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【表紙】 ピカピカの1年生（浦安小学校）
４月９日に町内の各小中学校で入学式が行われました。写真は、ピカピカの制服、ピカピカのかばんで新生活を迎える児童
たち。取材に伺った浦安小学校の新入生は、新しい環境に緊張しつつもこれから始まる学校生活にワクワクが止まらない様子
でした。これからたくさんのことに出合って、いろいろなことを学び、大きく成長していくことでしょう。
（関連記事8ページ）

くらし

しあわせ

つながるまちづくり

琴浦町地域福祉計画を策定します
（令和4年度から5年間）

琴浦町出身者（学生）、鳥取大学などで地域福祉を学ぶ学生の委員を若干名募集します。オンライ
ン会議で参加していただくことも可能です。また、興味・アイデアのある人は、ホームページでも
意見を募集します。何でも結構ですので、ご意見ご要望をお待ちしています。また、素案ができま
したら皆さんからの意見を募集しますのでご協力お願いします。

内容
策定委員募集（確定）
役場
（社協）
庁内調整会開催
策定委員会開催
パブリックコメント募集
議会報告
新計画実行

役場相談窓口のご案内
問合せ先

策定のための委員・意見募集

年月
令和3年4～6月
令和3年5月～
令和3年6月～令和3年12月
令和4年1月
令和4年3月
令和4年4月～

生活にお困りの皆さんへ

備考
随時
３回

？

福祉あんしん課

52-1715

どんな相談ができるの？

仕事や生活など、さまざまな事情の困りごと相談を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症による休職などで生活にお困りの人も相談できます。

？

相談したらどうなるの？

相談者の意思を尊重しながら、安定した生活に向けたお手伝いをします。なお、秘
密はかたく守られます。

就労について

家計について

住まいについて

ハローワークと連携しながら、
仕事探しや定着のお手伝いをし
ます。

家計状況の「見える化」と課題
の原因を見つけ、一緒に家計の
安定を考えます。

離職などにより住居を失った
人、または失う恐れがある人に
対し、一定期間家賃相当額を支
給します。

地域福祉とは
地域福祉とは、「福祉や保健など、生活上のさまざまな困り事に地域全体で取り組む仕組みづく
り」です。地域福祉には、「行政や事業者だけでなく、地域住民もその課題解決に向けて主体的に取
り組むことにより、創意と工夫で福祉活動を総合的に推進する」という意味が込められています。

地域福祉計画とは

※就労に向けた活動をするなどの条件
あり

住み慣れた地域において、地域の実情により、関係機関と住民が一体となって支え合う「持続可
能な地域の仕組みづくり」に取り組むための計画です。策定のねらいは、地域福祉推進の具体的な

相談の流れ

目標を「地域住民・ボランティア」「行政」「保健・福祉関係機関」の３者で検討します。共に支
え合い助け合いながら、安心して暮らし続けられる福祉のまちづくりのための計画です。

琴浦町社会福祉協議会の地域福祉活動計画との連携

相談窓口へ

計画作成

支援の決定

見直し

計画に沿って一緒
に課題解決の取り
組みを始めます。

取り組み 状 況を定
期的に確認・見直し
しながら進めます。

困りごと解決

琴浦町社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中心的な団体として位置づけられます。
地域福祉計画策定にあたって、琴浦町社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」も一緒に策
定します。２つの計画は、一体となって地域福祉の充実を目指します。
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専門の相談員が対
応します。自宅への
訪問も可能です。

生活の困りごとなど
をお聴きし、
サポー
ト計画を作ります。

困りごと解決後も
一定期間フォロー
します。
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公共施設を考える
Q

どうしてリニューアルが必要なの？

まなびタウンとうはくリニューアル

町議会３月定例会で令和3年度当初予算として、東伯総合公園サッカー場の芝改修と、まなびタウンとう
はくリニューアルの各設計費を提案しました。議会ではさらに審議を重ねる必要があるとして、2つの設計
費9,700万円を削除した修正案が可決されました。ここでは、これまでの経緯や町民と考えてきた構想、施
設を今後どう活用したいかを説明し、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

東伯総合公園サッカー場の芝改修

平成９年設置。築24年が経過し、老朽化な
どにより空調をはじめさまざまな設備の不具合
が発生しています。また、図書館をはじめとす
る各部屋の利用率も低迷するなど、利用者ニー
ズの不一致が生じています。さらに新型コロナ
による「新しい生活様式」の必要性も加わり、
国の補助金が活用できる今、施設を全面的にリ
ニューアルし、長寿命化を図るとともに、より
町民に利用される複合施設へと転換することを
進めています。

期を迎えています。平成31年の公共施設レビ
ューでは、施設の管理や運営方法などの見直し
が必要と意見をいただきました。その後、人工
芝・天然芝ともに改修に対する請願などが提出
され、改修に向け検討を進めています。

題

●町民にあまり利用されなくなった、ニーズの合わ
ない、貸し館中心の運営

・全館の空調設備改修（老朽化）
・エレベーター改修(H21法改正により)
・ホールの天井改修(H25法改正により)
・ホールの音響・機械設備(老朽化）
・自動ドアの修繕（老朽化）
・新しい生活様式への対応(感染症対策）

・公共施設レビューの評価→要改善28/33人中
（平均10.7％：平成30年度）
・貸し部屋の稼働率の低下
・図書館の利用しづらさ
・階段、廊下が暗く全体に閉鎖的
・駅横の好立地を活用できていない
・周辺地域のにぎわいが失われつつある

たの？
ーズは聞い
ニ
の
町民

ゆっくりくつろげる
図書ラウンジ
静かに自習が
できるスペース

自由におしゃべり
自由に打合せ
フリースペース
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機能UPしたホール
広い研修室

人と出会い
情報とつながる
まなびを楽しむ場

雨でもOK
こどもの遊び場
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30年が経過し、老朽化により改修が必要な時

●老朽化や法律の改正により、安全面・機能面の改
修が必要

基本構想（案）

４回のワークショップやオリエンテー
ションを実施し、必要な空間などを町民
の皆さんと一緒に考えてきました。ま
た、さまざまな団体や子育て世代、駅利
用者、学生などにヒアリングを行い、ニ
ーズを把握しました。

基本設計と概算の工事費
多世代が
活動できる場

駅の待合機能

どうして改修が必要なの？

天然芝のグラウンドとして整備してから約

課

必要性

Q

現在、プロポーザル審査で選ばれた事
業者が多くの意見をもとに基本設計を行
っています。設計案はまとまり次第お知
らせします。概算の工事費は約11億円を
予定していますが、国の補助金を活用す
ることで、町の負担を抑えることができ
ます。

▼人工芝と天然芝の比較
人工芝

天然芝

安全性

・衝撃吸収性、安全性は天然芝に比べ
劣る
・長時間利用の疲労度が大きい

衝撃吸収性が大きく安全性が高い

耐暑性

天然芝に比べ地表面温度が上昇する

人工芝に比べ地表面温度は上昇しない

利用度

積雪時以外は基本的に利用可能であり、 芝の養生のため、冬季は使用に差し支え
利用度は天然芝より優れている
があり、利用度は人工芝に比べ劣る
天然芝に比べ労力は少ない

芝刈り、散水など労力は多い

耐久性

おおむね10年を目安に改修が必要

擦り切れ部分を補修し、適切な管理により
長年にわたり利用可能

環境面

・人工芝の破片がマイクロプラスチッ 薬剤・肥料のある程度の流出は否めない
クとして河川などへ浮遊していると
する民間の調査結果もある
・張り替え時の既存人工芝の処分方法が
問題となっている

維持管理

提案したの？
芝での改修を
然
天
て
どうし
人工芝と天然芝は、それぞれ一長一短がありますが、琴浦町は全国有数の芝の生産地であり、地産地
消や地域の経済循環の観点から地元産の天然芝による改修を議会へ提案いたしました。サッカー場につ
いては、サッカーをはじめ多目的な用途に利用できる施設とし、団体利用がない時間帯は個人利用のた
めに開放するなど、適切に芝の維持管理を行うことで、子どもから大人まで多くの住民が利用できる天
然芝の施設となるよう改修を検討しています。
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聖火リレー開催日程
詳細は「聖火リレー鳥取県実行委員会」のホームページ
をご確認ください
ゴール

スタート

9:00ごろ

9:30ごろ

聖火リレー

聖火がコトウラを
駆け抜ける！
！
社会教育課

問合せ先

52-1161

琴浦町コース
あれから
57

年

年ぶりの自国開催と

いうことで多くの人が

期待に胸を膨らませる

東京２０２０オリンピ

ック。オリンピックと言

えば開会に先駆けて行わ

れる聖火リレーが有名で

25

す。全国を駆け抜ける聖

火リレーですが、３月

日に福島県をスタート

し、１２１日間をかけて

日（金）から

全国を回ります。鳥取県

では５月

２日間にわたり全市町村

日

22

でリレーを実施し、琴浦

町では２日目の５月

（土）に聖火が駆け抜け

年前の大

ます。多くの声援が予想

されますが、

会でもたくさんの人が声

援を送り、自国開催を盛

り上げました。

57

21

57

※聖火リレーのルートおよび内容については変更になる場合があります
交通規制のお知らせ
聖火リレーが実施されるコース周辺道路では交通規制を実施します。交通規制時
間内はコースへの車両進入は一切できません。ご理解とご協力をお願いします。
交通規制時間

7:30ごろ～9:40ごろ

※変更の可能性あり

注意事項
・規制は全面通行止めになります
・緊急車両を除き、コース上の道路は車両の通行ができません
・歩行者や自転車も横断ができません

観覧時の注意事項
⃝必ず指定された場所から観覧してください。
⃝観覧の際は「マスクの着用」「大声を出さない」「距離を取る」などの新型コ
ロナウイルス感染防止対策を徹底し、体調不良の場合には観覧をご遠慮くださ
い。
⃝コースおよび会場周辺での無人航空機（ドローンなど）の飛行は法律により禁
止されています。
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聖火リレーで希望の道をつなぐ
聖火リレーは私たちと世界が心を
１つにできるイベントだと思いま
す。皆さんと心をひとつにして笑
顔で走れると嬉しいです。
聖火リレーランナー
やもり

家森あいさん
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題
まちの話
マチカド

Machikado News

ラッピングバスお披露目会
11月に開催した「おえかきバ
スワークショップ」で子どもたち
が描いた絵をもとにラッピングを
施したバスが完成し、３月21日
にお披露目会を行いました。当日
は、ワークショップで絵を描いた

↑写真①②：浦安小学校、③④東伯中学校

↑ラッピングバスお披露目会の様子

新しいことうらバスが完成！

希望と期待を胸にスタート！
小 中 学 校 入 学 式
４月９日、町内各小学校と中学
校の入学式が行われました。感染
症拡大防止のため、来場者数を制
限したり、換気を徹底したりする
など、各校工夫しながらの開催と
なりました。
先生の言葉に真剣に耳を傾ける

子どもたちも参加し、完成したバ

新入生は、新しい環境に緊張しな

スを一足早く見学しました。
参加者を代表しスピーチを担当
ひろむ

がらも期待と希望に満ち溢れてい
るようでした。これからの学校生

1

活でたくさんのことを学び、いつ

した石賀啓陸くんは「ことうらバ

か琴浦町を担ってもらえたらと思

スに一人ひとりが想いを込めて描
い」とバスデザインに込めた想い

2

3

を語りました。

消毒液を寄付いただきました

人権啓発デザイン最優秀賞

新型コロナウイルス感染症予防と拡大防止

町では、人権意識の高揚を目指すため、令和

のため、ドラッグストア「ウェルネス」より

２年度に人権啓発デザインを募集しました。最

「500ml入り消毒液」が354本寄付されまし

優秀賞には東伯中学校の福元ほまれさんの作品

た。

が選ばれました。

いただいた消毒液は、学校現場で役立ててい
きます。

ふくもと

福元さんからは「このデザインは、お互いに
幸福の四つ葉のクローバーを渡し合っていると
ころです。相手を想って幸福をプレゼントしあ
えば２人とも幸せになれると思います。琴浦町
も人と人同士、お互いを大切にする町になって
欲しいです」と作品へのコメントをいただきま
した。

4

今年度の入学者数
浦安小学校

４３人

聖郷小学校

２３人

赤碕小学校

３５人

船上小学校

２３人

東伯中学校

７５人

赤碕中学校

６２人

八橋小学校

３２人

新しい環境で
ドキドキするね

います。

きました。ぜひ皆さん見てくださ

町へ寄付をいただきました

県内初高齢者にワクチン接種

４月19日、パチンコ玄海（逢束）の代表取

４月15日、高齢者を対象とした新型コロナ

締役社長李生美さんが来庁され、店舗に設置さ

ウイルスワクチン接種が始まりました。町内高

り いくみ

れた募金箱にてお客様からいただいた募金のほ
か、会社従業員からの寄付を町長に贈呈されま

齢者施設「陽だまりの家」の入所者、職員合わ

した。李さんは、「新型コロナウイルス感染防

せて85人を対象に実施し、副反応などの問題

止と健康、福祉づくりに役立てていただきた

なく全員が接種を受けることができました。今

い」と語られました。
町では、いただいた寄付金を新型コロナウイ
ルス感染対策や健康・福祉づくりに活用してい
く予定です。

後、５月末までに計800人の接種を予定してい
ます。また、町内医療機関での高齢者接種も５
月開始で準備しています。

応募いただいた作品は、町
内での催しなどの際に展示
を行う予定です。

東伯中学校
福元ほまれ さん

↑寄付いただいた消毒液
9
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↑寄付金を手渡される李社長（写真左）と山田常務取締役

↑接種を受ける高齢者
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す
で
定
予
施
実
を
つの選挙

選挙実施予定

３

今年度は

令和３年度

選挙期日については、改めてお知らせします。皆さんの投票をお願いします。

１

衆議院議員総選挙

任期満了 １０月２１日（木）

２

琴浦町長選挙

任期満了

１月３１日（月）

３

琴浦町議会議員選挙

任期満了

２月１９日（土）

（定員１６名）

▶選挙は任期満了の30日以内に行われますが、議会が解散した場合は、解散の日から40
日以内に議員選挙を行います。
▶琴浦町長と琴浦町議会議員は任期満了日が近いため、それぞれの選挙を同日に行う場合が
あります。
▶立候補者が定員を超えない場合は無投票となり、選挙は行われません。
▶いずれの選挙も、期日前投票所を役場本庁舎と分庁舎に開設します。選挙当日に都合
がつかない場合は、期日前投票制度をご利用ください。

選挙の公営制度が始まります
公職選挙法の改正により、琴浦町長および琴浦町議会議員選挙においても選挙公営制

（１）選挙運動用自動車の使用（一般運送契約・その他契約のいずれか）
一般運送契約(ハイヤー業者など)

64,500円／日

その他契約（以下に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額）
自動車借入契約（レンタル）

15,800円／日

燃料供給契約

7,560円／日

運転者雇用契約

12,500円／日

（２）選挙運動用ビラ

7円51銭／枚

町長5,000枚、町議1,600枚

（３）選挙運動用ポスター

1,320円／枚

掲示場数分まで

※選挙運動用自動車の使用は、立候補者が指定する１台のみ対象
▶対象となる期間
・告示の日から選挙期日の前日までの期間（５日間）
・無投票となった場合、選挙運動用自動車の使用は告示日のみ対象

選挙管理委員会事務局

問合せ先
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52-2111

私たちがより良いくらしを願って、私たちの代わりにその想いを

■対象となる費用と上限額

実現してくれる人々を選ぶ、それが「選挙」です。棄権すること

は、供託金として町長50万円、町議会議員15万円が必要となります。

なく、大切な１票を投票しましょう。

境が改善されるため、幅広い人材の立候補が期待されます。ただし、立候補するために

税金
tax

対象者に申告書を送付します

令和３年度住民税申告

５月 3 1 日（月）

提出期限は
提出・問合せ先

住民税申告は、令和３年度町県民税、国
民健康保険税の適正賦課に必要です。申告
書が届いた人は、期限までに提出をお願い
します。令和２年中の収入がない人でも、
申告書が届いた人は提出してください。
※確定申告をした人や扶養に入っている人
は申告書送付の対象外です。
申告に必要なもの
▶住民税申告書
▶令和２年中の収入の分かるもの
・給 与 、 年 金 の 収 入 が あ る 人 は 源 泉 徴 収
票、給与明細など
・個人年金支払通知
・営業・不動産・農業などの収入がある人
は収入と経費がわかる帳簿、領収書など

税務課

52-1702

▶所得控除になるもの
・健康保険料、国民年金、生命保険、地震
保険等の支払証明書など
▶マイナンバー関連書類(次のいずれか)
・マイナンバーカード
・マイナンバー通知カードと本人確認書類
（免許証・パスポート・在留カード・障
害者手帳・健康保険証のいずれか１つ）

※申告により所得税がかかる場合は、倉吉税務署で申
告してください。

注意事項
申告書の提出がないと次のようなことがあ
ります。
・所得証明書の発行ができません
・国民健康保険税の軽減が受けられません

上場株式の配当や譲渡所得などの町県民税課税方式の選択
上場株式の配当や譲渡所得などについて、国民健康保険税などの保険料の算定などに含めないよう住民税申告を行うこ
とができます。（配当から引かれている住民税の還付はなくなります）
※申告不要制度が選択できるのは所得税と住民税が源泉徴収されている配当などを確定申告している場合

お知らせ

度と供託金制度を実施します。選挙公営制度とは、選挙運動にかかる費用の一部を町が
負担する制度で、立候補の機会均等を図ることを目的としています。立候補の際の環

まちからの
お知らせ

Town News

news

税金

ふるさと納税

返礼品出品者募集
問合せ先

総務課

tax

新型コロナ関連の
助成金の課税について
問合せ先

52-2111

税務課

52-1702

町では、ふるさと納税寄付者への返礼品を

特別定額給付金などの非課税となるものを

出品していただける事業者を募集します。

除き、雑所得や一時所得として課税対象とな

自社商品のPR、販路開拓にお役立てくださ
い。
概要
・返礼品は、寄付者が寄付額に応じて琴浦町
の契約する複数のふるさと納税サイトか
ら、希望する商品を自由に選択できる制度
を採用しています。
・申込があった場合、町が事業
者へ返礼品の発注を依頼し、
後日代金をお支払いします。
現在34社が出品中→

ります。
課税となるもの
・持続化給付金（100万円）
・家賃支援給付金

・農林漁業者への経営継続補助金
非課税となるもの
・特別定額給付金（町が昨年5月～8月に支
給した１人10万円）

・子育て世帯への臨時特別給付金

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
その他の所得（助成金・補助金など）があわせて20
万円以上ある場合は、支給元や国税庁HPを確認のう
え、税務署で修正申告などを行ってください。

R3.5.1
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特 定 健 診 と が ん 検 診 の ダ ブ ル 受 診

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 関 連 情 報

集団セット検診

問合せ先

すこやか健康課

52-1705

６月から特定健診とがん検診をセットにした集団セット検診を実施します。年齢対象者全員に５月上旬
検診の受診券を持参し、検診会場の受付に提出してください。

10月15日（金）、18日（月）に町内巡回検診も

子宮がん検診・乳がん検診のみをセットにした

実施します。

レディース検診を実施します。子宮がん検診・
乳がん検診のみを希望される人は、ぜひご利用

間

ください。

６月１日（火）～12月28日（火）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、可能な限
り緑色の受診券に記載してある日時で受診してくだ
さい。
※集団セット検診会場で、全てのがん検診を一度に
受診できます。

上記の期間は、随時本庁舎すこやか健康課にて
受け付けます。大腸がん検診のみ希望される人
は、ぜひ窓口配付をご利用ください。

■集団セット検診日程表
内容

月

①国保特定健診（40～74歳）

６月

21日（月）・22（火）
28日（月）

７月

19日（月）・20日（火）

③基本健診（19～39歳）午前
④胃がん検診（30歳以上）
⑤大腸がん検診（30歳以上）
⑥子宮がん検診（20歳以上）
⑦乳がん検診（40歳以上）
⑧肺がん検診（40歳以上）
⑨結核検診（65歳以上）
⑩前立腺がん検診（50歳以上）
⑪肝
 炎ウイルス検査（40～69
歳）

13

集団
セット検診
(休日)

平日集団セット検診と同様

レディース
検診

①子宮がん検診（20歳以上）
②乳がん検診（40歳以上）

ことうら

5

2021.

集団接種(保健センター)

5月10日（月）予約開始 6月開始で準備中
電話

ネット

または

電話予約

コールセンターまたは医療機関へ電話

WEB予約

町ホームページ
ライン予約サイト

町の新型コロナ
ワクチン情報

引き続き感染予防対策を徹底しましょう

②後期高齢者健診（75歳以上）

集団
セット検診
(平日)

高齢者の

鳥取県中部地区内の医療機関で接種できます

8:30～17:15（土日祝日は除く）

区分

0859-36-5500

高齢者の皆さんには3月26日に接種券を発送しました。大切に保管してください

医療機関接種

レディース検診

期

新型コロナウイルスワクチン接種推進室コールセンター

高齢者の

肺がん・結核検診/大腸がん検診

大腸がん検診容器の窓口配付

問合せ先

予約開始まで
もうしばらく
お待ちください

に部落役員さんを通じて受診券などを配付します。検診日程、注意事項などをご確認のうえ、希望される

ワクチン接種のご案内

８月

検診日

５つの場面に注意

感染リスクが高まる
分庁舎

11日（水）※午前
31日（火）

９月

１日（水）

10月

13日（水）

11月

１日（月）・22日（月）

12月

９日（木）・21日（火）
22日（水）

１月

会場

保健センター

飲酒を伴う懇親会

大人数・長時間
におよぶ飲食

感染予防のポイント

マスクなしでの会話

狭い空間での
共同生活

居場所の切り替わり

感染を拡大させないためにも、今一度確認をしましょう。

18日（火）
19日（水）※午前

11月７日（日）

分庁舎

11月21日（日）

保健センター

８月11日（水）※午後

分庁舎

１月19日（水）※午後

保健センター

こまめな手洗いや
消毒の徹底

定期的な換気

飛沫感染の防止

R3.5.1
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まちからの
お知らせ

Town News

お知らせ
news

お知らせ

農地の貸し借りは適切に
問合せ先

があります。

農業委員会事務局

55-7809

①で行う賃貸借契約以外は、契約期間が満了

❶農地法に基づく農業委員会の許可

すれば契約は自動的に終わるので、安全に農

❷町が作成する農用地利用集積計画の公告

地の貸し借りができます。貸し手と借り手のト

（利用権設定）

ラブルを防ぐため、農業委員会を通した貸し

❸農地中間管理機構が作成する農用地利用配
分計画の公告（農地中間管理事業）
■農地の賃借料（10アール当たり）
区分
田

畑

地区

平均値

データ値

東伯地区

7,795円

229筆

赤碕地区

7,315円

79筆

山間地

6,134円

227筆

東伯地区

6,537円

199筆

赤碕地区

5,443円

45筆

山間地

6,779円

71筆

借りを進めましょう

■賃借料の地目別最高額と最低額
（10アール当たり）
地目

最高額

最低額

19,244円

960円

畑

12,000円

1,000円

件数

割合

賃貸借（有償）

913筆

59％

使用貸借（無償）

634筆

41％

の参考にして下さい。

合計

1,547筆

▶ 賃料は両者で決めて下さい
▶ 耕作せず放置したり、又貸しはできません
▶ 契約期間が終了したら、耕作できる状態で返しましょう
▶ 賃借料の支払いは、期限を守りましょう

農地利用最適化推進委員（第５区）決定
１月７日から２月５日まで募集を行った、農地利用最適化推
進委員（第５区）の欠員補充について、３月10日の農業委員会
は ば た たかひろ

総会で、幅田高広さんの委嘱が決定しました。
任期は４月１日から令和５年７月19日までです。
は ば た たかひろ

幅田 高広さん

【担当】三本杉、別宮、古長、野井倉、中津原

5

所または営業所のある法人
次の全ての要件を満たす事業

対象事業

・起業または新たな展開を行う事業

ングを活用した補助（資金調達）を行う制度
です。ぜひご利用ください。

child

町内に住所のある個人、主たる事業

対象者

子育て応援課

・「自然環境の保全」「次世代育成の支援」
「高齢者福祉の増進」「地域活力の創出」
のうちいずれかに寄与する事業
・町の課題の解決に繋がる事業
・寄付が目標額に達しない場合でも実施され

乳幼児家庭保育
支援事業

問合せ先

貸し手・借り手のマナー

2021.

まった寄付額の範囲内

に対し、ふるさと納税型クラウドファンディ

子ども

52-2111

クラウドファンディングにより集

補助額

■利用権設定種別ごとの筆数と割合
種別

総務課

補助金の詳細

町の課題解決に繋がる起業などの取り組み

田

に基づく賃借料の平均値です。農地の貸し借りをする際

ことうら

問合せ先

詳しくはこちら

※令和２年１月から12月までの利用権設定の貸借実績

15

ふるさと未来夢応援補助金

↑令和元年度に行った「古民家
再生プロジェクト」

農地の貸し借りをするには、次の３つの方法

news

起業などの資金調達を応援

る見込みのある事業
・町の事業認定を受けた事業

健

人間ドックを
受診しませんか？

health

問合せ先

52-1709

今年度から対象幼児を複数名同時に自宅育
児する場合の２人目以降の給付額を、5,000
円から３万円に拡充しました。受給には申請
が必要です。
対 象 生後６カ月～２歳になるまでの乳幼
児を家庭で１カ月以上保育し、次の条件を満
たす家庭
・育児休業給付金を受けていない
・町税などに滞納がないこと
・対象乳幼児が保育認定を受けていないこと
など
給付額 １カ月当たり３万円
申 請 必要書類を子育て応援課に提出
【必要書類】
・支給申請書
・保護者の保険証（コピー可）
・振込口座が確認できるもの

康

すこやか健康課

52-1705

町民の健康増進を図るため、対象となる人
に人間ドック検診を実施します。
対

象

費

用

今年度中に40・45・50・55・60・

65・70歳となる人
【国保の人】
70歳未満…11,500円/70歳…11,000円
【国保でない人】18,900円
定

※先着順

員

【国保の人】100人
【国保でない人】20人
受付期間

５月11日（火）～６月30日（水）

申込場所

すこやか健康課（本庁舎④窓口）

医療機関

中部管内医療機関

※代理の人は、印鑑を持参ください。
※詳細はお申込の際にお知らせします。
R3.5.1
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まちからの
お知らせ

Town News

お知らせ
news

子ども

総合計画審議会
委員の募集

問合せ先

企画政策課

child

タバコの害と向き合いませんか？
ことうら

5

2021.

問合せ先

52-1708

令和３年度に第３次琴浦町総合計画を策定
します。総合計画は、町が目指すべき将来の
姿と、それを実現するためにどのような方針
でまちづくりを進めていくかという指針を定
めるものです。この計画の策定について広く
意見を求めるため、調査審議していただく委
員を募集します。募集要領など詳しくはホー
ムページまたは下記へお問い合わせくださ
い。
任 期 委嘱の日から1年間
応募資格
①町内在住で審議会に参加可能な人
②４月２日現在で18歳以上の人（高校生不
可）
③琴浦町職員および琴浦町議会議員ではない
人
募集期間 ４月28日（水）～５月25日（火）


17

子育て世帯生活支援
特別給付金の支給
福祉あんしん課

お知らせ

防災アプリをご利用ください

news

52-1715

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化
により、生活に大きな困難が発生している低
所得の子育て世帯に対して、特別給付金を支
給します。非課税の子育て世帯を対象とした
給付金については、別途町ホームページなど
でご案内します。

問合せ先

スマートフォンで聞くことができる防災放送
アプリ「コスモキャスト」を導入しました。

戸別受信機や屋外スピーカーの音声が聞き取
りにくい場合でも、スマートフォンで確認で

②公的年金受給中のひとり親（遺族年金・障
害年金など）
③コロナの影響により収入が減少したひとり
親
請

児童1人当たり５万円
①は申請不要（４月30日支給）

受付期間

52-2111

❶お使いのスマートフォンに、コスモキャス
トをインストールします。アプリは、下の二
次元コードからダウンロードできます。

きます。ぜひご利用ください。

①令和３年４月分の児童扶養手当受給者

申

総務課

利用方法

災害発生時など、緊急の防災無線の音声を

対象者

支給額

緊急時の放送がスマホで確認できます

５月６日(木)～令和４年２月28日
(月)

アプリの特徴
・防災行政無線の臨時放送やＪアラートが、
アプリを起動していなくても自動で流れま
す。

・受信した音声は、後から聞き直すことがで
きます。

・マナーモードでも音声が流れます。

・町外でも町内の郵便番号を登録すれば情報
を取得できます。

お知らせ

コロナを機会に禁煙チャレンジ！
喫煙者が新型コロナウイルスに感染した場合、肺炎の重症化リスク増加への関連性が報
告されています。ワクチンを接種しても流行を抑えられるほどの集団免疫を得るには、まだ
まだ長い道のりが予想されます。世界各国でも、新型コロナウイルス感染症対策として「禁
煙」は強く推奨されています。この機会に、禁煙にチャレンジしてみてはいかがですか。

news

爆音機の使用について

問合せ先

農林水産課

55-7802

鳥獣避けの爆音機に対して、苦情が寄せら
れることがあります。代わりの被害対策がで

喫煙と新型コロナウイルスの関係
▶喫煙者が感染したとき、人工呼吸器が装着される可能性および死亡する危険性は、非喫
煙者の３倍以上
▶喫煙室は、３密（密閉・密集・密接）の典型＝感染しやすい場
▶受動喫煙でも新型コロナウイルス感染症に感染するリスクが高まり、死亡する危険が増える

きないかを検討し、やむを得ず爆音機を使用
する場合は次のことにご注意ください。
❶22:00～翌日6:00の使用は極力控える
❷使用する期間、音量、台数は必要最小限に

❷インストールの途中で、アクセス許可の
画面が出てくるので許可します。
❸町内の郵便番号を入力し
検索を押すと自動で住所
が入力されるので、登録
を押します。

お知らせ
news

行政に対する
相談を受け付けます
問合せ先

総務課

52-2111

行政相談委員は、総務大臣の委嘱を受け、
行政サービスへの要望や困りごとをお聴き
し、助言や関係機関への連絡を行っていま
す。相談会は、毎月２回開催し、相談は無料
で秘密はかたく守られます。
※日時・場所は、お知らせ版の今月の無料相
談欄をご確認ください。

❸爆発音の間隔はできる限り長くする

タバコの悪影響

❹住宅、隣接道路から離れた場所に設置
※爆音機の爆発音は、鳥取県公害防止条例に基づく深
夜騒音の規制対象で、改善勧告の対象になる場合があ
ります。改善勧告や命令に従わない場合は処罰（５万

ガンなどの重大な病気
加熱式たばこにも発ガン
性物質が含まれ、ニコチ
ン依存症を招きます。

女性特有の病気リスク
子宮頸ガンや妊娠・出産
赤ちゃんへの悪影響を及
ぼします。

受動喫煙の害
副流煙は主流煙より有害
物質が多く、周りの人に
も害を及ぼします。

円以下の罰金）の対象となります。

規制に関する問合せ先
企画政策課SDGs推進室

52-1708

↑行政相談委員は引き続き、山本秀正さん（写真
右）と豊嶋美智恵さん（写真左）が委嘱されまし
た。任期は、2023年３月31日までです。

R3.5.1
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スポーツのお知らせ

自由に遊ぼう！プレーパークどんぐり

えんじょいスポーツ
スポーツ推進委員と一緒に、スポーツを楽
しみ健康づくりをしましょう!!
と き ５月28日（金）19:30～21:00
ところ 総合体育館
種 目 スポンジテニス、ほおるん・ビンゴ、

ボッチャ
対 象 町民(中学生以下は保護者同伴)
参加費 無料（事前申込不要）
持ち物 スポーツウェア、屋内用シューズ
飲み物、タオル、マスク
その他 発熱など体調不良がある場合は参加
できません。
※感染状況により中止する場合があります。

春らんまんソフトバレーボール大会

と

き

ところ
参加費
持ち物

５月23日（日）
13:00～15:00くらい
東伯総合公園子ども広場（野球場横）
無料（申込不要）
マスク・水筒（飲み物）、タオル、
着替え など

日曜

8:30～22:00

8:30～17:00

※※窓口で受付をしてからご利用ください
利用料

町民１回110円（年会費3,300円）

持ち物

スポーツウェア、屋内用シューズ、
飲み物、タオル

※高校生以上から利用できます。

申込・問合せ先
19

ことうら
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農林水産課

55-7802

北栄町が所有する竹粉砕機を琴浦町と共同
管理することになり、希望される琴浦町の自

貸出期間

最大７日間

使用料 無償
使用者負担

伐 採した 竹 を 竹 粉 砕 機 で 粉 砕 すること

貸出・返却場所 北栄町役場大栄庁舎車庫

で、竹が土に還りやすくなり、竹林整備が

竹粉砕機
最大処理径
機械サイズ
重量

進みます。また、粉砕した竹は家畜の飼

GS122GB

料、敷料に使えるほか、土壌改良材として

12.5㎝
1,620㎜×730㎜×1,270㎜
345㎏（軽トラックに積載可能）

月

火

水

木

金

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

土
1
8
15
22
29

いただき、竹林整備を行ってください。

Vol.7

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

校は知的障がいのある生徒が職業的な自立
学校です。赤碕の地に開校し、９年目を迎えまし

日

も期待されています。竹粉砕機をご活用

こんにちは！琴の浦高等特別支援学校です

を目指して学ぶ県内唯一の高等特別支援

【５月のトレーナースケジュール】
谷川コンディショニングコーディネーター
（水）12:30～20:30/（土）8:30～16:30
※体幹教室などで、不在の時があります。
町民トレーナー
（月） 9:00～12:00/（木）17:00～20:00
※日程は中止・変更になる場合があります。

総合体育館

※運搬、使用にかかる費用（燃料代など）は

様

月・水・木・金・土曜

問合せ先

仕

※火曜日休館

竹粉砕機を無償で貸し出します

対 象 町内自治会

総合体育館トレーニングルーム

利用時間

news

詳しくは、担当課までお問い合わせください。

町民総スポーツデー！地域や仲間と交流していい
汗を流しましょう。多数ご参加ください。
と き ６月６日（日）
①は8:30～、その他は9:00～
種目・ところ
①グラウンド・ゴルフ 東伯総合公園サッカー場
②ソフトテニス
赤碕総合運動公園テニス場
③バドミントン
総合体育館
④バウンスボール
農業者トレーニングセンター
⑤ソフトボール
東伯総合公園多目的広場
参加資格 ・町民 ・町内在勤者
申込期限 ５月28日（金）
※感染状況により変更・中止になる場合があります。

感染状況により中止になる場合があります。

お知らせ

治会に５月から無償で貸出を行います。

町スポーツ・レクリエーションin琴浦

気軽にソフトバレーボールを楽しみませ
んか？気の合う仲間と４人でチームを組ん
でご参加ください。
と き ５月９日（日）9:00～
ところ 総合体育館
種 目 ①一般の部（女性２人以上）
②一般・交流の部（女性２人以上)
③レディース１部（４人の合計年
齢が179歳以下）
④レディース２部（４人の合計年
齢が180歳以上）
参加資格 町民に限る
参加費 無料
申込締切 ５月６日（木）
※感染状況により中止する場合があります。

まちからの
お知らせ

Town News

た。開校前から、たくさんの町民の皆さんのご理
解・ご協力をいただき、地域社会とつながりなが
ら取り組みを進めて

ことカフェでお待ちしています
本校では、６つのコースに分かれて実践的な学習
をしています。ことカフェは、接客、パン製造、
野菜販売、洗浄や在庫管理、広報、清掃と各コー
スで分担しながら運営しています。全コース、お

きました。

もてなしの心でお客様をお迎えします。ぜひご来

本校を巣立った卒

店ください。

業生は、この春で220

火曜・木曜13:30～15:30（不定期）

営業日

名あまりとなり、そ
れぞれの職場や地域
で、社会人の一員として活躍しています。地域の皆
さんに共に育てていただいたからこそ、卒業生１人
１人の今の姿があると感じています。
（校長

※営業日については学校ホームページや店頭チラ
シなどをご覧ください。
ドリンク、パン、フード
葉物野菜

50円～、

100円

牧田礼次郎）

52-2047
R3.5.1
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Information

インフォメーション
琴浦町元気づくり
応援事業募集

地域の元気づくりに取り組む
町内地域づくり団体などの新規・
継続事業を対象に補助を行いま
す。
対 象 町内に事業所があるま
たは町内で活動する地域活性化
を目的とした団体で、次の全てに
該当する団体
・5人以上の会員がいる
・運営規則がある
・予算、決算を適正に行っている
・原則１年以上継続して活動する
見込みがある
※本補助金の交付を過去3回受け
ている団体は対象外
区

分

スタートアップ型
対 象 地域の元気づくりに
資する新たな取り組み
※今年度４月１日以降に結成
された団体に限る
上 限 1 0 万 円 （ 補 助 率
10/10）
ステップアップ型
対 象 これまでの活動をさ
らに発展させ、持続的な地域
の元気づくりに貢献する取り
組み
上 限 2 0 万 円 （ 補 助 率
2/3）
申 請 詳しくは、町ホームペー
ジをご覧いただくか企画政策課
へお問い合わせください。
問合せ先 企画政策課
521708

有料広告

憲法週間のご案内
法律について考えてみませんか
裁判所では５月３日の憲法記
念日を中心とした５月１日から７
日までを憲法週間として定めて
います。これは、憲法の精神や司
法の役割を国民の皆さんに理解
していただくことを目的とするも
のです。裁判所では、裁判所の制
度や裁判の仕組みを皆さんに理
解していただき、裁判所が身近
で利用しやすい存在になることを
目的として、見学会や出張講座を
随時受け付けています。お気軽に
お問い合わせください。
問合せ先
鳥取地方・家庭裁判所
0857-22-2171
鳥取地方・家庭裁判所米子支部
0859-22-2205

アルコール家族教室
ところ 中部総合事務所福祉保
健局１号館B棟２階204会議室
と き ５月13日（木）、７月
８日（木）、９月９日（木）、11
月11日（木）、令和４年１月13
日(木）、３月10日（木）14:30
～15:30
対 象 ご家族の飲酒のことで
お困りの人
内 容 ミニ講話とつどい
その他 参加費・相談費無料
当日参加も可能ですが、なるべ
く事前にご連絡ください。
申込・問合せ先
▶倉吉市保健所 健康支援総務課
23-3127
▶医療福祉センター倉吉病院
26-1190

案

内

令和３年
経済センサス活動調査

琴浦町男女共同参画
審議会委員の募集
琴浦町では『女性と男性が社
会のあらゆる分野において対等

経済センサス活動調査は、「経
済の国勢調査」ともいうべき、全
国の事業所・企業を対象に経済
の実態を把握する極めて重要な
調査です。全ての事業所が調査
の対象となり、知事が任命した調
査員が５月中旬から訪問します。
ご協力をお願いします。
期 日 ６月１日（火）
内 容 売上（収入）金額や費用
などの経理事項
※回答は安心簡単なオンライン
回答をお願いします。
問合せ先
52-1713
商工観光課
県庁統計課
0857-26-7109

に活動し、責任を分かち合う男

令和３年度児童福祉週間

②年１～２回程度、主に琴浦町

５月５日～11日は児童福祉週
間です。
子どもを取り巻くさまざまな
問題への社会の関心を高めるた
め、厚生労働省、全国社会福祉
協議会、児童育成協会は、毎年
５月５日の「こどもの日」から
１週間を「児童福祉週間」と定
めています。
家庭での親子のふれあいや、地
域での子どもの健全育成、児童虐
待問題や子どもの権利について社
会全体で考えてみましょう。

女共同参画社会』の実現を目指
しています。そこで町の男女共
同参画施策などについて、ご意
見をいただく審議会委員を募集
します。詳しくは、町ホーム
ページをご覧いただくか担当課
までお問い合わせください。
定

員

若干名

任

期

委嘱の日から２年間

（令和５年３月31日まで）
資

格

以下の全てに当てはま

る人
①町内在住で満18歳以上の人
役場で平日夜間に開催する審議
会に出席できる人
③委嘱時に県および市町村の委
員会などの委員に就任予定のな
い人
応募方法

記入し、郵便、FAX、メール、
持参のいずれかの方法でご応募
ください。作文記入欄には男女
共同参画に関する考えや自身の
想いなどを800字以内にまとめ
てください。

令和３年度 児童福祉週間標語
最優秀作品

※任意の様式でもご応募いただ

あたたかい ことばがつなぐ
こころのわ

は受け付けませんのでご注意く

問合せ先
子育て応援課

52-1709

けますが、電話や口頭での申込
ださい。
募集期間

ことうら

5

2021.

４月20日（火）～５月

14日（金）必着
提出・問合せ先
企画政策課

21

申込書に必要事項を

52-1708

催しもの

2021年度要約筆記者
養成講習会受講生の募集
きこえない・きこえにくい人
への意思疎通支援を行う要約筆
記者を養成する講習会の受講生
を募集します。
内 容 手書きコース・パソコン
コース、実技・聴覚障がい者福
祉などに関する講義
対 象 以下の全てに該当する人
・高校生以上
・聴覚障がい者などの福祉に理
解と熱意を有する人
・ノートパソコン（windows）持
参、タッチタイピング可能な人
※パソコンコースのみ
とき・ところ
東部会場（20回）
５月29日（土）～11月13日（土）
10:00～15:00
※基本土曜日開催
鳥取県立福祉人材研修センター
ほか
西部会場（20回）
５月27日（木）～11月11日（木）
10:00～15:00
※おおむね木曜日
米子コンベンションセンター
BIGSHIPほか
受講料 各コース3,000円
（別途テキスト代3,670円）
申込書 福祉あんしん課に配架
締 切 ５月21日（金）必着
申込・問合せ先
鳥取県西部聴覚障がい者センター
0859-30-3659

禁煙標語コンクール
作品募集
５月31日の世界禁煙デーにあ
わせ、禁 煙 標 語を募 集していま
す。受賞者には、表彰状・副賞（図
書カード）を送付します。たくさん
のご応募をお待ちしています。
対 象
・中部地区在住・在勤者
・子どもから大人まで誰でも応
募可能。※小中学生の学校で
の取りまとめはありません
応 募 所定の応募用紙に標語
を記入し、FAXまたは郵送でご応
募ください。
（１人１点まで）
締 切 ５月14日（金）
その他 受賞作品は中部地区各
所で巡回展示されます。
応募・問合せ先
中部総合事務所 福祉保健局
健康支援課
23-3146
すこやか健康課
52-1705

寿大学開講式
と

き

５月28日（金）
14:00～15:30
ところ まなびタウン4階 研修室
内 容 令和３年度年間計画に
ついて
送迎申込 利用される人は必ず
５月11日（火）までに申込
問合せ先
52-1161
社会教育課

募

集

職業訓練の受講生募集
①介護労働講習
期 間 ６月１日（火）～11月
９日（火）
ところ 鳥取県立福祉人材研修
センター
定 員 40名
締 切 ５月20日（木）
②介護福祉士実務者研修科

期 間 ６月28日（月）～12月
27日（月）
ところ イングスジョブスクール
定 員 12名
締 切 ６月９日（水）正午
③医療事務科

期 間 ６月24日（木）～９月
22日（水）
ところ ニチイ学館鳥取教室
定 員 12名
締 切 ６月11日（金）正午
対 象 就職を希望される人（①
は雇用保険受給資格者のみ）
受講料 無料（別途テキスト代）
※雇用保険受給者以外の人は、
一定の条件を満たせば職業訓練
受講給付金を受給しながら受講
できます。
申込・問合せ先
ハローワーク倉吉
23-8609

R3.5.1
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毎日続けて、
理想のカラダへ♪

シリーズ №25

健康サポートサロンみろく
尾竹拓也さん

『腰痛予防』
☆痛みや痺れ予防！
太ももの後ろとお尻を和らげるストレッチ

暖かくなり活動が増えてくる季節に
なりました。今回は腰痛や足の痺
れの予防についてのストレッチを紹
介します。毎日続けることで太もも
の後ろの筋肉やお尻の筋肉を柔ら
かくして、痛みや痺れを予防してい
きましょう。

【腰痛・下半身の痺れ予防運動】

①

① 椅子に座ります。
② 片足を組むように上に乗せ、
背筋を伸ばした姿勢になります。

Point!

踵から地面に接地するように
心掛けましょう。

②

惑星コトウラは、食や景色、人な

③ 組んでいる足のお尻がつっ
ぱる程度に上体を倒して、30
秒キープします。

Point!

おへそから曲げるようなイメー
ジで倒していきます。

◎１日の目安：2セット
（1セット：両足20～30秒ずつ）
※人工関節の手術を行われている人は姿勢に注意が必要です。
痛みがある場合は中止してください。

【今月の講師：健康サポートサロン みろく】

23

ことうら

5
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赤碕1408-2

080-6313-3180

remotionwalk369@gmail.com

企画政策課

52-1708

惑星コトウラTNGとは？

どんな活動をするの？

惑星コトウラTNG（The Next

詰まっている町の魅力をひとつの星

れるまちになることを目指し、今

Generation）プロジェクトは、

に例えて作られたロゴマークです。

年度は、惑星コトウラの魅力発信

町の新たなロゴである｢惑星コト

を中心としたPR活動を行います。

ウラ｣を町内外にPRし、今後の活

広報ことうらでは、定例掲載の

用について若者視点の発想で企

コーナーで惑星コトウラの

画を展開していくことを目

さまざまな魅力をメンバー

的に、若手職員12名で結成

が取材し、発信します。

されたプロジェクトです。

特設ページ
はこちら

メンバーメッセージ
町 の 新 た な 試 みとし て ス
タートした「惑星コトウラ
TNGプロジェクト」。惑星
コトウラがたくさんの人に
愛されるよう、若手メンバ
ーの視点でいろいろな事業
を企画していきたいと思い
ます。町民の皆さんにも参
加いただける企画も考えて
いるので、ぜひ一緒
に惑星コトウラを
盛り上げていき
ましょう。

若手パ
ワー
で
盛り上
げます
！

自律神経を整える施
術や身体を元気にす
るための健康教室を
行って い ます。お 問
い合わせやご相談な
どは下記の連絡先ま
でお願いします。

問合せ先

琴浦町がたくさんの人から愛さ

ど、どこを切り取ってもワクワクが

横から見た場合

正面から見た場合

Information

プロジェクト始動

惑星コトウラとは？

②

③

惑星コトウラＴＮＧ

おうちで簡単体操

いろいろな活動で盛り上げます
情報発信

つながりづくり

惑 星コトウラの魅力を
SNSやYouTube、広報
紙を活用して発信。また
特設ホームページを制
作し、PRを進めます。

県外にいる町出身の若
者とのつながりづくり
やUターンしたくなる環
境づくりを目指した取
り組みを企画します。

イベント企画

琴浦町、そして惑星コ
トウラをたくさん
の人に知ってい
ただけるようなイベ
ントを開催します。
R3.5.1
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元気いっぱい
ことうらっこのみんな!
すくすく育ってね♪

ゆづき

りゅうせい

山口 悠月ちゃん ＝きらり町＝

高力 琉生くん ＝大熊＝

生まれてきてくれて
ありがとう♪
これからもよろしくね★

いつもありがとう♥
たくさん食べて
大きくなろうね！

お写真
募集中

小学校入学前のお子さんの写真を募集しています。
（町内在住者に限ります）
住所、氏名、連絡先、お子さんの名前（ふりがな）、生年月日、お住まいの地区、
コメントを添えて郵送またはメールでご応募ください。
52-1708／メール：kikaku@town.kotoura.tottori.jp
【問合せ先】企画政策課

人権の広場

投稿者
撮影場所
船上山万本桜公園

お写真募集中
皆さんが見つけたまちの魅力を発見できる写真の投稿
をお待ちしています。氏名、ニックネーム、住所、電
話番号、撮影場所、撮影時期、タイトルを添えてご応
募ください。
（メール可）kikaku@town.kotoura.tottori.jp
52-1708
問合せ先 企画政策課

君もだよ

Y.Yさん

人間は

春の訪れ

みんなおんなじ

タイトル

ぼくは君の 味方だよ

町民の皆さんから投稿いただいた、琴浦
の魅力を発見できるお写真を紹介します

人権標語をとおして人権問題を正しく理解し
ましょう。このコーナーでは毎月、町内の児
童・生徒が制作した人権標語を紹介します。

大丈夫

発

見！

この標語は、東伯郡同和対策協議会が毎年、「人権が尊
重され、差別や偏見のない社会を実現する」ことを目的
に東伯郡の児童生徒を対象に募集したものです。
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