
 

 

 

１．地域の歴史、特性、資源  

 

◆ 国府町 

●歴史 

 国府町には、数多くの文化財、史跡が現存し、「万葉のふるさと」といわれています。   

昔から稲作農耕文化がひらけ、大化の改新後は因幡国の国府が置かれました。因幡一宮宇倍

神社の社壇が営まれ、国分寺や法華寺が建立されるなど、中世の終わりごろまで、この地方

の政治・経済・文化の中心地として栄えてきました。 

因幡国には、かつて万葉集の編者とされている大 伴 家 持
おおとものやかもち

、小倉百人一首で有名な 在 原
ありわらの

行平
ゆきひら

、また鎌倉幕府創設に関わった大江
お お え

広元
ひろもと

などの有名な人たちが国守として赴任していま

す。このような時代背景から、昭和３２年１月１日宇倍野村と大成村が合併した際、町名を

因幡の国府にちなんで「国府町」と称しました。 

 

●特性 

①「万葉のふるさと」の地として、因幡国庁跡・梶山古墳・鳥取藩主池田家墓所など、貴重

な史跡・文化財が数多く存在しています。 
    

②国府町東部地域には、上地・雨滝・河合谷高原など山陰海岸ジオパーク※の見どころが多数

存在し、豊かな自然環境を有しています。 
   

③鳥取県を代表する伝統芸能で、長柄の傘を振り回して踊る勇壮で躍動感あふれる「因幡の

傘踊り」（鳥取県無形民俗文化財指定）の発祥の地として、全国に発信しています。 
 

④平成２４年３月に完成した「殿ダム」は、ロックフィル形式※の多目的ダムで、「因幡万葉

湖」と命名されているダム湖の周辺には広場などを整備し、市民の憩の場となっています。 
 

⑤農業は稲作が中心であり、傾斜地を利用した梨やほ場を利用した巨峰ぶどう、白ねぎ、水

稲種子などの栽培が盛んです。近年ではワインづくりなど、６次産業化にも取り組まれてい

ます。 
 

⑥山間地域の人口は減少している反面、鳥取地域に隣接した市街化区域内の人口が増加して

おり、人口の減少率は新市域の中では も低くなっています。 

 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 巨峰ぶどう、梨、吉野そば、白ねぎ、ワイン、豆腐、万葉美人米 

観 光 

雨滝、河合谷高原、栃本廃寺跡、殿ダム（因幡万葉湖）、学行院、岡益の石

堂、梶山古墳、因幡万葉歴史館、因幡国庁跡、宇倍神社、鳥取藩主池田家

墓所、大伴家持歌碑、重要文化財旧美歎水源地水道施設 

イベント 

国府フィッシングフェスタ、因幡の傘踊りの祭典、万葉フェスティバル（万

葉集朗唱の会・大伴家持短歌大賞）、殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会、

万葉ウォークラリー大会、宇倍神社例大祭（麒麟獅子舞）、「雨滝」滝開き

祭、「扇ノ山」山開き祭、殿ダム野外音楽祭、大茅ホタルの里まつり、納涼

サマーコンサート in 雨滝、万葉のふる里こくふまつり 

  参考資料 
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◆ 福部町 

 

●歴史 

福部町は、今から約５０００年前の縄文時代には既に人が住んでいたことが明らかとなっ

ており、これを示す土器や石器が直浪・栗谷遺跡から多数出土しています。これらの遺跡の

成り立ちには地理的に砂丘が大きく関係しており、砂丘こそ福部の人々の生活の母とも言う

べき存在であり、福部町の歴史は砂丘から始まったとも言えます。 

町の前身である福部村は古代から長く１村でしたが、徳川時代から大正時代にかけて、２

～３村の分割と統合を繰り返し、昭和３年に「服部村」と「塩見村」が合併して「福部村」

が誕生しました。 

「福部」の名称は、この地域が江戸時代に「福田保」と「服部庄」の区域に含まれており、

これを１文字ずつ取って名づけたものと言われています。 

 

●特性 

①海岸線は、山陰海岸国立公園および山陰海岸ジオパーク※エリアの一部になっており、特

に鳥取砂丘は東西 16 ㎞、南北 2 ㎞と日本 大規模を誇り、年間を通じて多くの観光客が

訪れ、本市のみならず鳥取県を代表する観光地になっています。 

 

②砂丘地で栽培される「砂丘らっきょう」は、全国有数の出荷量とその名を全国に知られた

鳥取県を代表する特産品として確立されており、平成 28 年３月に地理的表示保護制度（Ｇ

Ｉ制度）に登録されています。また、本市の花でもある赤紫色で可憐な「らっきょうの花」

は、鳥取砂丘の新しい観光資源として全国に情報発信しています。 

 

③鳥取砂丘に近い湯山地区には、砂丘観光と連携した「観光梨狩り園」や直売所が多数あり、

積極的に観光農業を実践しています。 

 

④福部町の南部地域は、水稲栽培を中心とした純農村地帯であり、農家のほとんどは第２種

兼業農家です。 

 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 梨、らっきょう、エシャロット、砂たまご、砂コーヒー 

観 光 
鳥取砂丘、鳥取砂丘砂の美術館、多鯰ヶ池、福部海岸、砂丘温泉ふれあい会

館、観光農業、らっきょう畑 

イベント 

鳥取砂丘らっきょう花マラソン大会、砂丘ビーチ砂もり大会、アイデア館ま

つり、鳥取すごい！ライド、鳥取砂丘トライアスロン大会、多鯰ヶ池手づく

りいかだレース 

福
部
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◆ 河原町 

●歴史 

 河原町は、古事記に日本 古の恋物語「八上姫神話」が記されていることからも分かる

とおり、古代より因幡国八上郡の中心として栄えた地域で、美しい山野に囲まれた、豊か

な緑と清らかな千代川の流れに沿って平野が広がり、産業・経済・文化等幅広く発展して

きました。 

昭和３０年３月、河原町・国英村・八上村・散岐村・西郷村の５つの町村が合併し新た

な「河原町」が誕生しました。  

町名は、千代川と八東川の合流点の広い河原の上にできた町であり、中洲であり、磧（か

わら）であったことからつけられたとされています。 

 

●特性 

①鳥取県東部圏域の中央に位置し、河川・道路の主要な結節点であり、特に河原インター

付近「道の駅清流茶屋かわはら」と鳥取南インターは、河原インター山手工業団地、新可

燃物処理場、鳥取南インター布袋工業団地などの整備に伴い、本市が発展する上での要所

となっています。 

 

②農林水産業は、稲作、果樹栽培が中心ですが、その他に畜産・原木椎茸栽培（乾燥椎茸

含む）も盛んです。また、千代川では「アユの町・かわはら」として、釣り人などの誘客

につながっています。 

 

③文化人としては、物理学者・教育者「村岡範為馳」、医師で漂泊の詩人「伊良子清白」、

郷土の歌人「田中寒樓」など多くの先人を輩出している他、陶芸、ガラス工芸、木工芸、

皮工芸などの作家が活動しており、工芸の郷づくりが進められています。 

また、代表的な歴史遺産としては、古墳時代中期に築造された嶽古墳（全長 50ｍ）や

中井１号墳（全長 60ｍ）、平安時代に作られた観音寺の木造勢至菩薩立像、大義寺にある

戦国時代の雄将武田高信の墓、羽柴秀吉の感状と禁制、江戸時代の大庄屋であった木下家

住宅などがあります。 

また、天然記念物では、県内一の巨木である県指定の落河内のカツラ、県指定の長瀬の

大シダレザクラ、弓河内の大シダレザクラ、市指定の三谷神社のシダレザクラ、国英神社

の大イチョウなど、見所が多数です。 

 

④河原の旧道は、上方往来として鳥取から河原・智頭を通り、志戸坂峠を越えて山陽道・

大阪・京都へ至る鳥取藩の参勤交代にも利用された重要な街道で、当時の河原村は旅人の

休憩所である茶屋があったことから「上の茶屋」と呼ばれてにぎわいました。 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 
梨、柿、しいたけ、鮎料理、陶芸（牛ノ戸焼、因州・中井窯、やなせ窯、花輪

窯、陶工房彩白、三々窯）、ガラス工芸、木工芸、皮工芸、いなば和牛 

観 光 道の駅清流茶屋かわはら、お城山展望台「河原城」、三滝渓、湯谷温泉、霊石山

イベント 

あゆ祭、河原城イベント（春の大茶会・中秋の月見会・元旦初日の出）、霊石山

フライトフェスティバル、河原歴史民俗資料館民俗行事伝承（七草がゆと鳥追

い、釜やきほか）、西郷工芸祭り 

 

河
原
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◆ 用瀬町 

●歴史 

「用瀬」の地名は、戦国時代末期にこの地域を治めていた用瀬氏に由来するといわれます。 

用瀬町は古くから交通の要所であり、藩政時代には参勤交代の大名らの休憩所等として賑

わい、江戸時代中期から末期を 盛期として、政治・経済・文化等が繁栄しました。 

用瀬町の東にある「三角山（みすみやま）」は修験者の修行の地として知られ、また山岳信

仰の聖地として多くの参詣者も訪れました。 

明治２２年の町村制施行の際に大村・用瀬村・社村の３村となり、大正７年には用瀬村が

用瀬町となりました。その後、昭和３０年３月に１町２村が合併して新たな「用瀬町」が誕

生しました。 

 

●特性 

①本市の南の玄関口に位置し、町の中央部を一級河川千代川が縦断して北流し、これに並行

して国道５３号並びに JR 因美線が通っており、鳥取自動車道の全線開通により関西圏から

のアクセス道を有する交通の要所となっています。 

 

②毎年旧暦の３月３日、男女一対の紙雛を桟俵に乗せて川に流し、一年間の無病息災を祈る

情緒豊かな民俗行事「流しびな（ひな送り）」が千代川河川敷で行われ、県内外から多くの観

光客が訪れます。 

 

③千代川水系の赤波川中流域には約 1.2ｋｍにわたり用瀬花崗岩が分布し、３０以上ものお

う穴が見られる赤波川渓谷があります。また、中津美川の上流部にある中津美渓谷には大小

の滝があり、なかでも不動滝は高さが２０ｍにもなります。 

 

④農業は稲作が中心で、近年は農作物の少量多品目の作付が増えています。 

 

⑤愛宕山、三角山、洗足山と連なる「用瀬アルプス」は花崗岩で形成された山々で、史跡や

伝説等の歴史や豊かな自然景観に触れながら、四季折々の登山が楽しめます。 

 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 しいたけ、白ネギ、アスパラガス、茶、アンコロ、流しびな、知足窯 

観 光 

流しびな行事（旧暦３月３日）、「江波の三番叟」（農村歌舞伎、１０月第３

日曜日）、流しびなの館、観光物産センター、赤波川渓谷おう穴群、中津美

渓谷不動滝、用瀬アルプス（三角山、洗足山）、三角山神社、景石城跡、カ

ヌー水辺公園、ふれあいの水辺、みつばつつじ（愛宕山、一の谷公園） 

イベント 

流しびな行事、三角山神社例祭（お山さん）、もちがせ流しびなマラニック

大会、ふれあいフェスティバル、おう穴まつり、用瀬山系トレイル交流大

会、川遊びフェスティバル、犬山神社例祭（花籠祭り）、いなば用瀬宿横丁

さんぽ市 

 

用用
瀬瀬
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◆ 佐治町 

●歴史 

「因幡民談記」の「筆記之部」に記されている資料によると、鎌倉時代や室町時代に

佐治谷を支配域として君臨していた土豪尾張氏（佐治氏）を中心として佐治谷のいくつ

かの村が誕生し、遺跡等も数多く存在します。 

このような時代背景から明治２２年（１８８９年）に町村制が施行され、３つの村（口

佐治、中佐治、上佐治）が誕生し、明治４３年１月１日（１９１０年）より旧３村は新

しく「佐治村」として合併しました。 

 

●特性 

①佐治町は、本市の南部に位置し、岡山県と国道４８２号線によってつながり、岡山県

と人の交流や物流がなされることで、本市の重要な南の玄関口となっています。 

 

②主要産業は、豊かな自然に恵まれ、山地傾斜地を利用した二十世紀梨の栽培や楮、み

つまたを主原料とした因州和紙の生産であり、佐治地域ブランドとして全国へ発信して

います。 

 

③さじアストロパーク、和紙工房「かみんぐさじ」は、佐治町観光の中心となっており、

一度は訪ねてみたい本市の観光拠点として、観光客誘致の一翼を担っています。 

 

④「星」「梨」「和紙」「話」「石」の佐治「５し」を地域資源として活かした地域づくり

に取り組んでいます。 

「５し」のひとつ「話」は「佐治谷話」と言われ、「愚か話」としてのイメージが強い

ことから、住民に受け入れられていなかったが、残すべき民話として粘り強く保存・伝

承に取り組んだ結果、「語り継がれる民話」として生まれ変わり、全国に誇れる「民話」

として発信し、地域活性化に貢献しています。 

 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 二十世紀梨、梨シャーベット、因州手すき和紙 

観 光 

さじアストロパーク、和紙工房かみんぐさじ、かみんぐ百彩（農産物直売

所）、佐治歴史民俗資料館（「ふるさと歴史館」、「民話の館」、「展示館」）、

たんぽり荘、山王滝、山王谷キャンプ場、三国ケ山、高鉢山、三原台 

イベント 
佐治ふるさと祭り、さじアストロパークイベント（星祭、月祭、雪祭、ク

リスマスコンサート） 
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◆ 気高町 

●歴史 

 町内から発見された遺物などから、気高町の歴史は少なくとも先土器時代から縄文時代ま

で遡ることができます。また、弥生時代中期の県内 大規模の独立棟持柱建物跡（どくりつ

むなもちばしらたてものあと）や古墳時代から奈良時代にかけての多くの古墳や古代因幡国

気多郡郡衙（ぐんが）跡とみられる遺跡が確認されています。中世末には鹿野城主亀井茲矩

の治世下にあり、日光池の干拓が行われ、また、今日まで伝わる日光の生姜や睦逢大堤池の

「うぐい突き」も、亀井公の朱印船貿易によって東南アジアから伝えられたとされています。 

明治２２年（1890 年）市制・町村制の実施により、宝木村・光元村・酒津村・瑞穂村・

逢坂村・八束水村・正條村の７か村が成立し、その後数回の合併を経て、昭和３０年（1955

年）７月１日、宝木村・酒津村・瑞穂村・逢坂村・浜村町の５か町村が合併して「気高町」

が誕生しました。町名は、町が気高郡に属し、「民情誠純たること」を考えて命名されました。 

 

●特性 

①南に“因幡富士”と呼ばれる鷲峰山を仰ぎ、北には日本海を望み、５㎞にもわたる美しい

鳴り砂の浜が続く海岸線があり、日本ジオパーク※委員会よりエリアの拡大が認定された山陰

海岸ジオパーク※の「浜村海岸ジオサイト」と「鹿野ジオサイト」の一部として位置づけられ

ています。 

 

②国道９号線及び JR 山陰本線が東西を横断し、鳥取空港や本市中心市街地へのアクセスも

便利です。また、山陰道鳥取西道路が全線開通や「道の駅西いなば気楽里」の完成により一

層交通面で利便性が向上しました。 

 

③気高町には、全国的に有名な民謡「貝がら節」と「浜村温泉」があり、夏には「貝がら節

祭り」を開催するなど唄と踊りを伝承する取り組みを行っています。 

また、国や県指定の「因幡の菖蒲綱引き」、「酒津のトンドウ」、「百手の神事」、｢うぐい突

き｣などの民俗行事が息づいています。 

さらには、平成の名水百選に選定された「布勢の清水」、因伯の名水に選定された「お地蔵

さんの水」や全国の和牛の始祖といわれる「氣高号」があります。 

 

④農業は、米作が中心ですが、畑地では野菜類や花卉、施設園芸などが行われ、有機米、生

姜の特産品化に取り組んでいます。 

漁業では、酒津、船磯の二つの漁港があり、獲る漁業とともに、育てる漁業（わかめ、あ

わび、岩がき、サザエ、キジハタなど）にも取り組んでいます。 

 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 酒津の塩さば、いがい飯、貝がら型のお菓子、瑞穂生姜、日光生姜、白いか、有機米こしひかり

観 光 

魚見台、龍見台、布勢の清水（平成の名水百選）、睦逢のお地蔵さんの水、浜村砂丘公園（ヤ

サホーパーク）、浜村の文芸の小径、両国梶之助の墓地、阿弥陀森の大タブの木、亀井茲矩

公墓所（国指定）、酒津のトンドウ（国指定）、因幡の菖蒲綱引き（国指定）、百手の神事（県

指定） 

イベント 
貝がら節祭り、気多の市、睦逢｢大堤のうぐい突き｣（県指定）、しょうがぽかぽかフェスタ、

わかめの収穫祭、ときめき祭（文化祭）、浜村温泉映画祭 

 

気気
高高
町町  
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◆ 鹿野町 

●歴史 

中世における鹿野町は、因幡地方の軍事・交通上の重要拠点として隣国但馬（山名氏）、出雲

（尼子氏）、安芸方面（毛利氏）からの侵入、さらに豊臣秀吉軍の侵入など争奪攻防の的となり

ましたが、天正９年（１５８１年）鹿野城主・亀井茲矩（かめいこれのり）の登場により平静を

得て、その後は城下町、近隣の物産集積地として発展してきました。二代の城主にわたり繁栄し

てきましたが、元和３年（１６１７年）、茲矩の二男・亀井政矩（かめいまさのり）が津和野に

移封（国替え）、また、寛永５年（１６２８年）の鹿野城焼失以降、次第に寂れていきました。

しかし、その後も引き続き、近隣の物産集積地となっていました。 

明治１０年に西志加如と東志加如が合併し鹿野村が成立し、明治３２年には町制が施行、昭和

３０年には、鹿野町、勝谷村、小鷲河村の１町２か村が合併して「鹿野町」が誕生しました。 

 

●特性 

①鹿野町は、因幡の霊峰・鷲峰山（標高９２１メートル）の麓に位置し、地域内を流れる河内川、

水谷川、末用川沿いの河岸段丘や扇状地などに集落が形成されています。 

 

②鹿野町の伝説・歴史を題材にした「鹿野ふるさとミュージカル」は、昭和６２年から毎年開催

されており、市民参画型の芸術活動として幅広い年齢層によるコミュニティの醸成にも大きく

貢献しています。また、国内外から劇団を招へいして開催される「鳥の演劇祭」は、県内外から

多くの観客が訪れています。 

 

③基幹産業である農業は米作が中心ですが、そば・生姜などの生産振興を図っており、令和２年

度からは、温泉を活用したイチゴ栽培に取り組んでいます。 

また、特産品として鹿野地鶏、因州シシ肉のほか、クラフトビールなどの生産振興にも取り組

んでいます。 

 

④城下町の風情を活かし、４００年以上続く「鹿野祭り」の似合う街なみの環境整備に取り組む

とともに、「四季薫るまち鹿野」をまちづくりの基本理念とし、花いっぱい運動を推進していま

す。城下町地内には、四季折々の花が植えられた竹プランターを設置し、また、総合支所前の休

耕田を活用し、ハスやショウブ等の花畑を創出し、彩のあるまちづくりを展開しています。 

 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 

鹿野そば、そば焼酎、そばアイス、鹿野地鶏、鹿野すげ笠、すげコースタ

ー、ミニすげ草履、因州しし肉、そば菓子、イタリアンジェラート、生姜

加工品、クラフトビール、藍染製品 

観 光 

鹿野城跡公園、城下町街なみ、鹿野温泉、鷲峰山、鹿野往来交流館「童里

夢」、道の駅 西いなば気楽里、鹿野ゆめ本陣、夢こみち、法師ケ滝、西日

本 大級のハス園、もうけ神社、鷲峯神社（こま犬）、雲龍寺（紅葉）、幸盛

寺（山中鹿介の墓）、鹿野そば道場、温泉館ホットピア鹿野、鳥の劇場、 

イベント 

桜まつり、花火大会、鹿野祭り、鹿野ふるさとミュージカル、わったいな

祭、ええもん市、週末だけのまちの店、城下町しかのぶらり蓮ウォーク、

虚無僧行脚、鳥の演劇祭、鹿野芸術祭、まちづくり合宿、鷲峯山麓ハーフ

マラソン、 

 

鹿
野
町 
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◆ 青谷町 

●歴史 

青谷町に人が住み始めたのは、土器や石皿、石斧などの出土から縄文時代と推測さ

れています。さらに、「地下の弥生博物館」と言われている青谷上寺地遺跡からは、弥

生時代中後期の護岸工事跡や祭り場跡が発見されています。 

古代、青谷町は、因幡国の気多郡に属し、都からの「山陰道」が整えられ、因幡国

内の主要駅「柏尾駅」が設置されておりました。中世末には鹿野城主亀井茲矩が領地

として治め、用水路と水田の整備を進めるとともに、青谷港は、命を受けた塩五郎太

夫の「朱印船貿易」の本拠となってにぎわいました。 

明治 10 年(1877 年)に 初の合併が行われ、その後数度の変遷を経て、明治 21

年(1888 年)の町村制の公布に併い、日置村、日置谷村、青谷村、勝部村、中郷村が

誕生し、大正３年(1914 年)に青谷村は町制を施行し青谷町となりました。 

昭和 28 年(1953 年)に、青谷町、日置谷村、勝部村、中郷村が合併し、さらに昭

和 30 年には日置村を編入して「青谷町」が誕生しました。 

 

●特性 

①本市西部にあって、国道９号線及びＪＲ山陰本線が横断し、山陰道の一角をなす鳥

取西道路と青谷羽合道路の結束点となる、青谷ＩＣといった交通の要所であり、本市

の西の玄関口となっています。 

 

②山陰海岸ジオパーク※の拡大エリアとなった、全国でもめずらしい鳴り砂と日本海

の荒波によって形成された長尾岬を含む「青谷海岸ジオサイト」、樹齢数百年といわれ

る杉や欅の大木が生い茂る霊場の不動山や千年の昔より、因幡の国で作られてきた因

州和紙の一大生産地がある「勝部・日置ジオサイト」として位置づけられ、豊かな自

然環境に恵まれています。 

 

③伝統的工芸品「因州和紙」を始め、地酒、醤油といった製造品、びわ、甘長とうが

らし、梨などの農産物、岩がき、いがい、わかめなどの海産物、国の史跡に指定され、

弥生人の脳が発見されるなど全国的・世界的にも注目を浴びている青谷上寺地遺跡、

日本遺産の北前船寄港地、古代山陰道遺構など、地域資源を豊富に有しています。 

 

●資源 

区 分 主なもの 

特産品 
梨、びわ、いちご、甘長とうがらし、原木しいたけ、いがい、岩が

き、わかめ、地酒、醤油、因州和紙、鳥取和牛、 

観 光 

あおや和紙工房、青谷上寺地遺跡展示館、あおや郷土館、不動山（3

つの滝）、井手ケ浜（鳴り砂）、長尾岬 、青谷ようこそ館、酒造資

料館、和紙資料館、因幡の菖蒲網引き、日置のはねそ踊り、勝部岩力

踊り、青谷上寺地遺跡、古代山陰道遺構、北前船寄港地 

イベント 

あおや夏まつり、あおや夢灯ろう、あおいち、あおや鳴り砂ビーチフ

ェスタ、夏泊朝市、かちべ伝承館まつり、因州和紙フェスタ＆日置収

穫祭 

 

青
谷
町 
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３．用語解説 

用語解説をアルファベット順・50 音順で掲載しています。 

 

◆アルファベット順 

ＥＶカーシェアリング 

 １台のＥＶ（電気自動車）を複数の会員が共同で利用することで、電気自動車の普及を

図る仕組みのこと。                      （⇒Ｐ７５掲載） 

ＵＪＩターン 

 大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Ｕターンは出身地に戻る形態、

Ｊターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、I ターンは出身地以外の地方へ移

住する形態をいう。         （⇒Ｐ１３・２１・３０・３３・６３掲載） 

 

◆五十音順 

新たな森林管理システム 

 林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を目指し、森林管理が行われない森林  

について、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐシステムをいう。 

（⇒Ｐ７２掲載） 

エコツーリズム 

生態系や自然保護に配慮し、旅を通じて環境に対する理解を深めようという考え方。ま

たそのような旅の仕方。                  （⇒Ｐ４９・７７掲載）       

合併特例法 

平成 17 年３月 31 日までに市町村合併すると、財政上の優遇措置や市となるべき要件

が緩和されるなどの特例措置を定めている法律。           （⇒Ｐ４掲載）  

関係人口  

 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「観光人口」でもない、地域や地域の人々

と多様に関わる人々のことを表す言葉。（⇒Ｐ２７、２８、４６、６３掲載） 

グランドデザイン 

「全体構想」という意味。全体を長期かつ総合的に見渡した構想のこと。長期間におよ

び遂行される大規模な計画を意味する。           （⇒Ｐ７７掲載）         

グリーンツーリズム 

都市生活者が自然豊かな農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在

型の余暇活動。                     （⇒Ｐ２５・３０掲載） 

グローバル化 

経済・文化活動や環境問題が、これまでの地域や国の境界を越えて世界規模で拡大して

いくこと。                       （⇒Ｐ５９・６１掲載） 

産学金官連携 

産業界（民間企業）、学校（大学・研究機関）、金融機関（銀行・金融公庫）、官公庁（国・

地方公共団体）の四者が連携すること。大学などの技術や研究成果を自治体や金融機関

（融資）の支援のもと、民間企業が活用することで、産業や地域の活性化などに役立て

ることをいう。                      （⇒Ｐ７５・７６掲載） 

シーズ 
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ビジネスを展開していく上での「種」のことで、企業が持つ技術、ノウハウ、アイデア

などのこと。                          （⇒Ｐ７５掲載） 

ジオパーク 

地球科学的に見て重要な自然遺産を含む、自然に親しむための公園。平成 22 年 10 月、

山陰海岸ジオパークが、ユネスコが支援する「世界ジオパーク」に認定された。          

（⇒Ｐ９・２３・２５・３１・３３・３５・４６・７７・８２・８３・８７・８９掲載） 

ジビエ 

ジビエは狩猟で得られた野生鳥獣の食肉のこと。フランス語。 

（⇒Ｐ２５・３３掲載） 

森林経営計画 

森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が、自ら経営を行う森林を対象として、森

林の施業及び保護について作成する計画をいう。         （⇒Ｐ７２掲載）  

水源かん養 

森林の土壌のスポンジのような性質による、貯水・治水などのダムのような機能のこと。

また、天然のろ過機能の働きにより、水をきれいに浄化する森林の働きのこと。          

（⇒Ｐ３０掲載） 

スローライフ 

生活様式に関する思想の一つで、地産地消や歩行型社会をめざす生活様式。モノの命を

大切に使い、食し、人や自然からの恩恵に感謝し、四季の移ろいを感じながら暮らす生

活のこと。                        （⇒Ｐ１３・４９掲載） 

施業 

森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対する人為的行為を実施

することをいう。                        （⇒Ｐ７２掲載）       

地域おこし協力隊 

地域おこし協力隊とは、地方自治体が都市住民を受け入れ、隊員として委嘱し、地域お

こし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援など、「地域協力活動」に従事して

もらい、併せて、隊員の定住・定着を図りながら、地域の活性化につなげる取組。         

（⇒Ｐ６４掲載） 

定置網漁業 

 魚が障害物に沿って遊泳する習性を利用して、魚の通り道となる一定の場所に網を設置

し、魚が入ってくるのを待つ漁法のことをいう。    （⇒Ｐ３５・４４・７３掲載）  

 

テレワーク 

 勤労形態の一種で、 情報通信技術を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働く

形態をいう。                          （⇒P１３掲載） 

特例市 

 特例市とは、日本の地方公共団体のうち「法定人口が 20 万人以上」の要件を満たし、

地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による特別指定を受けた市のこと。 

（⇒P５掲載） 

内水排除施設                             

 洪水などの浸水被害により、そこに溜まった水を内水といい、この水を排除することを

内水排除という。内水排除施設とは、樋門やポンプ排水施設などのこと。            
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（⇒Ｐ２３掲載） 

木質バイオマス 

 「バイオマス」とは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉で、再生可能な、生物

由来の有機性資源（化石燃料は除く）のこと。そのなかで、木材からなるバイオマスの

ことを「木質バイオマス」と呼ぶ。主に、樹木の伐採、造材時に発生した枝葉などの林

地残材、製材工場等から発生する樹皮やノコ屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪

定枝などの種類がある。                     （⇒Ｐ４３掲載）      

避難行動要支援者 

災害時に自力で避難することが困難な人のこと。地域と行政が、情報を共有することに

より、災害時における情報伝達、安否確認、避難誘導等を地域の中で受けることができ

る体制の整備を図ることが求められている。            （⇒Ｐ１４掲載）       

ファブラボとっとり 

ファブラボとは、世界的な市民工房のネットワークのこと。ファブラボとっとりは、鳥

取大学などで構成するものづくり協力会議により、国内８番目のファブラボとして平成

26 年に５月に鳥取市文化センター内に開設された。        （⇒Ｐ７５掲載） 

プチマルシェ 

 プチマルシェとはフランス語で「小さな市場」の意。生産者は、その日に収穫した新鮮

な農産物等を定期的に提携した販売店に宅配便などを使って直接販売します。販売店は、

生産者から送られてきた農産物等を自由に価格設定して近所の消費者の方々に販売す

る仕組みです。地域の農産物等をより多くの方に広めるとともに販路拡大を目的とした、

まったく新しい販路形態。                   （⇒Ｐ３０掲載） 

ボーダレス化 

 企業活動などが地域や国の境界を越えて世界規模に広がりこれらの境界が意味をなさ

なくなること。                         （⇒Ｐ７６掲載）       

藻場 

 沿岸域（大陸棚）に形成された海藻の群落のことをいう。     （⇒Ｐ７３掲載）    

有利販売 

 出荷や価格に生産者の意向が反映できる販売方法のこと。      （⇒Ｐ３０掲載） 

６次産業化 

 第 1 次産業に従事する農家や漁師が、生産・収穫した作物などを、第２次・第３次産業

である加工・販売まで一貫して手がける経営のこと。加工や流通、販売の業者などが入

らないため中間コストが削減でき、また現地で加工・販売するため鮮度や安全度などの

付加価値が高くできる。なお、「6 次」とは、第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業の

数字をそれぞれ足した、あるいは掛け合わせた数を意味する。                 

（⇒Ｐ３３・４３・７１・８２掲載） 

ロックフィル形式 

 土や岩石を材料として盛り立てて造られるダムの形式のこと。              

（⇒Ｐ８・２１・８２掲載） 

路網の整備 

森林施業を効率的に行うため、森林内にある公道、林道、作業道等を網目のように連絡

して整備することをいう。                 （⇒Ｐ４３・７２掲載） 
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表紙デザインコンセプト 

「８地域それぞれの特徴（カラー）が合わさって、世界でたった一つの”鳥取の花”を咲かせましょう！」 
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