー橋を渡ることで対岸へ行くことができます。荒涼とした、しかし美
しい海岸線を持ち、北海から約 40 キロに位置しています。19 世紀には捕鯨の街として知られてい
ましたが、その後 20 世紀の大半は漁業の街でした。しかし、1970 年代からは漁業が衰退し、現在
ではほとんど残っていません。
ハルは、英国の奴隷貿易廃止のためのキャンペーンをリードしたウィリアム・ウィルバーフォー
スの生誕地として有名です。また、1642 年にイギリス内戦の発端となった、チャールズ 1 世がハ
ルの城門に入ることを拒否したことでも知られています。
ハルには 15 世紀に建てられたセント・メアリー教会や 17 世紀に建てられたザ・オールド・ホ
ワイト・ハート（鹿）パブなど、多くの古い建物があります。近年では、2002 年には 25,000 人収
容のサッカースタジアム「KCOMM スタジアム」がオープンし、ヨーロッパ最大の水族館「ザ・ディー
プ」も同年にオープンしました。2007 年には、旧バスターミナルの跡地に新しいショッピングセ
ンター「セント・スティーブンス・センター」がオープンしました。また、2017 年にはハルは英
国文化都市※にも選ばれ、市内各地で音楽や文化イベントが開催されました。
以上、今月の私からのお話でした。QR コードをスキャンすると、今回の Tomʼ s Topic でお話し
たハル周辺のスポットを動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。
※英国文化都市とは、都市再生のための文化イベントです。政府の考案により 2013 年にはじまっ
た英国文化都市は、成長を必要とする小都市を対象に 4 年に 1 度一都市を選出し、文化を手段に
街の再生を促すプロジェクトです。学校の児童や市民ボランティアを巻き込み、一年を通じて様々
なイベントが開催されます。
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まちの教育

令和２年度明徳学園開講中
明徳学園は健康で自ら学び、生きがいと社会参加により学習を続け、これ
まで培った経験を生かし、家庭や社会に役立つ生活をおくることを趣旨とし
て、昭和４９年に入学生１６０名で開校された江府町の最高学府です。

現在は６０歳以上の江府町民を対象としており、今年度は７２名の学生が

在学しています。

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、午前中の一般講座

を休校としましたが、専門講座は分散型で実施しています。

来月号からは、明徳学園専門講座についてご紹介します。興味をお持ちの

方は江府町教育委員会事務局（電話：０８５９ ７５ ２００５）までお問
合せ下さい。

▲活動を伝える明徳学園
文集「明徳」

青少年育成江府町民会議感謝状授与
ＪＲ西日本より感謝状が１０月８日（木）、青少年育成
江府町民会議に贈られました。これは、同会議が長年「高
校生マナーアップさわやか運動」や「青少年を見守る運
動」
、「社会を明るくする運動」などの活動を通してＪＲ
江尾駅や武庫駅周辺の清掃・美化に貢献したことが評価
されたものです。
当日は、ＪＲ米子駅と根雨駅の駅長が来町し、感謝状の
授与に際して町民会議会長の加持谷典範さんに感謝の気
持ちを伝えられました。感謝状を受け取った加持谷会長
は「これからも活動を続けていきたい」と述べられました。

▲ＪＲ米子駅駅長から感謝状を授与され
る加持谷会長（写真右）

日野高校魅力向上推進協議会シンポジウム開催
日野高校魅力向上推進協議会主催による「日野高校魅
力向上推進協議会シンポジウム」が９月２６日（土）、日
野町文化センターで開催されました。
第一部では、日野高校魅力向上推進協議会アドバイザー
の島根大学教育学部作野広和教授の講演や日野高校坪倉
寿樹教頭による同校の取り組み紹介が行われました。
第二部では、日野高校長谷川大介コーディネーターの
進行によるワークショップ「We で語ろう、日野高校の未
来」が行われ、活発な議論と共に、日野高校の魅力向上
の取り組みを推進していくことが確認されました。

▲島根大学教育学部作野広和教授による
講演の様子
令和２年１１月号
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江府町地域おこし協力隊通信
今年８月から江府町に新たに着任した２名の地域おこし協力
隊員。着任してあっという間に３カ月が過ぎ、町内外でお声か
けいただけることも増えてきました。今月号も、江府町の地域
おこし協力隊員の活動を報告します。

江府町
地域おこし協力隊
通信

今月号のテーマ

「秋、深まってきました♪」
農業部門（活動内容：農事組合法人宮市での商品開発など）
こちらに来て 3 ヶ月目に入りました。
江府町の自然を満喫しながら仕事をしていますが、田んぼの中や外では沢山の生
き物を見かけます。昆虫ですと、トンボ、チョウチョ、コオロギ、クツワムシ、カ
ミキリムシ、動物では、猿、シラサギ、カエル、ヘビですかね。( ちなみに見た目が
にしじま

としあき

西嶋 俊明

苦手なのはヤスデとイモリとヤモリです。)

そういえば蟹もいました。そのうちサ

ンショウウオも見れるのではとワクワクしていま
す。そう考えると実に

水田

は生態系に優しい

ようで、とりわけ大山の水の恵みはありがたいと
感じる今日この頃です。田んぼの一角で咲いてい
るコスモスも大山の恵みをたくさん受けてきれい
に咲いていましたよ。
秋も深まってきましたね。皆様、11 月もよろ

▲田んぼの一角で咲くコスモス

しくお願いいたします！

ふるさと教育（活動内容：日野郡公設塾まなびや「縁側」での塾講師）
11 月に入り、朝夕の冷え込みも厳しくなってまいりました。冬の足音ももうす
ぐそこまでやってきているようです。
10 月５日（月）〜8 日（木）に、日野高校の中間テストが実施されました。今回の
テストが、まなびや縁側がグランドオープンして初めての定期テスト。講師の指導・
あべ

まさき

阿部 将樹

生徒の頑張りともに、いつも以上に熱が入り、各々テストに対して手応えを感じた
ようでした。結果は、ほとんどの科目で成績が伸びており、ひとまず胸を撫で下ろ
しました。
また、10 月 16 日 ( 金 ) より、高校３年生の就職採用試験が始まりました。まな
びや縁側からも５名の生徒が就職試験を受験しました。これまでの頑張りが実を結
び、内定をもらう生徒もいます。生徒の努力を身近で
見守ってきた身からすると、喜びを分かち合う生徒た
ちの姿は胸を打つものがあり、目頭が熱くなりました
……。
11 月末には、2 学期末のテストがあります。2020
年最後の定期テストを良い成績で終われるよう、生徒
とともに頑張っていきます。
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▲テスト勉強の様子

農業委員会だより

江府町の農業振興に思うこと
２

農地利用最適化推進委員

見山

收

江府町の面積は、
１２４．５２ｋｍ。おおよそ１万２千ｈａ。その８割を山林・原野が占め、
農地はわずか２千ｈａだそうです。大山山系から日野川に向け流れ込む支流沿いに集落と
農地が点在しています。
先人たちは、日照や水利を計算し山林・原野を開墾し、食糧難を乗り越えてきました。
その後時代の流れとともに、作業の機械化や栽培技術の進歩により生産性が格段に向上し
た反面、米価は一気に下がり、現在の農業経営では、さらなる経費の節減と作業効率・生
産性の向上が求められています。生産性の低い「手放す農地」と農道・水利の整った「守
るべき農地」の線引きが迫っています。
ところが、
「守るべき農地」でありながら、ほ場基盤が壊れ農業機械が沈むほ場や山か
らの “下がり水” で年中湿ったほ場など、不具合なほ場が町内あちこちに見受けられます。
本町の土地改良事業も整備後２０年以上が経過しています。人間と一緒で、歳を経ると具
合の悪い箇所も増えてくるものです。耕作を放棄することなく「補修・再生できる事業」
を取り入れながら、受益者負担の軽減政策もお願いします。
一方、農業者の減少と高齢化も大きな問題です。将来的には単独集落または隣接する複
数集落が一体となって取り組む「集落・地域営農」の組織化が急務と考えます。そのため
には、まず自分たちで話し合いを通じて集落・地域の将来像を描くことが肝要と思います。
また、地域外からの農業者も積極的に受け入れていくことも併せて必要と考えます。

農業女子のための農業機械セミナー

老後をサポート

草刈り機講習会

農業者年金

安定した老後を過ごせるよう国民年金に
上乗せする、農業者のための公的年金です。

【加入条件】

・２０歳以上６０歳未満の方
・国民年金第１号被保険者
・年間６０日以上農業に従事する方
【特徴とメリット】
・終身年金で８０歳までの保証付き
・加入、脱退が自由
・保険料額は自由設定で変更可能
・税制面での優遇措置あり
・積立方式の確定拠出型年金
・保険料の国庫補助（※）
（※政策支援を受けて加入した場合）

（主催：日野農業改良普及所、ＪＡ鳥取西部）

農業女子のための農業
機械セミナー「草刈り機
講 習 会」が １ ０ 月 ７ 日
（水）
、日野町の滝山公園
で開催されました。当日
▲講習会の様子
は好天に恵まれ、郡内をはじめ１４名の女性が参
加しました。草刈り機の基礎知識講習と実技をは
じめラジコン草刈り機の実演と実技指導を受けま
した。本町の参加者は「普段から草刈り機を多用
しているが、安全な操作方法や日常点検の仕方を
教わった。意外に知らないことが多くあった。他
の参加者とも情報交換ができ、大変充実した一日
だった」と話していました。

１１月の農地相談会
お気軽にご相談ください。

農業委員会総会のご報告
＜令和２年10月7日（水）開催＞

◎ 相談日 令和2年11月19日（木）午後1時30分から3時30分
◎ 場 所 江府町山村開発センター
※マスク着用でお越しください。
※事前に相談内容をお知らせください。

審議案件すべて承認されました
農地法第３条の規定による許可申請について 4件

（相談が円滑・詳細に行えます）

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局

電話：０８５９−７５−６６２０
令和２年１１月号
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２０２１年度版
「鳥取県民手帳」
について
２０２１年度版

年金受給者個別相談会
現在年金を受給されている方、

「鳥取県民手帳」

これから受給される方を対象に、

が１１月上旬に発

必要な届出や手続きについてなど、

売されます。

日本年金機構米子年金事務所が個

今年度は江府

別相談を実施いたします。お気軽

町役場での販売

にご参加ください。なお、先着５

は行いません。

江府町内ではローソン江府町店

でお求めいただけます。
▶種類

名様のご予約制です。
▶日時

１１月１９日（木）
午後２時〜４時

▶定価

▶その他の取り扱い店舗

県内書店、コンビニ（ローソン、

セブンイレブン）、文 具 店、ＷＥＢ
通販等

【問い合わせ】

１１月１８日（水）まで

ルや心配事の解決に向け、相談

▶主催

日本年金機構米子年金事務所お客
様相談室

フリーダイヤル

０１２０−１５４−０５２

※携帯電話からもＯＫです。

や重症化を予防するためには、流行前に予防接種を受けておくことが効果的
です。予防接種の効果が出るまでに２週間ほどかかるため、１２月中旬まで
には予防接種を受けておきましょう。

江府町では、以下のとおり接種費用を助成しておりますので、ご利用くだ

さい。

対象者

中学生以下

自己負担額

接種場所

200 円

400 円

定

１９〜６４歳
の非課税
世帯

2,000 円

妊婦

1,000 円

江尾診療所、俣野診療所、日野病院

【問い合わせ】

江府町役場福祉保健課
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高校生

意
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電話：０８５９−７５−６１１１

▶実施期間

▶相談番号

電話：０８５９−７５−３２２３

任

お気軽にご相談ください。

午前１０時〜午後７時

例年、１月上旬からインフルエンザが流行します。インフルエンザの発病

分

員が秘密厳守でおこたえします。

１２月８日（火）〜９日（水）

インフルエンザの予防接種を受けましょう！

区

連合全国一斉集中労働
相談ホットライン
〜これってハラスメント？ひ
とりで悩んでいませんか？
〜を開設します

かわらず、働くみなさんのトラブ

江府町役場住民課

電話：０８５９−２８−５５５１

江府町役場

電話：０８５９-７５-２２１１
（代表）
〒６８９-４４０１ 江府町大字江尾４７５

ヤル」を開設し、雇 用形態にか

【問い合わせ・予約先】

今井印刷株式会社

けします。

江府町役場本庁舎１階会議室
▶締切

各７００円（税別）

暮らしに役立つ情報をお届

連合は「なんでも労働相談ダイ

▶場所

５種類

「お知らせ」
「イベント」など

期

６５歳 以 上
など

1,000 円
鳥取県西部
の指定医療
機関

※上記以外にも通年的にフリーダ

イヤルで相談を受け付けています。

【問い合わせ】
連合鳥取

電話：０８５７−２６−６６０５

鳥取県最低賃金が改正
されました
令和２年１０月２日から、鳥取県

最低賃金が時間額７９２円に改正
されました。

鳥取 県最 低賃金は、業 種や規

模および常用・臨時・アルバイト・
パート・嘱託などの雇用形態に関

わらず、県内の事業場で働くすべ
ての労働者に適用されます。

詳しくは、下記または各労働基

準監督署にお問い合わせください。

【問い合わせ】

鳥取労働局労働基準部賃金室
電話：０８５７−２９−１７０５

まちのお知らせ

日野郡の特産露地野菜
（白ねぎ・ピーマン・ブロッコリー）
を作ってみませんか？

【共通事項】
・いずれも日野郡の特産品目で、ＪＡによって販路が確立されている！
・国や県の価格差補填事業の対象品目となっている！
・町が種苗費助成を行い生産の後押しをしている！

【各品目の主なメリット・デメリット】
白ねぎ
メリット・・・・収穫適期幅が広く、自分のペースで作業しやすい。
デメリット・・・個選の場合は皮むき機が必要。匂い、音への配慮が必要。
ピーマン

メリット・・・・初期投資が少なく、女性や高齢者でも取り組みやすい。
デメリット・・・収穫、調整に時間がかかるため、大面積での栽培が難しい。

ブロッコリー

メリット・・・・初期投資が少なく、大面積での栽培も可能。
デメリット・・・収穫適期幅が狭い。大面積で栽培しないと量がそろわない。

【各品目の作業体系、労働時間、機械】
白ネギ

栽培期間

繁忙期（収穫期）

ピーマン

４〜１１月

５〜１１月

５００時間

６４５時間

約９０万円

約１１０万円

７〜１１月

８〜１１月

年間労働時間

（時間 /10a）

粗収益（円 /10a）
（※売り上げ）

ねぎ用管理機、動力噴霧器、 動力噴霧機
必要な機械

皮剥ぎ機、コンプレッサー

ブロッコリー

４〜７月、８〜１１月
６〜７月、９〜１１月
１１３時間

（１作あたり）
約３０万円
動力噴霧機、管理機

（畝立て作業は JA に委託可

（出荷調整は共選場の利用も 能）
可能）

【日野郡内栽培モデル事例】
個人（本人 + 繁忙期のみ臨時雇用）：水稲 2.5ha、白ねぎ 1.1ha
個人（本人 + 父親）
：水稲 3ha、白ねぎ 18a、ブロッコリー（夏秋）15a
法人経営：水稲 25ha、ピーマン 45a、トマト 15a

「白ねぎ、ピーマン、ブロッコリーを栽培してみたい」、「もっと詳しく教えてほしい」という方は、以下へ
お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ】
江府町役場農林産業課
ＪＡ鳥取西部日野営農センター江府駐在
日野農業改良普及所

電話：０８５９−７５−６１１１
電話：０８５９−７７−２０１１
電話：０８５９−７２−２０２６

令和２年１１月号

20

Information

感染症は除菌と消毒で、
しっかり予防！

気をつけよう

くらしの危険

これから寒くなるにつれて、新型コロナウィルスだけでなく、さまざまな感染症の流行が予測されます。手指は
こまめな手洗い、テーブルなど身近な物には塩素系漂白剤が有効です。目的に合ったものを上手に利用しましょう。

「♪もしもしカメよ、カメさんよ〜♪」を２回歌い終わるまで、石けんでゆっくり、
丁寧に洗いましょう。

※石けんで 10 秒洗い、流水で 15 秒すすぐとウィルスが 1 万分の１に減らせます。
（※厚生労働省「新型コロナウィルスの消毒・除菌方法について」より）

アドバイス

・手指のウィルス除去には、石けんを使った手洗いが有効です。石けんで洗った場合は、さらにアルコール消毒をする
必要ありません。
・手指の消毒にはエタノール濃度60％以上の商品を選びましょう。
・類似するメタノールは、人体への毒性が高いので、手指の消毒用には絶対に使用してはいけません。
・テーブル、リモコン、ドアノブなど、身近な物の消毒には、塩素系漂白剤（ハイタ―、ブリーチなど）を水で0.05％に薄
めて拭きましょう。その後、水拭きを忘れずに。

【0.05％の作り方】500ｍｌのペットボトルの水に、ペットボトルのキャップ1杯の塩素系漂白剤を入れると、
0.05％の濃度になります。手が荒れますので、使用する際はゴム手袋を着用してください。

○消費生活相談員による相談窓口
ご相談ください
11月25日（水）、12月16日(水) 午前9時〜午後4時
役場本庁舎1階会議室にて開催（役場正面向かって右側の入り口からお入りください）
○通常の相談窓口
平日：江府町役場住民課（電話：0859-75-3223）
土日：鳥取県消費生活センター（電話：0859-34-2648）※祝日、年末年始除く
お気軽に

今 回 は︑﹁勘 違 い あ る あ る﹂と

題しまして︑よく質問されるイノ

シシに対する勘違いのお話です︒

Ｑ．オオカミのおしっこを撒いた

ら︑近寄らないのでは？

Ａ．特に効果はありません︒

Ｑ．ライオンのおしっこなら？

Ａ．効果はありません︒ある研究

わら

者が動物園に行ってライオンのお

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】0859−72−1399
Ｑ．護岸があればイノシシも登れ

ないだろう？

Ａ．登れる場合と︑登れない場合

があります︒凸凹とした突起のあ

る護岸であれば︑角度が急でも２

〜 ３ｍの 高 さ ま で 登 り ま す︒ツ

ルっとした直角のコンクリート壁

も１ｍ強の高さがあっても前足が

掛かってしまえば登れてしまいま

す︒なので︑形状︑角度︑距離によっ

ては登れるので︑ご注意ください︒

イノシシにまつわるあんな話や

こ ん な 話︑け っ こ う 勘 違 い が 混

ざっています︒勘違いを信じると

痛い目に合うことも …
︒正しい知
識を集落のみんなで学んでみませ

んか？

研修会の開催は︑当協議会また

令和２年１１月号

は江府町役場農林産業課にご相談

ください︒
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しっこを採取し︑藁にしみこませ

て︑イノシシがどう反応するかを

確 認 し た と い う 実 験 が あ り ま す︒

イノシシが驚いたり︑怯えてくれ

れば御の字ですが︑残念ながら臭

いを嗅いで素通り︑中にはおしっ

このついた藁を食べてしまった個

体もいたそうです︒なので︑オオ

カミのおしっこもライオンのお

しっこも効果はありません︒

▲このイメージ図です。

第３０回
勘違い！？
あるある

まちのお知らせ

✧江府町交通安全指導員✧
カーブミラー清掃を実施！
江府町交通安全指導員のみなさんが１０月２５日（日）、カーブミラー

の清掃活動と交通安全設備の不備や破損のチェックを行いました。

今年は、米沢地区のカーブミラーを、長く使用できるようひとつひとつ

丁寧に清掃しました。

江府町内において、交通死亡事故０日数は３０００日を超えました。今

後も町民のみなさまにおかれましては、安全運転・安全確認など交通安全
に努めていただきますようよろしくお願いいたします。

▲清掃活動の様子

【交通安全に関する問い合わせ】
江府町役場総務課 電話：０８５９−７５−２２１１

人事異動（令和 2 年 10 月 12 日付）
【退任】副町長

口座振替のお願いについて

影山 久志

現金納付の江府町の税金は全て、口座振替

今月の国民年金

に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。

納付期限 11月分 令和3年1月4日（月）まで

ぜひ、口座振替をご利用ください。口座振替

令和２年４月から令和３年３月までの国民年金保険料は月

額１６，540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

の申し込みは、ご本人様が直接、金融機関窓

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

口にてお願いします。口座振替ができる金融機

す。保険料は納付期限までに納めましょう。

関は、山陰合同銀行・鳥取西部農協・鳥取銀行・

今月の税金

・固定資産税（4期）・後期高齢者医療保険料（5期）
・国民健康保険税（6期）・介護保険料（6期）

︵氏

人の動き

︵住所︶

１０

亮介

︵性別︶ ︵保護者︶

男

月末までの届け ︵敬称略︶

名︶

奏

かなで

◎お誕生おめでとう

ふじい

藤井

（前月比＋698.7万円）

本町二

万円
延寄付金額 15,680,000円

︵年齢︶ ︵世帯主︶

（前月比＋181件）

名︶

現在

延申込件数 625件件

敬史
和人
公久
慎二

令和２年

10月31日日

91 51 69 97

歳
歳
歳
歳

ふ る さ と 納
税

︵氏

応援ありがとうございます！

１０

︵住所︶

）は前月比

◎ごめい福を祈ります

令和２年１０月３１日現在（

貝 田 森田 律子
本町五 川上 あけみ
柿 原 加藤 美智子
新町一 矢下 静

1,024 世帯（ + 1）

住民課にご相談ください。
社会福祉協議会に次の方から
ご寄付をいただきました︒

■世帯数

月末までの届け ︵敬称略︶
◎香典返しとして
池の内 加藤 清博 母 福代死去
本町一 米田 愛治 父 明 死去
日の詰 中尾 良樹 母 惇 死去
貝 田 森田 敬史 母 律子死去
柿 原 加藤 公久 妻 美智子死去

■まちの人口 2,785 人（ - 2）
男 1,309 人（ + 3）
女 1,476 人（ - 5）

願いします。ご不明な点がありましたら、役場

ご寄付

納付期限および口座振替は令和2年11月30日（月)です。

ゆうちょ銀行ですので、お早めのお手続きをお

令和２年１１月号
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Information

11月

16

月

Mon

絵手紙・墨彩画教室 防

午後1時30分〜3時30分

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

17

火

Tue

囲碁同好会 防

午前9時〜午後5時
ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

アイリス合唱団 防
午後7時30分〜9時
秋季グラウンド・ せ
ゴルフ大会

【問】江府町教育委員会
電話:75-2005

大河原線

23

18

水

Wed

大正琴教室 防

午後1時30分〜5時

ピアノ教室 防
午後3時30分〜5時30分
書道教室 本5
(広域隣保活動)

午後4時30分〜5時30分
ストリートダンス 防
午後6時30分〜8時

下蚊屋線

19

木

Thu

明徳学園開校日

折り紙教室 本5

（広域隣保活動）

午前10時〜正午
陶芸教室 創
午後1時〜4時
書道教室 防
午後1時30分〜3時

御机線

25

26

午前9時〜正午

午後1時〜5時
日本茶教室 防

午前10時〜正午

パッチワーク教室 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

午後１時30分〜2時30分

午後4時〜5時30分

午後3時30分〜5時30分

ピアノ教室 防

元気クラブ 本5

Fri

フラダンス講座 防

21

土

Sat

22

日

Sun

ピアノ教室 防

午前9時〜正午

午後2時〜3時30分
お茶会 本5

まなびや 防
午後1時〜5時

（広域隣保活動）

午後2時〜4時

江府町卓球大会

【場所】町民体育館
【問】江府町教育委員会
電話:75-2005

柿原線
下安井線

俣野線

24

パッチワーク同好会 防 押し花教室 防
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金

27

28

29

午後1時30分〜3時30分

午前9時〜正午

和紙折り紙講座 防

（広域隣保活動）

ピアノ教室 防

図書館休館日

ピアノ教室 防

本の貸出、閲覧はで
きません。本の返却、
新聞・雑誌の閲覧は
できます。
【問い合わせ】
江府町立図書館
電話：75-2005

ストリートダンス 防

午後6時30分〜8時

人権・同和教育講座 防
たんぽぽ学級

①午後2時〜3時30分
②午後7時〜8時30分

御机線

下蚊屋線

30

油絵教室 防

午後1時30分〜3時30分

大河原線

12月
月

Mon

令和 2 年度
江府町人権・同和教育講座
たんぽぽ学級（11 月）

【場所】江府町防災・情報センター
２階情報研修室

柿原線
下安井線

俣野線

【日時】
１１月２６日（木）
①午後２時〜３時３０分
②午後７時〜８時３０分
※密を避けるため、同じ講演を２回実施します。
※必ず事前申し込みをお願いします。

【講演】
新型コロナウイルス感染症に関する江府町宣言
〜私たちに今できること〜
【講師】
公益社団法人鳥取県人権文化センター
専任研究員 中尾 和則さん

※必ずマスクの着用をお願いし
ます。受付で、お名前の記入と
検温にご協力をお願いします。
【問い合わせ】
江府町教育委員会事務局
電話：０８５９−７５−２２２３

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

Tue

水

Wed

1

2

午前9時〜午後5時
ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

（広域隣保活動）

囲碁同好会 防

アイリス合唱団 防
午後7時30分〜9時

手芸教室 本5

木

3

Thu

金

Fri

4

お茶会 本5

土

5

（広域隣保活動）

午前10時〜正午
大正琴教室 防
午後1時30分〜5時
ピアノ教室 防
午後3時30分〜5時30分

日

Sat

Sun

6

ピアノ教室 防

午前9時〜正午

午後2時〜4時

ストリートダンス 防

午後6時30分〜8時

奥大山カフェ 防

午後7時〜9時

7

グラウンドゴルフ教室 本5
（広域隣保活動）

午前9時〜正午

8

9

午前9時〜正午
囲碁同好会 本5

午前9時〜正午
江府町防災・情報センター
電話：75-3110（開設時のみ）

パッチワーク同好会 防

（広域隣保活動）

午後1時〜5時

ピアノ教室 防
午後4時〜5時30分

アイリス合唱団 防
午後7時30分〜9時

人権・行政相談

10

11

いけばな教室 防

午後7時〜9時

12

13

ピアノ教室 防

午前9時〜正午

ピアノ教室 防
午後3時30〜5時30分
ストリートダンス 防
午後6時30分〜8時
手踊りクラブ 防
午後7時〜9時

11 月 16 日から 12 月 13 日の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、従来のイベント等が中止や

延期になる場合があります。詳しくは町のホームページをご覧いただくか、イベント等の主催者へお問い合
わせください。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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▲

トリパスで
とっとりを
お得に周遊しよう！！
▲江府町「ポケふた」と「トリパス」を手に持つ古海駅長

江府町のポケモンマンホール「ポケふた」が１０月１日（木）、 道の駅
奥大山に設置されました。 設置後の反響について古海修祐駅長は「ツイッ
ターやインスタグラムなどＳＮＳでたくさんの反響があり、 実際に訪れて
写真を撮られる方も増えてきました。 これからもポケふたが江府町を知っ
ていただくきっかけになると良いなと思います」と述べられました。
＼トリパスについて／
公益社団法人鳥取県観光連盟が発行する、 とっとり秋旅・冬旅パスポー
ト「トリパス」は県内のお店や観光施設などで使える割引や特典の情報
が満載！
また、 県内全市町村に設置されたポケモンマンホール「ポケふた」と
もコラボ！「ポケふた」の近くの観光案内所などに設置された「ポケふた
スタンプ」を２種類集めると、 抽選でステキなプレゼントが当たる、「サ
ンドのポケふた周遊スタンプラリー」も実施しています。
とっとり秋旅・冬旅パスポート「トリパス」の有効期間は２０２０年
１０月１日（木）から２０２１年３月３１日（水）まで。 パスポートの
設置場所など詳しくは右記のＱＲコードからアクセスしてご確認ください。
【トリパスに関する問い合わせ】
公益社団法人鳥取県観光連盟

今月のフェイス

と っ と り 秋 旅・冬 旅
パ ス ポ ー ト「ト リ パ
ス」は こ ち ら のＱＲ

電話 ： ０８５７－３９－２１１１

両親に感謝し、親孝行をしたい

コードからアクセス！

COVER

−表紙の写真−

東京の大学を卒業し、清化園
（汚泥再

生処理センター）へ就職し、今年４月か

ら勤務しています。
東京での就職も考え
ましたが、地元で働きたいと思い、清化

園が職員を募集していたこともあり応募
しました。
清化園では水質検査、運転監

江府町のポケモンマンホール「ポ

視、点検など全般的な業務を行っていま ケふた」が１０月１日（木）、道の駅
す。
異物が詰まったり、水が無くなったり 奥大山に設置されました。
することで機械が異常を起こすと、突然

そして、今月号の表紙の写真は、

江府町の「ポケふた」を掲げるマン

警報が鳴るため、すぐに復旧するように ホール女優の釈由美子さんと、とっ
気をつけています。
自宅に帰ってからは とりふるさと大使のサンドとアロー

加藤

康介さん

（池の内在住）

犬の散歩などをしています。
両親にいろ ラサンドです。
いろと苦労をかけたので、親孝行をして
いきたいです。

「ポケふた」が江 府町の新名所と

して、多くの方々に魅力を伝えるきっ
かけになることが期待されます。

