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令和４年度奥大山江府学園日輪祭
（日野川校舎の部）

奥大山江府学園となり初めての「令和４年度奥大山江府学園日輪祭（日野川

校舎の部）
」が１０月２９日（土）に開催されました。午前中は校内で弁論発表、
学年発表、有志発表、生徒会執行部企画などが行われ、午後は町体育館で吹奏
校舎合唱

弁論発表（人権）

楽部演奏、校舎合唱が行われました。

▲弁論発表（人権）
（６年）

▲弁論発表（人権）
（７年）

▲弁論発表（人権）
（８年）

▲弁論発表（人権）
（９年）

▲弁論発表（英語）
（８年）

▲弁論発表（英語）
（９年）

▲学年発表（６年）
劇「Go West!」

▲学年発表（７年）
劇「家族日記」

劇「まいほーむ大作戦〜新築庭付き一戸建て〇〇付き〜」

▲学年発表（９年）

▲有志発表
「SAYA（さや）
」

▲有志発表
「来音（らいおん）
」

▲有志発表
「Cocoa（ここあ）
」

▲生徒会執行部企画
「輝（かがやき）
」

▲吹奏楽部演奏

劇「
『

▲学年発表（８年）
』とさけびました」

令和４年１１月号
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緊急支援給付金のご案内

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

電気・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金（５万円 /１世帯）のご案内
（※受給には手続きが必要です。
）

●電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（１世帯あたり５万円）は、住民税均等割非課税
世帯や令和４年１月から１２月までに家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
●給付金を受給するためには、手続きが必要です。

給付金の支給手続き
Ⅰ 令和４年度住民税（均等割）が非課税の世帯
（令和４年９月３０日時点で江府町に住民登録のある方に確認書を送付します。
）

世帯のすべての方が、令和４年１月１日以前から江府町にお住いの場合

●江府町役場住民生活課から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
●中身を確認して、役場住民生活課に返信してください。
【確認事項】①記載された給付金振込み口座番号に誤りがないか
②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

世帯の中に、令和４年１月２日以降に転入した方がいる場合
●給付金を受け取るには、申請が必要です。

●申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に役場住民生活課の窓口に、直接または郵送
でご提出ください。

Ⅱ 予期せず家計が急変し収入が減少し、

世帯全員が住民税非課税相当となった世帯（家計急変世帯）

給付金を受け取るには、申請が必要です。
（役場住民生活課に、ご相談ください。
）

！収入が減少することが、あらかじめ明らかな月の収入減少により給付を申請した場合、
不正受給（詐欺罪）に問われることがあります。

【問い合わせ】江府役場町住民生活課
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電話：０８５９−７５−３２２３

児童虐待防止について

1 本の電話が、子どもを、保護者を救います。
児童相談所虐待対応ダイヤル

１８９

（通話料無料）

自分自身が虐待をしてしまいそうなとき、また虐待を受けて
いる疑いのある子を見つけたときは、まず、相談してください。
江府町役場住民生活課
電話：0859-75-3223
江府町総合健康福祉センター 電話：0859-75-6111
令和４年１１月号
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インフルエンザ予防接種について/住民検診結果説明会のご案内

インフルエンザの予防接種を受けましょう！
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、接種費用を助成し、窓口での支払額を以下の通りとしており
ますので、ご利用ください。
区分

任意

定期

対象者

中学生以下

高校生

１９〜６４歳の
非課税世帯

妊婦

65 歳以上など

自己負担額

２００円

４００円

２，０００円

１，０００円

１，０００円
鳥取県西部の
指定医療機関

江尾診療所、俣野診療所、日野病院

接種場所

新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔について

１０月からオミクロン株対応コロナウイルスワクチンの接種が始まっていますが、インフルエンザと
コロナウイルスワクチンは接種の間隔を空ける必要はありません。同じ日に接種することも可能ですの
で、流行前にインフルエンザ予防接種を受けましょう。

【問い合わせ】江府町総合健康福祉センター
電話：０８５９−７５−６１１１

住民健診結果説明会のご案内
【日程】１２月１４日（水）（※３０分程度）
【時間】

９：００〜

９：３０

９：４５〜１０：１５

久連、一旦
美女石、武庫

１０：３０〜１１：００

本町５丁目、洲河崎

１３：３０〜１４：００

下蚊屋

１４：１５〜１４：４５

宮市原

１５：００〜１５：３０

貝田

【会場】各集落の集会所

【内容】（１）健診結果のお返し
（２）説明

結果票の見方について
（３）個別健康相談（希望者）

【持ち物】マスク、健康手帳、筆記用具

【問い合わせ】江府町総合健康福祉センター
電話：０８５９−７５−６１１１
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ほけレポ〜保健レポート〜

月

１０

日まで、将

１４

みなさん、こんにちは。

月４日から

来、看護師・保健師・助産師を目

指す鳥取大学保健学科看護学専攻

の３年生４名が江府町に実習に来

てくれました。

昨今のコロナ禍において、大学

の授業や実習にもたくさんの制限

がかかっている中で、本当に本当

に頑張っておられます！

今月のほけレポでは、頑張る看

護学生たちの実習の様子をお届け

したいと思います。

１０

執務室に入ってもらい、保健師の仕事
の実際の様子を見学してもらいました。
発表の準備をしたりと、作業が続きます。 さまざまな関係機関と連携することや、
状況を把握しておくことの大切さなどを
ＪＲに間に合うよう、時間との勝負です！ 学ばれました。

ほけ
レポ
〜

保健レポート vol.32
まめ

にいかいや！江府町〜

・まめ＝元気という意味。
・保 健 師、栄 養 士、健 康
運動指導士が毎月、いの
ちと健康を守るための情
報をお届けします。

空き時間にも、レポートをまとめたり

保健師のお仕事を紹介する
職員募集動画ができまし
た！ぜひご覧ください。

動画は下のＱＲコードから！

柿原いきいき運動クラブさんの活動に
も参加し、いっしょにセラバンド運動を
しました。
「思っていたより、きつい！」 江府町の説明や事業内容をレクチャー
と柿原の皆さんの体力に驚かれていまし している様子です。
「この事業はなぜ行
た。また、
「集落のみんなで集まって運 われているのか」
「住民さんの健康や生
動することが継続の秘訣」ということを 活にどう関わってくるのか」など、たく
実感されたようでした。
さんのことを学ばれました。

短い実習期間ではありましたが、
実習の最終日には「町民の皆さん
がどんな生活をしておられるか
知っておくことが大事だと分かっ
た」「町民の皆さんと保健師が、
いろんなことに一緒に取り組んで
いる様子を見ることができた」と、
感想を述べられました。
他にも、鳥大医学部の学生サー
クルや、医師を目指す鳥大医学科
生、倉吉にある鳥取看護大学の学
生など、医療従事者を目指す学生
たちがたくさん、勉強のために江
府町を訪れています。これまでも
多くの集落にご協力いただき、学
生の学びの場を提供していただき
ました。
いのちと健康を守る次世代の医
療従事者を育てるため、今後も住
民の皆さまと役場、そして医学生
がいっしょになって取り組んでい
きたいと思います。

柿原いきいき運動クラブの皆さんへ向
けて、
「フレイル予防」をテーマに健康
教育をおこないました。
質問やクイズを交えながら『ウエルビ
クスはフレイル予防になる』ということ
をしっかり伝えてくれました。
柿原いきいき運動クラブの皆さん、あ
りがとうございました！

令和４年１１月号
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白石町長コラム「不易流行」/ こうふレシピ

ふ

えき

りゅ う こ う

不
｢ 易流行
｣
鑑登録証明書のコンビ
ニ交付ができるように

日までにマイナンバーカー
月には各集落を回らせていただ

ドの交付を受けることが必要です︒

２月

商品券を取得するためには︑来年

しいと思います︒ちなみに︑町の

ある今のうちに︑ぜひ所得して欲

イントや町の商品券などの特典が

られるようになるので︑マイナポ

民間問わず様々なサービスが受け

マイナンバーカード１枚で公的・

例も年々増えています︒将来的に

割引事務等︑自治体独自の利用事

選挙の入場受付︑タクシー運賃の

全国的にも図書館の利用者カード︑

ンバーカードが必要になります︒

なりますが︑この利用にはマイナ

〜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〜

ぜひマイナンバーカード申請を

９％

江府町のマイナンバーカードの交
付率が︑７月末現在で２８
％を大きく下回り︑

市町村の中で最低であると

と県内平均
県内
の報道は︑私にとって大きなショ
ックでした︒未来に向けて大きく
飛躍していくためには︑デジタル
化は避けては通れないものであり︑
その入口の一つがマイナンバーカ

これまでのコラムは
QRコードを読み取る
ことでご 覧 いただ け
ます。

きますので︑ぜひこの機会に︑マ
イナンバーカードの申請をしてい

今回掲載しているレシピは動画
にて紹介しています。

ードだからです︒マイナンバーカ
ードについては︑﹁セキュリティ
面に不安がある﹂﹁申請が面倒﹂
などの理由から取得に対し否定的
な意見があります︒その一方で今
後︑健康保険証との一体化を始め︑
カードの利用用途はさらに拡大し

}

}

野菜をたっぷりとることができ、あっさり
していて食欲がないときにピッタリです。

これまでのコラムは
こちら！

ただきますようよろしくお願いし
ます︒

監修：奥大山キッチンクラブ

１．お湯を沸かす間に少し大きめのボールにＢを入れ混ぜ
合わせ、
Ａを入れ軽く混ぜておく。
２．そばがゆで上がったら素早く氷水で冷やし、１に入れ
軽く混ぜ合わせ、
Ｃをのせる。

作り方

ビビンそば

}

Vol.8

４４

ていくものと思われます︒江府町

２８

１９

では来年度から住民票の写しや印

令和４年１１月号
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１２

適量
適量

奥大山蕎麦 ( 乾麺 ) 100g
A：具
・きゅうり
半分
・玉ねぎ
４分の１
千切り
・しそ
５～６枚
・キムチ（軽く汁気を絞る）７０ｇ
B：調味料
・コチュジャン
・酢
大さじ１
・白だし
・砂糖
大さじ１弱
・ごま油
・すりおろしニンニク
小さじ１
C：トッピング
・ゆでたまご
半分
・刻みのり
・ミニトマト
２個
・ごま

白石町
コラム長
Vol.75

材料

まちの教育
町内の文化財のご紹介

町の文化財に指定されている﹁伯

耆日野郡三十三番詠歌﹂版木を紹介

します︒

この版木は︑西国三十三所観音霊

場にならって︑日野郡の観世音像を

安置している寺院等を札所に仕立て︑

巡礼供養する詠歌を印刷する﹁出版

機 材﹂で す︒１７０２年に作 られた

１２

ものであり︑サクラ材で３枚からな

り︑長 さ ｃｍ︑幅 ｃｍ︑こ の う

ち２枚は両面に︑１枚は片面のみ印

日

１３

字してあります︒使用目的は︑巡礼

月

版木

した札所で唱える詠歌集として使わ

年

▲伯耆日野郡三十三番詠歌

れ︑当時の巡礼者のお土産にもなっ

昭和
１０

たと言われています︒

登録日
６１

５０

イベント盛りだくさん♪
図書館まつり

「図書館まつり」が１０月１５日（土）、１６日（日）
の２日間にわたり、防災・情報センター（愛ベルこうふ）
で開催されました。
１日目のイベントは、おはなし会、クラフトリースづく
り、サピエ図書館の体験コーナーで、中でもおはなし会に
は読み聞かせボランティアの方々もゲスト出演され、にぎ
やかで楽しい時間となりました。
２日目は屋内で射的コーナー、屋外でリサイクルマー
ケットが開かれました。キッズダンスグループによるダン
ス披露もあり、来場者が一緒にダンスを楽しむなど、盛り
上がる様子が見られました。
また、２日間通して図書館キャラクター総選挙の結果発
表ポスターが掲示され、１位の「ブックン」が紹介されま
した。コミュニティ図書館員による大岩酒造への取材をま
とめた酒造工程パネル展示や、本のリサイクル市もあり、
盛りだくさんな図書館まつりでした。

日野高
ニュース

▲おはなし会の様子

▲リサイクルマーケットの様子

日野郡の最高学府として、地域と連携・協働した教育活動を推進する「日
野高校」。町では日野高校魅力向上推進協議会の一員として、「日野高校」の
地域活動の取り組みを「日野高ニュース」として紹介していきます。

ＪＡ連携講座を実施

「ＪＡ連携講座」を９月２１日（水）、アグリライフ系列２年
次生１０名が受講しました。講座では講師のＪＡ鳥取県中央会
の松田さんから「ＪＡは何をしている組織か」「組合員の相互扶
助」
「株式会社と協同組合の違い」などの解説を受け、協同組合
について理解を深めました。

▲講座の様子
令和４年１１月号
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まちの教育

ヨシ先生の「Yoshiʼ s Panel」7

ヨシ先生の動画は
こちらから

Mythical Creatures in the Philippines
Kamusta! I talked about Sipa last month. Did the topic make you want to try
it? For this month, weʼ ll be talking about mythical creatures. Given that this

month is October, I thought it would be a good idea to discuss this subject. Like any other country,
the Philippines has a number of mythical creatures that people talk about during the spooky

season of October. I'll be discussing two of my mythical creatures from the Philippines: Bungisngis,
and Tikbalang. Bungisngis is a one-eyed humanoid giant with large teeth in Philippine folklore.

This creature who lives in the forest and woods is described as a giant that is always laughing. It is

a happy and playful creature although it looks scary. Its name is derived from the Cebuano word
ngisi which means “to giggle” . The second creature Iʼ ll be talking about is Tikbalang. Tikbalang is
a half-man and half-horse creature in Philippines mythology who possesses the body of a human
and the head of a horse. This creature is known for manipulating the topography of an area to
confuse humans who take adventures in the woods. It plays tricks on humans such as making
them go back to a path no matter how far they go or turn. These are only two of the many

interesting mythical creatures in my country. How about you? Do you know any mythical creature
that you are interested in?

フィリピンの神話上の生き物
カムスタ ! 先月、私はシパについて話しました。いかがだったでしょうか。

今月は、神話上の生き物について話そうと思います。今月はハロウィーンの時期なので、このテー

マが良いと思いました。フィリピンにも多くの神話上の生き物がいます。そこで今月はフィリピ
ンの神話上の２つの生き物「ブンギスンギス」と「ティクバラン」について説明します。

ブンギスンギスは、フィリピンの民間伝承に伝わる大きな歯を持つ片目の人型の巨人です。森

や木々の中に住んでいるこの生き物は、いつも笑っている巨人として描かれています。見た目は
怖いですが、幸せで遊び心のある生き物です。その名前は、
「笑う」という意味のセブアノ語 ngisi（ン
ギシ）に由来しています。

２つ目の生き物はティクバランです。ティクバランはフィリピン神話に登場する半人半馬の生

き物で、人間の体と馬の頭を持っています。この生き物は、森の中で冒険をする人間を混乱させ

るために、地域の地形を操作するとされています。人間にどんなに道を曲がって歩いても元の道
に戻らせるトリックを仕掛けます。

これらは私の国の多くの神話上の生き物の中の２つです。あなたの国ではどうでしょうか。面

白い神話上の生き物はいますでしょうか。
15

令和４年１１月号

江府町地域おこし協力隊通信
大山にも初雪が降り、いよいよ江府町の冬が近づく今日この頃。

江府町

防寒対策をしながら頑張る９名の隊員のうち、今月号では４名の活

地域おこし協力隊

動を紹介します。ぜひご覧ください。

通信

今月号のテーマ

「自然感じる秋」

新甘泉（梨）推進マネージャー（活動内容：新甘泉の栽培技術の習得、梨園の管理など）
収穫が終わった梨の木にうっかり咲いた花を見つけたりしなが
ら、来年使う枝・育てる枝を選んで整えています。合間に研修、
稲刈り・蕎麦刈りに参加、一年の流れが解って昨年よりは動けて
ふくしま すぐる

福島 優

いるつもりですが、まだまだ学ぶことだらけで「今年は畑をお借
りして自分で野菜でも･・」と考えていましたが、とてもそんな
余裕がないまま冬が来そうです。

▲梨の花

奥大山ブランド推進コーディネーター（活動内容：奥大山ブランド商品の発掘、開発支援など）
秋はイベントが多く開催され、私自身もお仕事でたくさんのイ
ベントに参加させていただきました。西ノ島等にも行くことがで
やまだ

あさひ

山田 朝陽

き、良い経験をさせていただきました。サイクル事業も少しずつ
盛り上がっていき、ますます色々なことが楽しくなってきました。

▲美しい西ノ島の海

図書館支援（活動内容：コミュニティ図書館に移行するための支援、司書業務など）
１０月に、苔玉の作り方を教わる機会がありました。根を植え
込む作業に手間取り、手伝ってもらい、ようやく完成しました。
植物を採取するところから始まり、盆栽のようなものができまし
あんどう のぞみ

安藤 希

た。ふかふかした絨毯のような苔を触っていると幸せな気持ちに
なります。身近にあるもので素敵な作品ができました。豊かな自
然の中で暮らす楽しみが増えました。

▲制作した苔玉

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）
江府町に居ながら、一度も近畿大学に行くことなく、公的な資
格である司書資格を取得することができました。町民の皆様にも
あおやぎ

ひろと

青柳 仁人

インターネット技術などの恩恵を受けられるように、サポートす
ることができればと願っております。

▲司書資格の修了証書

令和４年１１月号
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農業委員会だより

農地の転用や売買について
お知らせします！
農地の転用には、許可が必要です。

たとえ自分の田畑でも、駐車場や資材置場にしたり、住宅を建てたり、ソーラーパネルを設置する
など、耕作以外の目的で利用する場合には、事前に農地の転用手続きが必要となります。手続きを行
わないと、工事などの中止やもとの農地へ復元するように命令が出される場合があります。また、３
年以下の懲役又は、３００万円以下（法人は１億円以下）の罰則が科せられます。
農地に農機具格納庫、温室、堆肥舎などの農業用施設を建設する場合でも許可が必要です。自分の
田畑などに２ａ（２００㎡）未満の農業施設を建設する場合は、許可は必要ありませんが、届出書を
農業委員会に提出していただくことになります。

農地の売買、贈与にも許可が必要です。

売買・贈与の際には、事前に許可申請手続きが必要です。農地の買い手などには以下の必要な用件
があります。
・売買、贈与の土地と今現在耕作する農地の全てを効率的に利用すること。
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。
・売買、贈与の土地と今現在、耕作している農地の合計面積が、５０ａ以上あること。
※地区により、合計面積が異なりますので、農業委員会にお問い合わせください。
・売買・贈与する予定地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
・買う方、又はその世帯員は農作業に常時従事できること。

農地の貸し借りにも手続きが必要です。

農地の貸し借りは、利用権設定と言います。貸し借りの期間は、両者の話し合いにより自由に設定
でき、期間満了で自動的に終了となります。再設定により更新も可能です。

【11月の農地相談会】

売買、相続、転用など農地に関することは、
お気軽に相談ください。

◎ 相談日

11月24日（木）午後1時30分から3時30分

◎場 所

江府町役場本庁舎１階相談室

※事前に申し込みをお願いします。お近くの農業委員・
農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局に
お問い合わせください。

農業委員会総会
（11月10日（木）開催）

以下の審議案件はすべて承認されました。

農用地利用集積計画（案）
１１件
農地利用配分計画（案）
３件
非農地証明について
１件
農地法第3条の規定による許可申請について １件
農業振興地域整備計画の変更に関わる
１件
意見具申について

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局
電話：０８５９−７５−６６２０

江府の農業

クマは冬眠前のこの時期、餌を求めて集落周辺の柿の木等への出没が増加するおそれがあります。ク
マとの遭遇回避・事故防止のため、次の点に注意しましょう。
・夕方から早朝にかけての一人での外出は避ける ( 散歩、ランニング等 )。
・入山時はラジオや鈴で音を出しながら行動する。
・誘引物 ( 生ゴミ、廃棄果実、食料品、ペットフード等 ) を屋外に放置しない。
・収穫予定の無い柿等は除去する。

【問い合わせ】江府町役場産業建設課 電話：０８５９−７５−６６１０
17
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まちのお知らせ
労働セミナーの開催概要
〜１
１月開催〜

鳥取県西部広域行政管理
組合消防局からのお知らせ

心の健康を維持するためにセル

▶暖房器具 点検してからご使用を！

フケアを活用し、健康で安定した

寒くなり、暖房器具を使い始める

職業生活を送ることを目的として

時期となります。使用する前に点検

▶日時

▶暖房器具取り扱いの注意点

労働セミナーを開催いたします。

し、使用方法などをご確認ください。

１１月２９日（火）

・カーテンや布団、紙類などの燃

▶定員 ３５名

ください。

午後２時〜３時３０分

えやすいものをそばに置かないで

「お知らせ」
「イベント」など

暮らしに役立つ情報をお届
けします。

江府町役場

電話：０８５９-７５-２２１１（代表）
〒６８９-４４０１ 江府町大字江尾１７１７-１

鳥取県最低賃金が改正
されました
令和４年１０月６日から、鳥取県

▶場所

・暖房器具をつけたまま就寝する

最低賃金が時間額８５４円に改正

▶テーマ

房器具に接触して発火する恐れが

業種や規模及び常用・臨時・アル

米子市立図書館２階研修室

教えて保健師さん！

と、気づかない間に布団などが暖
あります。

仕事に活かせるこころと身体のセルフ

・暖房器具の上に洗濯物を干すと、

▶内容

ります。

ケア

ワークとライフで活用できるストレ
ス解消法

手軽に出来るセルフケアを学ぶ
▶講師

保健師
土井

和恵さん

▶対象者

労 働 者、求 職 者、労 務 担 当 者、
一般の方など興味がある人

※求職活動中の方は証明書を準備

しますので、申込時にお知らせく
ださい。

▶参加料 無料
▶申込方法

洗濯物が落ちて発火する恐れがあ

・持ち越した灯油などは使用しな

鳥取県中小企業労働相談所
みなくる米子

電話：０８５９−３１−８７８５

（平日午前９時〜午後５時３０分）
右 記 のＱＲコ ード

をスマートフォンな

どで読み取ること
でアクセスするこ
とができます。

用されます。

最低賃金には、次の賃金は含ま

②臨時に支払われる賃金

十分注意してください！

【問い合わせ】

鳥取県西部広域行政管理組合消防局
予防課

電話：０８５９−３５−１９５４

「話してみよう韓国語」
第１８回鳥取大会の
お知らせ
（参加無料）
韓国語初級・中級者の皆さん、

すると最大５万円分の賞品あり！令

【問い合わせ・申込先】

事業所で働くすべての労働者に適

すい時期です。火の取り扱いには

空気が乾燥し、火災が発生しや

行状況によって集合会場での開催

くは下記へお問い合わせください。

形態や呼称にかかわらず、県内の

れません。

韓国語でお話ししてみませんか？皆

を中止する場合があります。詳し

バイト・パート・嘱託などの雇用

いでください。

電話・ＱＲコード

新型コロナウイルス感染症の流

されました。鳥取県最低賃金は、

①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
③一か月を越える期間ごとに支払
われる賃金

④時間外労働、休日労働及び深夜
労働の割増賃金

【問い合わせ】

鳥取県労働局労働基準部賃金室
電話：０８５７−２９−１７０５

（又は各労働基準監督署）

連合全国一斉集中労働
相談ホットラインについて

さんの発表映像を大募集中！入賞

▶実施期間

和５年１月２１日（土）にインターネッ

午前１０時〜午後７時

トで審査結果を配信予定。詳細は
県ホームページでご確認ください。
▶申込期限 １２月９日（金）まで

【問い合わせ】

鳥取県交流推進課韓国交流担当
電話：０８５７−２６−７７５８
右記のＱＲコード
をスマートフォン

などで読み取るこ
とでアクセスする
ことができます。

１２月８日（木）、９日（金）
▶相談番号（フリーダイヤル）
０１２０−１５４ー０５２

※携帯電話からも OK です。

※上記以外にも通年的に受け付け
ています。

※２４時間３６５日自動応対チャット

ポット「ゆにぼ」も開設しています。

【問い合わせ】
連合鳥取

電話：０８５７−２６−６６０５
令和４年１１月号
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Information

小水力発電施設計画に向けて
こんな場所ありませんか？
町では、小水力発電施設設置可能性を探るため、下記のような適地の情報を募集します。

■発電用水について

◆年間を通じてある程度の水量がある河川や渓流が対象

・水量の比較的多い場所が望ましいです。

・用水路等は年間を通じて安定している場所では経済性
が高くなる可能性があります。

■地形（落差について）

◆滝などがある勾配の急な河川

◆落差高が連なる急勾配な用水路や排水路

・落下高は高いほど、流量は多いほど多くの電気がつく
れます。

■その他周辺環境について

◆発電施設を設置する場所があること

◆発電の減水区間に民家や田畑が少ない。

◆自然公園法や森林法などの規制が少ない。
◆道路はあるか？もしくは設置が容易か？

上記のような場所がありましたら、役場総務課まで情報を随時お寄せください。情報をもとに詳細な
調査を予定していますので、よろしくお願いいたします。詳しくは下記へお問い合わせください。

【問い合わせ】江府町役場総務課

電話：０８５９−７５−２２１１

鳥取県きこえない・きこえにくい子どもの
サポートセンター『きき』OPEN

『きき』はお子さまのきこえ（聴覚）などを心配されているご家族や関係者等を支
援するための相談窓口です。新生児聴覚スクリーニング検査でリファー（要再検）と
言われた場合、お子さまのきこえが気になる場合等、小さなことでも御相談ください。
必要に応じて、関係機関と連携してサポートします。
【住

所】

〒６８０−０８５３

鳥取市桜谷１７３−２１

【開設時間】

午前９時〜午後５時（土・日・祝日・年末年始を除く）

【電

話】

０８５７ ５０ ０１７０

【Ｆ Ａ Ｘ】

０８５７ ５０ ０１７６

【メール（相談フォーム）】 https://x.gd/tottorikiki

19

令和４年１１月号

きいちゃん

きらちゃん

まちのお知らせ

鳥取県新型コロナウイルス感染症コンタクトセンターについて
新型コロナウイルス感染症について、ＰＣＲ検査で陽性となられた方はこれまですべてお住
まいの管轄の保健所が把握・健康観察・相談をおこなっていましたが、９月２日から『ＰＣＲ
検査で陽性となった方』の相談先が変更になりました。

ＰＣＲ検査で陽性となった方で
重症化リスクの高い方

①６５歳以上の方
②入院を要する方
③重症化する可能性があり、かつ新型コロナ
治療薬の投与・酸素投与が必要な方
④妊娠中の方

これまでどおり、医療機関から保健所に発生届が提出されます。
保健所の指導・助言をお待ちいただくことになります。
ＰＣＲ検査で陽性となった方で
重症化リスクの低い方

上記以外の方

医療機関での診察時に『コンタクトセンター』の案内があります。
ご自身で WＥＢ登録または電話登録していただく必要があります
〈陽性者コンタクトセンター連絡先〉

〜陽性者になられた方の登録・健康観察・相談に対応します〜

◆電子登録・急を要さない相談申込：右記ＱＲコードからお願いします。
※混雑を避けるため、電子登録・相談申込での登録をおすすめします。

◆電話での登録・相談申込：０８５７ｰ２６ｰ８６３３（対応時間 午前８時３０分〜午後８時）
※症状悪化時等の急を要する場合の緊急的な相談は２４時間で対応します。

※抗原検査で陽性となった場合は、必ず医療機関を受診し、診察医の指示のもとコンタクト
センターへご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症について、お困りのことがありましたら、

江府町総合健康福祉センター（電話：０８５９−７５−６１１１）
までご連絡ください。
かかりつけ医がない、土日祝日・夜間等で受診先に困る場合は

（電話：０８０−２３９８−５７０２

※１２月末まで開通）

までご連絡ください。
令和４年１１月号
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消費者トラブル

１８８
○通常の相談窓口
平 日：江府町役場住民生活課（電話：0859-75-3223）
土 日：消費者ホットライン「188」

【消費者ホットライン】
局番なしのいやや

○消費生活相談員による相談窓口
令和4年12月7日（水）午前9時〜午後4時
場所：江府町役場本庁舎１階相談室

※日野郡3町は、毎週水曜日に輪番で相談員が対応します。

①の幹道は深くて捕獲機の設置が
困 難 で︑③の 探 餌 道 は 使 い 捨 て の
場合がほとんどです︒捕獲器を設
置すべき道は︑②の生活道です︒
で は︑﹁こ の 生 活 道 を ど う や っ
て 探 せ ば い い の か？﹂︒簡 単 な 見
つけ方をご紹介します︒
まずは︑モグラの道が集まって
いる所を見つけます︒道を露出さ
今回はモグラ捕獲のコツについ せるように少しけずりながら平ら
てお話しします︒
にならし︑道に軽く砂を詰めて道
モグラ捕獲器には筒式︑挟み式︑ を一旦つぶします︒翌日以降︑道
落とし穴式など様々な形のものが が 復 活 し て い る か を 確 認 し ま す︒
ありますが︑どの捕獲機もモグラ ３回連続して道が復活した場合は
の道に設置します︒ですので︑モ 確 実 に 生 活 道 で す︒１ 週 間 以 上
グラ捕獲において重要なのは︑モ 待っても道がつぶれたままの場合
グラがよく通る道を見つけること は︑場所を変えてみてください︒
で す︒﹁モ グ ラ の よ く 通 る 道 と
生活道を見つけられたら︑いよ
は？﹂︒実 は︑モ グ ラ が 作 る 道 に いよ捕獲器の設置です︒次回︑モ
は次のような種類があります︒
グラの捕獲器の種類と設置方法に
ついてお話ししたいと思います︒

アップデート

第 17 回
土中の
暴れん坊②

日野郡鳥獣被害対策協議会
川野 風花
【問い合わせ】0859−72−1399
②生活道

エサ場を探すため掘られ
る幹道から派生した道︒
ほぼ毎日使用される︒
たんじどう

③探餌道

①幹道 巣に通じる道︒確実に通
る道だけれど︑地下深い
場所にある︒

かんどう

獣害対策

エサを探すために生活道
から派生した道︒基本的
に使い捨てで︑行き止ま
りのことが多い︒

令和４年１１月号
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もし、契約した製品・サービスで
トラブルがあったら？

気をつけよう

「どうせ言ってもダメだ」「面倒だ」とあきらめてしまうと、トラブルが解決しないだけでなく、
問題のある製品が市場に出回り続け、悪質業者は不正な取引を続けることになります。
たとえ一人一人の声は小さくても、それが集まれば製品・サービスの改善や事業者への指導、法
律の改正につながります。安全安心に暮らせる社会のためにも、消費生活相談を活用したり、事業
者に意見を伝えることが大切です。

意見を伝えるときのポ

イント

①ひと呼吸おいて冷静に！
怒りに任せた発言は逆効果。相手も同じ「人」として、尊重し合うことが大切です。
②言いたいことを明確に、そして理由を丁寧に伝えましょう！
返品したいのか、解約したいのか、またその理由を明確・丁寧に伝えることが重要です。
③事業者の説明も聞きましょう！
上手なコミュニケーションが解決への糸口。一方的に主張するだけでなく、相手の説明も聞きましょう。

まちのお知らせ

選挙管理委員さんを紹介します
令和４年８月２９日付けで任期満了となった選挙管理委員

について、次のとおり再任となりました。
委員長

加持谷 邦男

委員長職務代理者

北村 公子

委員

中尾唯秋、松原美代子

※任期：４年間（令和４年８月３０日から令和８年８月２９日まで）

＜選挙管理委員の主な仕事＞

▲写真左から加持谷邦男さん（委員長）
、北村公子

○各種選挙の執行 ○選挙人名簿の調製

さん（委員長職務代理者）
、中尾唯秋さん（委員）
、

○選挙啓発 ○住民投票の管理執行

松原美代子さん（委員）

○住民直接請求に関する署名の効力審査

○裁判員（検察審査員）予定候補者の選定 など

【問い合わせ先】江府町選挙管理委員会（役場総務課内） 電話：0859-75-2211

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。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します。ご不明な点が
ありましたら、役場住民生活課にご相談ください。

江府町消防団辞令交付

人の動き

10

歳
光春

︵年齢︶ ︵世帯主︶

利樹

月末までの届け ︵敬称略︶

名︶

和木

◎ごめい福を祈ります

︵氏

遠藤

田
83

︵住所︶

貝

95

歳

（前月比＋40,905,000円）

世美子

延寄付金額 220,163,000円
万円

德岡

（前月比＋1,764件）

半の上

日

社会福祉協議会に次の方から

現在

ご寄付をいただきました︒

令和4年

10月31日

延申込件数 12,317件
件

10

月末までの届け ︵敬称略︶

ふ る さ と 納 税

◎香典返しとして

応援ありがとうございます！

半の上 德岡 利樹 母 世美子死去

）は前月比

田 遠藤 光春 母 和木死去

1,005 世帯 （ + 2）

令和４年１０月３１日現在（

・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、介護保険料（6期）
納付期限および口座振替は令和4年11月30日（水）です。
貝

【ホームページはこちらから】

■世帯数

2,627 人（ + 6）
1,233 人（ + 4）
1,394 人（ + 2）

今月の税金

市 河上 英明 母 光代死去

江府町では、ふるさと
納税の取り組みを推進す
るため、取り扱い品目の
拡充を進めています。県
西部地域の特産品を共通
の返礼品として、様々な
商品を取り揃えています。
町 の 貴 重 な 財 源 と な る、
ふるさと納税をよろしく
お願いいたします。

■まちの人口
男
女

令和4年4月から令和5年3月までの国民年金保険料は、月
額16,590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！
【問い合わせ】
江府町役場住民生活課 電話：０８５９−７５−３２２３
米子年金事務所
電話：０８５９−３４−６１１１

宮

返礼品が充実！！
江府町ふるさと納税

納付期限 11月分 令和5年1月4日（水）まで

ご寄付

江府町消防団に以下のとおり新入団員があり、遠藤
団長から辞令を交付しました。
江府町消防団人事異動（令和４年１０月１日付）
【新任】第１分団 団員 芦立 大和

今月の国民年金

令和４年１１月号
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Information

11月
月

21

Mon

グラウンドゴルフ教室 本5

防 ＝防災情報センター 役 ＝江府町役場本庁舎 本5 ＝本町5丁目集会所 診 ＝江尾診療所

22

火

Tue

23

水

Wed

図書館休館（蔵書点検）

(広域隣保活動)
午前9時〜正午

24

木

Thu

元気クラブ 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

25

金

Fri

まちかど図書館 診

26

土

Sat

江府町立図書館 防
ぬいぐるみお泊り会

午前10時〜11時30分

27

（役場１階相談室）

午後1時30分〜3時30分

Sun

江府町立図書館 防
ぬいぐるみお迎えの日

午後4時〜（予約制）
江府町立図書館
電話：0859-75-2005

農地相談会 役

日

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

図書館休館日（蔵書点検）

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

28

29

まちかど図書館 役

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

30

午前11時30分〜午後1時30分

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

12月
月

大河原線
御机線

防 ＝防災情報センター 役 ＝江府町役場本庁舎 本5 ＝本町5丁目集会所 診 ＝江尾診療所

火

Mon

Tue

水

Wed

木

1

Thu

2

金

Fri

まちかど図書館 診

3

土

Sat

日

4

Sun

午前10時〜11時30分

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

5

グラウンドゴルフ教室 本5

6

7

8

(広域隣保活動)
午後1時〜5時

午前10時〜正午

囲碁同好会 本5

(広域隣保活動)
午前9時〜正午

料理教室 本5

（広域隣保活動）

9

まちかど図書館 診

10

11

17

18

午前10時〜11時30分

お茶会 本5

（広域隣保活動）

人権・行政相談

午後2時〜4時

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)

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

12

13

(広域隣保活動)
午前9時30分〜正午

午前11時30分〜午後1時30分

グラウンドゴルフ教室 本5

まちかど図書館 役

大河原線
御机線

14

住民健診結果説明会

場所：各集落の集会所
30分程度
詳しくは町報11ページを
ご覧ください。

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

15

書道教室 本5

（広域隣保活動）

午後4時〜5時

16

まちかど図書館 診
午前10時〜11時30分

午前10時30分〜

明徳学園開講日

（予約なしで参加可）

江府町立図書館
ものづくりクラブ

江府町総合健康福祉センター

電話：0859-75-6111

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

19

21

20

22

元気クラブ 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

午後2時〜

（参加要予約）

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

大河原線
御机線

江府町立図書館 防
おはなし会

23

まちかど図書館 診

江府町立図書館
電話：0859-75-2005

24

25

午前10時〜11時30分

奥大山江府学園終業式

大河原線
俣野線

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
御机線

下蚊屋線
俣野線

１１月２１日から１２月２５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。
23
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木谷沢渓流への利用者誘導のための
「環境整備方針案」の公募結果について

町では、
「木谷沢渓流」において「利用と保全の両立」を目指した「自然観察マナーの定着」を図るため、
周辺の自然景観と調和し自然環境に対する負荷の低減を目的とした周辺施設の環境整備の基礎となる「木
谷沢渓流入口及びエバーランド奥大山周辺の環境整備方針」を定めることとしました。
この整備方針案の策定に当たり、より一層の来訪者の満足度と安全性の向上を図るため、整備方針案
について広く意見、意匠を募集し、以下の通り審査を行い優秀賞を決定しました。
■応募及び審査の結果
【募集期間】令和４年８月２日（火）から９月２日（金）
【応募点数】１２件（提案者は１１名）
【審査概要】令和４年９月２８日（水）に実施
（審査員４名、１０項目 ×５点）
【審査結果】優秀賞３点を選出
■優秀賞について
（１）子供たちの「ここで思いっきり楽しみたい！！」が詰まった整備方針
【受賞者概要】江府町子ども教室の児童５６名（１年生から５年生）
▲受賞者のみなさん
【受賞の理由】子供たちの視点から、このエリアで「やってみたいこと」
「楽しんでみたいこと」に重点を置いた様々な提案が示され、審査員のやる気に火が付いた
（２）周囲の「自然環境、景観との調和」を最優先とした整備方針
【受賞者概要】池淵直紀さん（米子市在住）
【受賞の理由】周囲に広がる自然景観との調和と環境負荷の低減を念頭に置き、様々な側面からの具体的な提
案が示され、審査員に抜群の「安定感、安心感」を抱かせた
（３）
「環境再生」の実践を体感できる展示場とする整備方針
【受賞者概要】桐村里紗さん（米子市在住）
【受賞の理由】環境を守るのではなくあるべき姿に「再生する」という、環境に対する前向きな姿勢を目に見
える形で示す「攻めの整備方針」が審査員に衝撃を与えた
このたびのご提案の様々な要素を分類、整理したうえで、今後予定している
「木谷沢渓流入口及びエバーランド奥大山周辺の環境整備方針」の策定作業に
出来る限り盛り込んでいく予定です。なお、各提案の詳しい概要については町
ホームページに掲載しています。

【問い合わせ先】江府町役場産業建設課

ホームページは
こちらからアク
セスできます。

電話：0859-75-６610

わたしの「夢」

COVER−表紙の写真−

世界中の
みんなを幸せにする
ケーキ職人になりたい

梅林 果穂

さん

（奥大山江府学園２年生）
将来の夢は「ケーキ職人」になることです。
小さい頃にケーキ屋さんへ
行ったときに、ケーキ職人さんが愛情をこめてケーキを作っているのを見て、

「私もみんなを幸せにするケーキ職人になりたい」と思うようになりました。

１０月２９日（土）に行われ た
日輪 祭（日野川校舎の部）の８
年生学年発表の一場面を写した
一枚。
「白雪姫」や「シンデレラ」
のようにハッピーな最後を迎える
物語に憧れるお姫様を８年生の

ケーキならどんなケーキも大好きです。
１０月２３日は私の誕生日だったので、 水下 奈 那 美さんが 演じました。
大好きなフルーツとチョコレートのケーキを家族みんなで食べました。
愛情

をこめて、世界中のみんなを幸せにするようなケーキが、いつか作れるよう
になりたいです。

学園初の日輪 祭となり、すべて
の生徒が素晴らしい演技を披露
しました。

