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風駆け抜ける
国鉄色やくもとこいのぼり
日野川のこいのぼり（令和 4 年５月２日撮影）

動画で町報こうふ!

URL:https://www.youtube.com/
user/townkofu

Cycling in kofu

ほけレポ〜保健レポート〜

保健レポート vol.26

にいかいや！江府町〜

まめ

〜

・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。

体内に熱がこもった状態」のこと
ります。

熱中症に気をつけておく必要があ

め、疲れを残さないようにしま

ではなく、外での仕事の時間を決

者さんが、数名来院されました。

いた時期があり、既に熱中症の患

です。熱中症が起こりにくい身体

息をとるということも非常に大切

また、しっかり栄養をとり、休

しょう。

フラフラする、食欲がない、身体

の医療機関を受診しましょう。

わったことがあれば、かかりつけ

気が出ない」など、いつもと変

「ご飯がおいしくない」、「元

ましょう。

活習慣を整え、体力をつけておき

づくりのためにも、日ごろから生

春先の熱中症予防で大事な

性がありますので注意が必要です。

高齢者の方は、熱中症となる可能

中です。農業に従事しておられる

５月は田植えシーズンの真っ只

がだるいなどの症状でした。

４月は、季節はずれの暑さが続

を言います(厚生労働省ホーム
ページより)。
武地医師に聞く、「熱中症」
毎日、多くの町民を診療されて
いる、江尾診療所の武地先生にお

なんで春から気をつけないと

話を聞きました。
問
いけないのですか？

問

ことはありますか？

体の疲れをためないようにすること

熱中症は、炎天下の時期に外

にいることで起こるイメージがあ
答

で、熱中症を防ぐことができます。

答

実は鳥取県では、５～９月の５

るかもしれませんが、実は日々の

化に、身体を徐々に慣らしていく

暑さが本格化するこの時期は、身

か月間を、『熱中症注意月間』と

身体の疲れが積み重なって起こり

電話：0859-75-6111

身 体 をいたわりながら、日 々を過

江府町総合健康福祉センター

冬から夏にかけての気温の変

しており、県民への注意を呼びか

ことが大事です。

【問い合わせ】

ごしましょう。

熱中症に関しては以下へお問い

けています。

江尾診療所

この時期はいきなり動き出すの

江府町国民健康保険

このように、熱中症は５月頃か

合わせください。

ら気をつけておく必要があるので
す。
そもそも熱中症とは

幹夫 医師
武地

そもそも熱中症とは、「高温多
湿な環境に長時間いることで、体
温調節機能がうまく働かなくなり、

ですから、この春先であっても

ます。

あるかと思います。

の話をするの？」と思われる方も

「まだ５月なのに、もう熱中症

『熱中症』です。

今月の「ほけレポ」のテーマは、

みなさん、こんにちは。

ほけ
レポ
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令和４年５月号

白石町長コラム「不易流行」/ こうふレシピ

ふ

不
｢ 易流行

えき
りゅ う こ う

｣

〜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〜
から９年生︑そして高

校生を対象とした﹁ま

監修：奥大山キッチンクラブ

なびや縁側﹂の江府拠点です︒こ

うした取り組みを行うとともに︑

Vol.2

出会い学べる場所へ

先月号のコラムで﹁防災・情報

図書館機能を充実させるため︑令

ベル

和４年度からセンター長と専任の

﹁愛﹂は﹁まな﹂と読みます︒

センターを生涯学習の拠点として

公民館として︑多くの町のみなさ

﹁まなべるこうふ﹂︒出会いがあ

機能充実を図ります︒﹂と書かせ

んに親しまれてきました︒令和２

り学べる場所という意味です︒今

図書館長を配置しました︒さらに︑

年１月に役場新庁舎が完成して︑

後さらに機能を充実させ︑多くの

これを機会に愛称も公募し︑﹁愛

教育委員会事務局が新庁舎に移転

みなさんにご利用いただけるよう

ていただきました︒

し︑公民館活動の一部も新庁舎で

こうふ」

防災・情報センターは図書館や

行われるようになりました︒新し

考えています︒

愛称「愛ベル

こうふ﹂に決定されました︒

い活用方法として︑学びの場とし

ての要素を取り入れました︒それ

は︑中学生が自ら進んで学ぶ環境

として令和３年度からスタートし

た﹁オンスタ★学習会﹂︑そして︑

令和４年度からは駅前のちろりん

ハウスで行われていた﹁江府いも

こ塾﹂と︑奥大山江府学園６年生

▲防災・情報センター

白石町
コラム長
Vol.69

これまでのコラムは
こちら！

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。

今回掲載している
レシピやその他 2
品は動画で紹介し
ています。 詳しくは
QR コードからアク
セスしてください。

みなさんこんにちは！
私たちは「奥大山キッチンクラブ」です。私たちは、江府町の特産品や奥大山
ブランドを使った料理を考え、動画を配信する職員で結成したグループです。
年に３～４回町報に掲載しますのでよろしくお願いします！

奥大山キッチンクラブ
【メンバー紹介】 左上から
総務課
小林、 平林
住民生活課 櫃田、 村上

～ヤリイカと菜の花の酢みそ和え ( 奥大山高原みそ使用 ) ～
ふきのとうみそ

【材料と下準備】

ふきのとうみそおにぎり

ヤリイカと菜の花の酢みそ和え

・ヤリイカ２杯
→酢小さじ 1（分量外）を入れゆで、冷水で冷まし輪切りにする。
・タケノコ（水煮）1/4
→薄く切って熱湯で湯がいて冷水で冷ましざるにあげておく。
・菜の花 1 束
→熱湯に塩小さじ 1（分量外）を入れゆで、冷水で冷ましざるにあげる。

作り方

調味料
・みそ…４０ｇ

・酢…大さじ１

・砂糖…大さじ１強 ・ゴマドレッシング ( お好みで )…小さじ１
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令和４年５月号

ふきのとうのお吸い物

菜 の 花 は 食 べ や す い 大 き さ に 切 り、
ボールに入れ、タケノコ、ヤリイカ、調
味料も加え、軽く混ぜ合わせる。

まちの教育
町内の文化財のご紹介

今回は︑町の文化財に指定されて

いる﹁横田内膳正村栓の裁許状﹂を

紹介します︒

この 裁 許 状 は︑慶 長 ６ 年︵１６０

１︶に発給された美女石と佐川の境

界を確定した裁許状です︒今日残さ

れている横田内膳の文書等は少なく︑

日

この裁許状は鳥取県西部では二番目

月

ニュース

に古いものだと言われています︒

年

日野高

１５

江府町歴史民俗資料館に展示して

昭和

▲横田内膳正村栓の裁許状

いますので︑興味がある方は江府町

登録日

江府町歴史民俗資料館

１２

教育委員会にお問い合わせください︒

所在地

５２

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。

入学式

溢れんばかりの満開の桜に出迎えられ、県内外から集まった令和
４年度新入生が、ここ日野の地にやってきてくれました。
３７名の新入生は、少し緊張した面持ちで新しい制服に身を包み、
坪倉校長より入学が許可されました。校長は式辞のなかで、３年間
充実した輝かしい学校生活を送ってほしいと、思いを伝えられまし
た。Welcome to Hino!

対面式

昨日の入学式を終え、２日目は対面式からスタートしました。新
入生を拍手で体育館に迎え、初めに校歌を新入生に紹介しました。
２年次生、生徒会長の廣瀬芳輝さんが「日野高で一日一日充実した
日々を送ってください。また野球部や執行部にも来てください」と
歓迎の挨拶をし、１年次生、橋ひかりさんが新入生代表として挨拶
しました。その後、先生方が一人ずつ紹介され、今年の日野高校の
全生徒、全教職員が一同に対面となりました。

▲入学式の様子

▲歓迎挨拶の様子

日野探究Ⅱスタート！

令和４年度より、３年次生総合的な探究の時間「課題研究」を「日
野探究Ⅱ」と名称を改め、今年度もスタートしました。初日は自分
たちの探究テーマを探るために、話し合ったり、検索したりしまし
た。今年度の探究テーマは、地域の魅力発信、特産品の栽培とレシ
※
ピ開発、We スポーツや３町３色パンで高齢者も元気に、などです。
今年度も地域を元気にすることを目指して探究活動を進めていきま
す。(※We スポーツとは、Welfare（福祉）と Wellness（健康）を
e スポーツで体験すること。)

▲授業の様子

令和４年５月号

12

まちの教育

令和４年４月から江府町の新しいＡＬＴの先生が着任されました。

ヨシ先生の動画は
こちらから

ヨシ先生の「Yoshiʼ s Panel」1
Yoshi's Self Introduction
“Hello! Iʼ m Yoshihiro. Iʼ m from the Philippines and Iʼ ve been living in
Japan for 6 years. My father is Japanese and my mother is Filipina so you can say that Iʼ m half. My
favorite hobbies are playing the guitar and drawing pictures. And my favorite anime is Naruto! I
came to Japan because I want to know my fatherʼ s roots. Iʼ ve always been fascinated by the
amount of nature Japan has. Iʼ m very excited to be teaching in Kofu-cho and having a good
friendship with the people here. Kitakits!
ヨシ先生の自己紹介
こんにちは。私はヨシヒロです。私はフィリピン出身で、日本に６年間住んでいます。私の父
は日本人で、母はフィリピン人なので、私は日本人でもありフィリピン人でもあると思っています。
私の趣味はギターを弾いたり絵を描いたりすることです。そして、好きなアニメはナルトです！
父のルーツを知りたくて日本に来ました。私はいつも日本が持つ自然に魅了されてきました。江
府町で外国語を教えて江府町の方たちと仲良くなることを楽しみにしています。
キタキッツ！ ( キタキッツはタガログ語でまたお会いしましょう。)
ヨシ先生のプロファイル
名前
Name

ヨシヒロ アンパロ
Yoshihiro Amparo

学校での呼び名
Preferred
teaching
name

ヨシ
Yoshi

年齢
▲着任にあたり白石町長を訪問され、今後の抱負を述べ
られました。
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令和４年５月号

Age

２３

国籍 Nationality

フィリピン
Philippines

前職の学校
Previous
schools

湯梨浜町立湯梨浜中学校
湯梨浜町立泊小学校
伯耆町立岸本中学校

趣味

アート制作
ギター

江府町地域おこし協力隊通信
江府町
地域おこし協力隊

令和４年５月、新たに１名の隊員が着任しました。総勢１０名体
制となり、よりにぎやかに。今月号では新規隊員の自己紹介と先輩
隊員のうち５名の活動を紹介します。ぜひご覧ください。

今月号のテーマ

通信

「新たな環境に挑戦」

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）
新年度、自分の環境も少し変わり、研修に勉強会にと走り回っ
ています。梨の花も慌ただしく満開になり、ハチの手も借りたい
ふくしま すぐる

福島 優

ほどです。また、本年度からは町外の梨農家さんの下で栽培技術
を学ぶことになりました。しっかり勉強してこようと思います！

▲梨の花の蜜を運ぶハチ

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）

やまだ

あさひ

山田 朝陽

早いことにあと少しで江府町に来てから１年が経ちます。長いようであっという間で
とても充実した１年でした。奥大山ブランド推進コーディネーターとしてブランド商
品の審査、認定、販路拡大等の様々な取り組みをしてきました。そして、今年度から
はサイクル事業にも力を入れていこうと思っています。運が良いことにサイクルのプ
ロフェッショナルが４月から江府町にサイクルショップを開いたため、うまく連携し
て充実したものにさせたいと思います。

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）
冬は「酒造り」。ということで、大岩酒造へ見学に行ってきました。
酒造工程の様子を図書館に展示する予定です。杜氏を併任する大岩社長
あんどう のぞみ

安藤 希

に話を伺い、蔵人さんと共に働く貴重な経験を得ることができました。
（添付写真は、樽洗いを実践する私です。）

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）

あおやぎ

ひろと

青柳 仁人

中学校図書館を片付け、「アンネの日記」、「潮騒」など教科書
で推薦されている本を中学校図書館で購入しました。これから蔵
書の新陳代謝をし、より良い学校図書館にしようとしたのですが、
４月から別の業務にあたることになりました。また新しい職場で
も、これまでと変わらず住民サービス向上のために精進してまい
りたいと思います。

▲日野川校舎図書館

ジビエ活用コーディネーター（活動内容：獣肉の解体処理技術の継承、商品開発など）
滋賀での研修で、協力隊２年目以降の活動の指針や学びを多く
得て来ました。解体のみならず、施設管理や事務に関してもまだ
みむら

あすみ

まだ学ぶべきことが多いですが、１歩ずつ着実に進んでいきたい

三村 明日海

です。

新たな
地域おこし協力隊員
のご紹介

広報支援（活動内容：奥大山ユーチューバーとして動画制作など）

▲研修会場で撮影

５月から奥大山ユーチューバーとして地域おこし協力隊の一員と
なりました。江府町の新しい魅力の発見、地域の皆さんや全国に向

令和４年５月に新た
な隊員が１名着任しま
したのでご紹介します。

かとう

ひろや

加藤 紘也

けての情報発信をしていきます！江府町での新生活も始まるので地
域の皆さんと仲良くできればと思います。よろしくお願いします！！
令和４年５月号
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農業委員会だより

江府町農地賃借料情報

令和３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

2

田（水稲）の部

（１００円未満四捨五入）

締結された地域名

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

4,700

6,700

2,000

38

使用貸借 ( 無償 )43 件

米沢地区

5,600

8,000

2,000

150

使用貸借 ( 無償 )41 件

日光地区

5,600

8,100

2,000

18

使用貸借 ( 無償 )18 件

神奈川地区

3,000

7,000

2,000

10

使用貸借 ( 無償 )20 件

江府町全体

5,300

8,100

2,000

216

使用貸借 ( 無償 )122 件

畑（普通畑）の部

（１００円未満四捨五入）

締結された地域名

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

データ数

備考
（対象外）

江府町全域

6,600

8,100

5,100

2

使用貸借 ( 無償 )8 件

※１．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。

農業委員会総会のご報告
＜令和4年4月12日（火）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）について
農用地利用配分計画（案）について

【問い合わせ】江府町農業委員会事務局

10件
1件

電話：０８５９−７５−６６２０

この度から「江府の農業」のコーナーを設け、農業に関する情報を皆さんにお届けすることとな

りました。第１回目は「農作業安全」です。

例年鳥取県では４月から５月にかけてのこの時期、農業機械による事故が増えてきています。耕

うん機などの農業機械の操作には安全確認を十分に心がけましょう。

また、これからの季節は気温も上昇しますので、休息や水分補給などに気を付けて、農作業中の

熱中症に注意しましょう。

【問い合わせ】江府町役場産業建設課 電話：０８５９−７５−６６１０
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令和４年５月号

18

まちのお知らせ
令和４年度鳥取県調理師
試験について

除雪機械運転手育成事業
補助金について

「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。

▶試験日時

江府町役場

１０月２９日（土）

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

午後１時〜３時３０分
▶試験会場

鳥取県庁講堂、鳥取県中部総合事

務所講堂、米子コンベンションセ

有毒植物に要注意を！
！

町では、江府町内の道路等の

ンター第４・５・６会議室

除雪における除雪機械の運転手と

受付の期間

安全に暮らすことができる地域づ

けて、有毒植物の誤食による食中

転免許取得に係る費用の助成を

ます。

▶受験案内配布および受験申請書
５月９日（月）〜６月３日（金）

（当日消印有効）

▶受験申請書の提出先

公益 社団法人調理技術技能セン
ター調理師試験担当

（簡易書留で郵送。鳥取県内の各
機関では受付していません。）
▶その他

受 験 資 格、受 験 手 数 料、試 験

内容、提出書 類など、詳しくは、

なる若手人材を育成し、冬期間も
くりを目的として、除雪機械の運
行います。

の取得に係る経費の助成

件数１５件、患者数２５名）が報

除雪機械の運転に必要な資格

▶事業の対象となる方

町 内に住 民 票 を有 する個 人、

町内に事業所を置く会社等。

ただし、毎年策 定する「江 府

鳥取県庁食の安全担当

▶補助の対象となる経費

交通遺児育英会
奨学金制度のご案内
交通遺児育英会奨学金制度は、

保護者が交通事故で死亡したり、
重い後遺障害で働けないため、経

済的理由で修学が困難な高等学校

以上の生徒・学生に奨学金を貸与
して、教育の機会均等を図り、社

に従事可能な者。

・公安委員会指定自動車教習所
等の教習料

建設機械運転技能講習料など。
▶補助金の額及び補助率
免許取得者一人につき
上限４００，０００円

５０歳未満の者については補助

野菜と観賞植物を一緒に栽培す
るのはやめましょう。

山菜に混じって有毒植物が生え

などをするときは、一本一本よく
確認しましょう。

野草を食べて体調が悪くなった

場合は、すぐに医師の診察を受け

てください。見分けに迷ったら食
べないでください。

代 表 的な有毒 植 物の 特 徴は、

ださい。

▶申込期限

ご希望の方は、６月２４日（金）

ださい。

電話：０３−３５５６−０７７３

また、家 庭 菜 園 や 畑 など で、

り捨て）

くは以下へお問い合わせください。
公益財団法人交通遺児育英会

あげない」でください。

厚生労働省ホームページ「自然毒

までにお知らせください。

【問い合わせ】

「食べない」
、
「売らない」
、
「人に

歳未満の者については補助対象経

還は最長２０年です。

応募資格、申込方法など、詳し

ない植物は、絶対に「採らない」
、

確認して採り、調理前にもう一度

費の１／３（千円未満の端数は切

（１年次１回限り・全額貸与）、返

食用の野草と確実に判断出来

・労働安全衛生法に基づく車両系

・運転免許受験料

奨学金は無利息で月額２万円〜

り）、入学一時金は２０〜８０万円

告されています。

ていることがあります。山菜狩り

対象経費の２／３、５０歳以上６５

１０万円（大学などは一部給付あ

物の誤食による食中毒事例（事

・学科・実技試験料

会有用の人材を育成することを目
的としています。

令和３年もスイセン、イヌサフ

ラン、バイケイソウなどの有毒植

町除雪計画」に基づく除雪作業

電話：０８５７−２６−７２８４

毒が発生しており、死者も出てい

▶事業の内容

以下へお問い合わせください。

【問い合わせ】

例年、特に春先から初夏にか

詳しくは以下へお問い合わせく

のリスクプロファイル」をご覧く
厚生労働省ホームページ

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。

【問い合わせ・申込先】
江府町役場産業建設課

電話：０８５９−７５−３３０６

令和４年５月号

16

Information

令和４年度自衛官等採用試験日程案内

・自衛官候補生

（任期制の自衛官として技術・体力を磨き、関係する資格取得も目指せます。任期満了後は再就職支援あり）

・一般曹候補生

（将来部隊の中核で活躍する自衛官を養成するコース。選抜試験を経て、幹部に昇任も可能）

・航空学生

【身分・処遇等】

（海上・航空自衛隊のパイロットを養成するコース）

・特別職国家公務員

・俸給：月額支給（年 1 回昇給）

・防衛大学校

・賞与：期末勤勉手当（夏冬ボーナス）

（自衛隊の組織のリーダーとなる幹部自衛官を養成する学校）・休暇：週休２日、祝祭日、年末年始・夏季、出産・育児、介護等
・防衛医科大学校
（自衛隊の医者、看護師となる幹部自衛官を養成する学校）
受験種目

自衛官候補生
一般曹候補生

航空学生

防衛大学校
（一般）
防衛大学校
（推薦）

・多種多様な職種・職域があり、勤務や職種に応じて各種手当も充実
・福利厚生、各種保険、年金制度が充実

受験資格

受付期間

試験日

18 歳以上 33 歳未満の男女

年間通じて実施

お問い合わせの際にお伝えします

7 月 1 日（金） 1 次：9 月 17 日（土）
2 次：10 月 8 日（土）〜 9 日（日）のうち
〜 9 月５日（月）
指定する 1 日
1 次：9 月 19 日（月・祝）
（海上）
2 次：10 月 15 日（土）〜 20 日（木）のうち
指定する 1 日
18 歳以上 23 歳未満の男女
7 月 1 日（金）
３次：
（海上）
11 月 18 日
（金）
〜 12 月 14 日
（水）
（航空）
〜 9 月 8 日（木）
のいずれか数日間
18 歳以上 21 歳未満の男女
（航空）
11 月 12 日
（土）
〜 12 月 15 日
（木）
のいずれか数日間
1 次：11 月 5 日（土）
、6 日（日）
2 次：12 月 6 日（火）〜 10 日（土）のうち
7 月 1 日（金）
指定する 1 日
〜 10 月 26 日（水）
9 月 24 日（土）
、25 日（日）
18 歳以上 21 歳未満の男女

防衛大学校
（総合選抜）

18 歳以上 33 歳未満の男女

9 月 5 日（月） 1 次：9 月 24 日（土）
、30 日（日）
〜 9 月 9 日（金） 2 次：10 月 29 日（土）

自衛隊制度説明会開催について
自衛隊米子地域事務所では、令和４年度、陸、海、空自衛官の採用制度や待遇についての受験説明会を実
施します。参加手続きや費用は不要ですので、自衛隊に興味のある方や受験を希望される方など、お気軽に
お越しください。
※新型コロナウイルス感染の状況により説明会を中止させてもらう場合があります。その際は自衛隊鳥取地
方協力本部のホームページでお知らせします。

【日時】6 月 26 日（日）午前１０時〜正午
【場所】江府町役場大会議室
受験はすべて無料です。試験の内容など、詳しくは以下へお問い合わせください。
【問い合わせ】自衛隊米子地域事務所
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まちのお知らせ

江府町地域活性化集落支援事業補助金の内容が拡充されました
「ふるさと納税基金」等を活用し、集落や団体の活動を支援することを目的として、上限最大８万円の
補助をします。
今年度は、町所有のマイクロバスが昨年廃止されたことに伴い、集落や団体の研修を支援するための
バス等の借上げ費用について、補助項目を拡充しました。
【対象】
以下の事業を実施するのに必要な経費が補助対象になります。
対

象

事

業

補

助

上

限

額

（１）地域活性化に関する事業
（２）地域の伝統文化に関する事業

５０，０００円

（３）地域の安全に関する事業
（４）環境整備に関する事業
（５）地域コミュニティの活性化につながると町が認めた事業
（６）上記事業を補完するため、町外で実施する複数人の研修

３０，０００円 NEW

上記（１）〜（５）のいずれかと（６）を同時に実施 NEW

８０，０００円 NEW

事業（※対象は、交通に係る費用のみ）NEW

※人件費や食糧費などは対象経費になりませんのでご注意ください。なお、
（６）については交通に係る費用のみが対象
となります。

【問い合わせ】江府町役場住民生活課 電話：０８５９−７５−３２２３

事業主のみなさまへ

労働保険の「年度更新」手続きをお願いします

労働保険の年度更新手続きの時期となりました。今年の年度更新では令和３年度の確定保険料および
令和４年度の概算保険料ならびに石綿被害法に基づく一般拠出金の申告・納付手続きが必要となります
ので、６月１日から７月１１日までの間に申告・納付手続きをお願いします。
申告書は、期間中、電子申請のほか、県内各所に設ける集合受付会場、鳥取労働局、最寄りの労働基
準監督署、金融機関・郵便局などで受け付けします。
なお、令和４年度は雇用保険料率が以下の表の通り変更となります。これに伴い、例年とは算定方法
が異なります。詳しくは厚生労働省ホームページ、各事業場へお送りする「令和４年度労働保険年度更
新申告書の書き方」などをご確認ください。
〈令和４年度の雇用保険料率〉
令和 4 年 4 月 1 日〜令和 4 年 9 月 30 日

令和 4 年 10 月 1 日〜令和 5 年 3 月 31 日

事業の種類

①
労働者負担

②
事業者負担

①＋②
雇用保険料率

①
労働者負担

②
事業者負担

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

3/1000

6.5/1000

9.5/1000

5/1000

8.5/1000

13.5/1000

4/1000

7.5/1000

11.5/1000

6/1000

9.5/1000

15.5/1000

4/1000

8.5/1000

12.5/1000

6/1000

10.5/1000

16.5/1000

農林水産
清酒製造の事業
建設の事業

集合受付の日時については、混雑緩和のため鳥取労働局よりお送りするハガキに日時を記載しており
ます。記載の日時にご都合のつかない方は他の会場の時間帯でも受付可能です。
新型コロナウイルス感染防止のため、電子申請の利用による申告を積極的にご活用ください。

【問い合わせ】鳥取労働局労働保険徴収室 電話：０８５７−２９−１７０２

令和４年５月号
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気をつけよう

消費者トラブル

有名店をかたる偽サイトに注意！

インターネット上で、高級腕時計がセールで８０％オフという広告を見つけた。有名店の通販
サイトだと思い、信用して注文したが、実際に届いたのは粗悪な偽物で、後になって偽サイトだっ
たと分かった。

アドバイス

・有名店がブランド品を８０％オフなどの大幅な割引で販売することは通常ありません。
・公式サイトに、偽サイトに関する注意情報が出ていることがあります。
注文する前に、必ず公式サイトを確認しましょう。
・代金引換でお金を払ってしまうと、後から取り戻すことは困難です。
注文後に偽サイトと気づいたら、メール等でキャンセルの連絡をしたうえで、
代金を払わずに受け取り拒否をしましょう。

○消費生活相談員による相談窓口
令和4年6月1日（水）、22日（水）午前9時〜午後4時
江府町役場本庁舎１階相談室にて開催

※日野郡3町は、毎週水曜日に輪番で相談員が対応しています。他役場の相談室もご利用ください。

○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：鳥取県消費生活センター（電話：0859-34-2648）※祝日、年末年始除く

【消費者ホットライン】
局番なしのいやや

１８８

消費生活「出前講座」をご利用ください！

最近の詐欺の手口や対処法、見守りのポイントなど、トラブルを未然に防ぐために知っておいていただきたいことを、クイズや寸劇な
どを交えてわかりやすくお伝えします。被害防止に向けて、楽しく学びましょう。日時や場所、講座内容は、それぞれのご希望に対応します。
集落や職場、サークル、友達同士の集まりなど、少人数でもかまいません。お気軽にご利用ください。
【問い合わせ・申込み】江府町役場 住民生活課 電話：０８５９−７５−３２２３

県にて行われています︒
しかし︑野性イノシシに対する
ワクチン投与は︑養豚所のブタほ
ど計画的にはいきません ︒
•••兵庫
県︑山口県︑広島県と近隣県で豚
熱感染したイノシシが発見されて
います︒
現時点では︑鳥取県内で豚熱感
染 個 体 は 確 認 さ れ て い ま せ ん が︑
イ ノ シ シ 不 審 死 を 発 見 し た 場 合︑
新型コロナウイルスが世間を騒 触れずにお近くの役場までご連絡
がし続ける昨今︑動物界でもある 下さい︒
病気が流行していることをご存じ
ちなみに︑この豚熱は人に感染
で し ょ う か︒そ の 名 も﹁ CSF することはありません︒また︑豚
︵ classical swine fever
︶﹂︑通 熱に感染したブタやイノシシ︑ワ
ぶたねつ
称豚熱とは︑ブタ・イノシシのみ クチンを接種したブタのお肉を食
かか
が罹る病気のことです︒
べても大丈夫ですのでご安心を︒
日本では︑明治 年に初めて感
染個体が発見されましたが︑ワク
チン開発後の平成４年以降感染が
確認されていませんでした︒しか
し︑平成 年に養豚所内で感染し
たブタが発見され︑現在も感染が
拡大しています︒
この豚熱︑養豚所内のブタに感
染が確認された場合︑感染拡大防
止のため発生農場内のブタは全頭
処分となり︑養豚業に大きな損害
が出ることが大きな問題です︒
感染拡大を防ぐ対策として︑ブ
タのワクチン投与や感染の媒介者
となる野生イノシシへのワクチン
散布が感染個体確認地域とその隣

獣害対策

アップデート

３０

２０

第 1１回
ブタ・イノシシ
の疫病

日野郡鳥獣被害対策協議会
川野 風花
【問い合わせ】0859−72−1399
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「二十歳を祝う会」のご案内
令和４年４月から成人年齢が引き下げられたことに伴い、これまでの

「成人式」という呼称から「二十歳を祝う会」に変わり、次のとおり開催
します。二十歳になられるみなさんの出席をお待ちしています。

【開催日】令和５年１月８日（日）
【対象者】平成１４年４月２日〜
平成１５年４月１日の間に生まれた方
「二十歳を祝う会」実行委員の募集について江府町では、「二十歳を祝う会」を企画していただく実行

委員を募集しています。「こんなことしたいな」、「あの人を呼んでみたら」そんなアイデアを出してみま
せんか？皆さんと一緒に、楽しく思い出に残る「二十歳を祝う会」にしたいと思います。
ご興味のある方は下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。

【問い合わせ】
江府町教育委員会事務局教育課（担当：川上）
電話０８５９-７５-２２２３

口座振替のお願いについて

今月の国民年金

納付期限 5月分 令和4年6月30日（木）まで

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。

人の動き

歳

本人

本人

︵年齢︶ ︵世帯主︶

歳

４月末までの届け ︵敬称略︶

◎ご結婚を祝します

聰

新道
倉吉市

太郎

名︶

高津

惠美子

︵氏

奥田

渡邊
齋江 絵梨

机

︵住所︶

御

原

89 91

◎ごめい福を祈ります

柿

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︒

延寄付金額 21,435,000円
万円

４月末までの届け ︵敬称略︶

日

◎香典返しとして

現在

新町一 上代 勢至 叔母 泰子死去

令和4年

4月30日

延申込件数 1,224件件

今月の税金
・固定資産税（１期）

納付期限および口座振替は令和4年5月31日（火）です。

洲河崎 影山 昌秀 母 綾子死去

ふ る さ と 納 税

原 清水 幸盛 妻 幸子死去

応援ありがとうございます！

柿

）は前月比

新町二 安藤 善雄 母 久子死去

令和４年４月３０日現在（

京都市 高津 康弘 父 太郎︵御机︶死去

1,009 世帯 （ + 1）

川 森田 昇五 母 喜代死去

■世帯数

2,647 人（ - 1）
1,237 人（ - 1）
1,410 人（ 0）

佐

■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

令和４年５月号
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Information

23

月

5月
Mon

防 ＝防災情報センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

24

火

Tue

25

水

Wed

26

木

Thu

27

金

Fri

28

土

Sat

29

日

Sun

図書館休館日
元気クラブ 本5
（広域隣保活動）

午前10時〜正午

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

30

大河原線
御机線

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

31

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

月

6月

防 ＝防災情報センター 福 ＝総合健康福祉センター 役 ＝江府町役場本庁舎 本5 ＝本町5丁目集会所 せ ＝せせらぎ公園

火

Mon

Tue

水

1

Wed

2

木

Thu

3

(広域隣保活動)
午前9時〜正午

13

9

(広域隣保活動)
午後1時〜5時

(広域隣保活動)
午前10時〜正午

下蚊屋線
柿原線
下安井線

大河原線
俣野線

料理教室

大河原線
御机線

本5

10

5

11

12

18

19

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

16

15

14

4

Sun

御机線
柿原線
下安井線

下蚊屋線
俣野線

8

囲碁同好会 本5

日

Sat

午後2時〜4時

大河原線
御机線

7

土

（広域隣保活動）

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)

6

Fri

お茶会 本5

人権・行政相談

グラウンドゴルフ教室 本5

金

17

明徳学園開校日
書道教室

本5

(広域隣保活動)
午後4時〜5時

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

御机線
柿原線
下安井線

5 月 23 日から 6 月 19 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

令和４年５月号

町報
江府町

ＵＲＬ：https://www.town-kofu.jp

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！

「町報こうふ」は 2019 年４月号から紙面内容充実のため、穴開けを廃止しました。お手数ですが綴る際は、裏表紙の「○」および「▼」マークを目印にパンチ等で穴を開けていただきますようお願いします。

発行／江府町役場 〒689−4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1 TEL（0859）75−2211 FAX（0859）75−2389

編集／総務課 印刷／冨士印刷(有)

▲

「町報こうふ」が快挙！！

令和４年全国広報コンクールで
入選２席（広報写真一枚写真部）を受賞！！
公益社団法人日本広報協会による令和４年全国
広報コンクール総合審査会が４月１３日（水）に
開催され、「令和３年町報こうふ１０月号表紙」
が広報写真一枚写真部において入選２席に選ばれ
ました。
都道府県等から推薦された広報作品を、部門ご
とに審査する総合審査会には、本町から「広報紙・
町村部門」、
「広報写真一枚写真部門」、
「映像部門」、

「広報企画部門」が選出され審査を受け、そのう
ち「広報写真一枚写真部門」が受賞をしました。
入選２席は「広報写真一枚写真部門」で特選、入
選１席に次ぐ好成績です。
受賞した作品は、米子自動車道江府地区４車線
化工事現場で旧江府小学校（現奥大山江府学園）
が見学会を行った際に、橋梁部の土工部で１、２
年生の児童が落書きアートに挑戦した様子を収め
た一枚。児童や工事業者などがチョークを使って、
思い思いに好きな絵などを描いている様子を、上
空からドローンにより撮影しました。
今後も、町ではより魅力的な広報を目指してい
きますので、応援よろしくお願いします。

▲受賞した「令和３年町報こうふ１０月号表紙」

企画・編集担当
ドローン操作担当

総務課
総務課

わたしの「夢」

梅林
小林

徹
大二（奥大山ユーチューバー）

COVER

−表紙の写真−

英語を活かして

翻訳の道を目指したい

吉田 紗彩さん
（奥大山江府学園８年生）
将来は
「翻訳の仕事」
に就きたいです。
３歳から英会話を習っています。
海外映画が好きで、最近では「ハリーポッター」や「ファンタスティック・
ビースト」
などの作品を、
字幕付きで観て英語の勉強をしています。
もっと
英語の力を伸ばしたいので、学校の授業でしっかり学んで、英検にもチャ
レンジしたいです。
海外の映画や小説などを翻訳して、作品を知っていた
だく力になりたいです。

江府町の春の風物詩「日野川
のこいのぼり」が４月３０日から
５月８日まで実施されました。今
年のゴールデンウィーク期間中
は、好 天に 恵 ま れる日が 多く、
家族連れや友人同士など、連日
多くの方が写真を撮影されてい
ました。そして、今年３月１９日
から特急「やくも」の国鉄色復
刻編成が運転開始。久連橋歩道
か らは 国 鉄 色 の 特 急「やくも」
とこいのぼりとの共演が撮影で
き、鉄道ファンのみならず多くの
方を魅了しました。

