


出会いからとっとり暮らしが始まる

鳥取市のエリア紹介

Iターン向けお試し体験

とっとりで働く

とっとりに住む

子育てについて

若者支援

すごい！鳥取市

とっとりでの生活について

田舎で暮らそう　～先輩移住者の声～

とっとり暮らしの楽しみ
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鳥取市 定住促進・Ｕターン 相談支援窓口

県下でいち早く専門窓口を開設。
東京・大阪駐在も含め６名の相談員が、
鳥取市への移住を強力にサポートしています。

お気軽に
ご相談

ください！

鳥取市役所　地域振興課内 0120-567-464
首都圏・鳥取市移住定住相談窓口 080-2930-3958
関西圏・鳥取市移住定住相談窓口 080-2930-3959

1 出会いからとっとり暮らしが始まる目　次

皆さんとの出会いから始まります

とっとり暮らしが始まる

とっとり暮らしを体験

仕事・住まいを決める

1

4

2

3

首都圏・関西圏等の田舎暮らしセミナー（相談会）での出会い

町内会への挨拶

鳥取市移住・交流情報ガーデン

鳥取ふるさとＵＩ（友愛）会

鳥取市お試し定住体験（９施設）のご案内

鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口 フリーダイヤルからの出会い

鳥取市での出会い

移住相談ブースを設け、専任相談員が親切丁寧に「とっとり暮らし」を説明します。

鳥取市に来たい・住みたい・暮らしたい人、移住定住コンシェ
ルジュがお手伝いします。

町内会への挨拶は地域に溶け込む第一歩です。専任相談員、
コンシェルジュが同行しますのでご安心ください。

コンシェルジュが常勤しています。移住された方がいつでも集
い、いろいろな方と出会い交流する場としてご利用ください。

楽しく、有意義で、快適な鳥取生活を目指してＵターン・Ｉターンした人たちのネットワーク
組織です。あなたもお仲間になりませんか。

鳥取市専任相談員、鳥取市移住・交流情報ガーデンの移住定住コンシェルジュが親切で細
やかに一緒になって移住をサポートいたします。

▲  ▲  ▲   

詳しくは P4 へ

▲  ▲  ▲   

関連情報は P5・P6 へ

鳥取市への移住をお考えの方に、一定期間とっとり暮らしをお試しいただける、「鳥取市お
試し定住体験」。皆様のニーズにお応えできる施設を用意しています。

　人気の施設は、温泉付きや農業体験施設。
　超おススメは、犬・猫同伴ＯＫ、さらに無料電気自動車を配備し、中心市街地が一望でき

る施設もございます。

　 鳥取市役所　地域振興課内 0120-567-464
　 首都圏・鳥取市移住定住相談窓口 080-2930-3958
　 関西圏・鳥取市移住定住相談窓口 080-2930-3959

　 鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口（鳥取市役所内）

　 H28.1.10オープン

　 鳥取市移住・交流情報ガーデン（鳥取駅北口から徒歩五分）

☎0857-30-6631

移住定住コンシェルジュ

鳥取市移住・交流情報ガーデン
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国府町

河原町

佐治町

鹿野町

福部町

用瀬町

気高町

青谷町
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82 鳥取市のエリア紹介

国府町エリア

河原町エリア

佐治町エリア

鹿野町エリア

福部町エリア

用瀬町エリア

気高町エリア

青谷町エリア

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、本町の歴史は砂丘から始まったとも言えます。

古事記に日本最古の恋物語
「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。

町内から発見された遺物など
から、本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。中世末には鹿野城主亀

か め い こ れ の り

井茲矩の治世下
にあり、日光池の干拓が行われました。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。
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。

「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。

数多くの文化財、史跡が点在し、「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、国分寺や法花寺が
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

おおとものやかもち

伴家持、小倉百人一首で有名な
在
ありわらのゆきひら

原行平、また鎌倉幕府創設に関わった大
お お え ひ ろ も と

江広元などの有
名な人たちが国守として赴任しています。

古くから都と因幡を結ぶ街道
が通っていた用瀬は交通の要
所であり、藩政時代には、大名
らの休憩所として宿場町とし
ても栄えました。また、鳥取藩
の目付も置かれ、政治、経済
上の要地としても発展しました。
一方、三

み す み や ま

角山山頂の鋒
ほうしゃくだいごんげん

錫大権現は創建が古く、昔からこの地
方一帯の聖地として、修験者たちの修行が長く続くとともに、
多くの参詣者が訪れました。
さらに、昭和の芭蕉と呼ばれた「種

た ね だ さ ん と う か

田山頭火」をはじめ多く
の俳人・歌人も用瀬を訪れ、多彩な句を残しています。

本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。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。

中世における本町は、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
か め い こ れ の り

井茲矩の登場により平静を得て、城下町、近隣の物産集積
地として発展しました。

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、鳥取砂丘は年間を通じて多くの観光客が訪れる
鳥取県を代表する観光地になっています。

鳥取県東部圏域の中央に位置し、河川・道路の主要な結束点でも
あり、特に河原インター付近「道の駅清流茶屋かわはら」は「本市
南部の表玄関」となっています。

「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。また、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」があります。

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。

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。

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。

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、夏泊の海女漁、国の史跡に指定され、弥生人の脳が発見され
るなど全国的に注目を浴びている青谷上寺地遺跡などがあります。

城下町の風情を活かし、400年続く「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。

全国でも珍しい鳴り砂と日本海の荒波によって形成された長尾鼻岬
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
づけられています。

米作を中心にそばの生産振興を図っており、鹿野そば道場などでの
提供をはじめ、「そば乾麺」「そば焼酎」などの加工品の開発。また、
新たな特産品として、鹿野地鶏、因州しし肉、生姜などの生産振興に
も取り組んでいます。

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、生姜の特産品化が取り組まれています。
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、ひらめなど）にも取り組まれて
います。

さじアストロパーク、和紙工房「かみんぐさじ」は、本町観光の中心
となっています。

「５し」のひとつ「話」である「佐治谷話」は、全国に誇れる「民
話」として発信され、地域活性化に貢献しています。

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
化財が数多く点在しています。

毎年旧暦の3月3日に情緒豊かな民俗行事の「流しびな行事」が行
われ、県内外から多くの観光客が訪れます。

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
います。

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。千代川では、鮎の稚魚の放流を行い、釣り
人などの誘客につながっています。

上地・雨滝周辺は、山陰海岸ジオパークの「扇ノ山ジオパークエリ
ア」として位置づけられるなど、豊かな自然環境を有しています。

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。

焼き物の里として「牛
ノ戸焼」、「因州・中
井窯」、「やなせ窯」
の窯元があります。

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。

稲作が中心ですが、その他作物として、白ネギ・アスパラガスなどが
あります。

本町の南部地域は、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。 米作栽培が中心であり、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。

山陰海岸ジオパーク

南部の表玄関

伝統行事

主要産業

西の玄関口芸　術

地域資源

まちづくり
青谷海岸ジオサイト

農　業

農業・漁業

観　光

「星」「梨」「和紙」「話」「石」の「５し」

史跡・文化財

流し雛の里

砂丘らっきょう

農林水産業

山陰海岸ジオパーク
梨狩り

焼き物の里

因幡の傘踊り

農　業

農　業
農　業

8つのエリアの地域振興は、総合支所が中心的な役割を担っています。
それぞれのエリアには伝統や文化が「歴史」として残り、豊かな自然
や歴史的な遺産、伝統芸能、特徴的な地形や景観など数多くあります。
あなたにピッタリの暮らしたい町を探してみては。

人間
国宝

鳥取市河原町在住の陶芸家

平成25年9月に国指定重要無
形文化財保持者（人間国宝）
に認定。河原町で「やなせ窯」
を営んでいます。

前田 昭博 さん
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3 Iターン向けお試し体験
お試し住宅

レンタサイクル

農家民泊体験

新しい生活を始める前には不安がつきものです。まずは“お試し住宅”で地域の人と
交流しながら、実際に“とっとり暮らし”を体験してみましょう。

鳥取県東部にある佐治地域は、日本国内で最も星空が美しい地域です。
「五しの里」（「梨」なし 「和紙」わし 「話」はなし 「石」いし 「星」ほし）に代表される
地域資源を中心とした体験メニューを整備して、
長期滞在できるプログラムの充実を図っています。 

鳥取駅周辺の観光や町めぐりは、エコで手軽なレンタサイクルをご利用ください。

用
瀬
町

鹿
野
町

佐
治
町

鹿
野
町

気
高
町

鳥
取
市

鹿
野
町

鳥
取
市

五
ご

しの里さじ地域協議会

利用料金 ●普通自転車　500円／日　●電動自転車　1,000円／日

【問合せ】
市営鳥取駅高架下第２自転車駐輪場 ☎ 0857-21-8899
市営片原駐車場 ☎ 0857-50-0300

（8：30〜18：30）
（8：30〜17：00）

http://www.5shi.join-us.jp/

4 とっとりで働く

就業割合

新規就農

職業紹介機関

「農業にチャレンジしたい！」と思う方の就農定住を支援しています。

□原則　満18歳～概ね40歳までの健康な人
□自己資金のある人
□２年間の研修期間中に就農舎での寮生活が可能な人（独身者は寮生活が必須）
□普通運転免許証を有する人（ＡＴ限定不可）　　等

鳥取市 全国
就業率 58.8％ 57.3％

女性就業率 50.9％ 47.1％

高齢者就業率 23.0％ ー
（データ：鳥取県統計課／ H22）

（鳥取市役所　経済・雇用戦略課内）

（平日 8：30〜17：15）

（月・水・金 8：30〜19：00、火・木 8：30〜17：15、土 10：00〜17：00）

（平日8：30〜17：15）

（平日10：00〜18：00）

（平日10：00〜18：00）

（平日8：30〜17：15）

（月〜金10：00〜18：00、土10：00〜17：00）

（データ：鳥取県統計課／ H22）

第一次（農業・漁業等） 5.5％
第二次（製造業等） 21.7％
第三次（小売業等） 64.3％
その他 8.5％

第二次
21.7％

第三次
64.3％

その他
8.5％

第一次
5.5％ 産業別割合

鳥取市無料職業紹介所

とっとりふるさと就農舎

ハローワーク鳥取

ふるさと鳥取県定住機構

レディーズ仕事ぷらざ鳥取

ミドル・シニア仕事ぷらざ鳥取

鳥取市シルバー人材センター

とっとり若者仕事ぷらざ
ヤングハローワークとっとり

☎0857-20-3134

【問合せ】 ☎ 0857-22-7225

☎0857-23-2021

☎0857-29-7870

☎0857-36-8222

☎0857-22-0050

☎0857-36-4510
☎0857-39-8986

個別就職相談、職業適性診断、就職支援セミナー等幅広いサ
ービスが受けられます。
対象：県内在住の学生及び県内企業に就職を希望される概ね
45歳未満の方々

発信する地域により、鳥取・大阪・東京のいずれかにつながります
0120-307-238

概ね４０歳以上

原則６０歳以上

若者対象仕事アドバイス

［
併
設
］

受入条件等

共働き
夫婦の
率は高い
です

今後雇用が見込まれる企業

会　　社　　名 操業開始予定月 雇用予定者数
㈱イナテック 平成28年6月 100名
今井航空機器工業㈱ 平成28年2月 100名
㈱ササヤマ 新本社工場 平成28年8月 37名
共和薬品工業㈱ 平成29年9月（一部操業開始） 120名
マルサンアイ㈱ 平成29年10月 100名
㈱源吉兆庵 平成28年5月 330名
㈱ＪＣＢエクセ 平成26年8月 2021年までに400名
㈱アクシス 平成26年5月 2018年までに130名
㈱ＬＡＳＳＩＣ 平成29年4月 今後100名増
ＪＰツーウェイコンタクト㈱ 平成16年4月 今後100名程度増

農業
体験

温泉
付き

築100年
古民家

街なか わん泊ハウス

犬・猫
同伴OK

無料電気
自動車付

利用料金利用料金

利用料金

利用料金

利用料金 利用料金

●１ヶ月 54,000円で３ヶ月間
●24Ｈ温泉
●２棟

【問合せ】
鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口　
　  0120-567-464

●１日1,200円（別途光熱水料・交通費）
●3日以上2ヶ月以内
●備品完備

【問合せ】
鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口　
　  0120-567-464

●１日1,200円（別途光熱水料・交通費）
●3日以上2ヶ月以内
●備品完備

【問合せ】
鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口　
　  0120-567-464

●１日1,200円（別途光熱水料・交通費）
●3日以上2ヶ月以内
●備品完備

【問合せ】
鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口　
　  0120-567-464

●１日1,200円（別途光熱水料・交通費）
●3日以上2ヶ月以内
●備品完備

【問合せ】
鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口　
　  0120-567-464

●１日 1,200円
　（光熱水料込・別途交通費とペット体験料）
●7日以上3ヶ月以内

【問合せ】
鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口　
　  0120-567-464

利用料金
●１週間 21,600円
●1ヶ月 54,000円

【問合せ】
鬼入道グリーンツーリズム事務局　
☎ 090-8711-6244

利用料金
●期間に応じて

【問合せ】
株式会社ケイティー　
☎ 0857-24-3288

2棟
あり
ます

ちょこっと情報

4 5



5 とっとりに住む

鳥取市空き家情報バンク

空き家に関する情報は…

公営住宅（市営・県営住宅）について

鳥取銀行「移住・定住促進ローン」

1DK・2DK …… 単身者優先
3DK・駅南団地 …… 家族世帯優先

年４回（２・６・９・１１月）抽選

毎月抽選

じっくりと
探しましょう！

「空き家バンク」
があります！

公益社団法人 鳥取県宅地建物取引業協会
物件検索サイト

イエとち鳥取　http://www.ietoti.jp/

とっとり暮らし住宅バンクシステム　http://www.ietoti.jp/IJU/

「空き家バンク」とは、空き家等所有者か
らいただいた物件情報（アンケート結果）
を「空き家情報」として登録し、鳥取市に
移住したい!! とお考えの市外在住者の方に、
情報を提供する仕組みです。

これから鳥取県内に移住・定住をお考えの方、移住されて5年以内の方を
応援する、住宅取得プラン・リフォームプラン・フリープラン。

鳥取市空き家情報

イエとち鳥取

平成27年度の空き家登録物件は
30件を超え、売買・賃貸、市内全域
にわたって提供しています。
お気軽にご相談ください。

【問合せ】
鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口
　   0120-567-464

鳥取県下の
不動産業者の90％、
約320社が加盟する

公益法人

鳥取市の家賃相場

市営住宅

県営住宅

【問合せ】　鳥取市役所 都市整備部 建築住宅課　
　　　 ☎ 0857-20-3291

【問合せ】　鳥取県住宅供給公社　
　　　 ☎ 0857-27-7334

【問合せ】　東部担当  ☎ 090-4659-1908

【問合せ】
とりぎん鳥取ローンプラザ（住宅取得プラン、リフォームプラン）　☎ 0857-37-0226
とりぎんダイレクトマーケティングセンターローンサポート（フリープラン）　☎ 0120-690-244

1Ｋ～2DK 2LDK〜
3DK

3LDK〜
4DK

アパート・
マンション 3.8万円 4.0万円 6.8万円

一戸建て ー 4.2万円 6.8万円

ちょこっと
情報

【参考】総平均賃料
　全　国　5.5 万円、鳥取県　4.7 万円
　（データ：全国賃貸管理ビジネス協会／ H27.9 月）

移住・定住
される方を

応援
します！

6 子育てについて

待機児童数「ゼロ」

小児医療費について

育児不安の解消

子育て支援カード

保育所等数

平成18年4月以降、待機児童数０「ゼロ」を維持しています。

里山、川、砂丘、畑など自然体験をできるところすべてをフィールドとし、
特色のある保育が受けられます。

園舎を持たず、雨の日も雪の日も
暑い日も毎日外で遊んでいます。

主に保育園周辺の森・川・田畑な
どの里山に出かけています。

保育園（鳥取市立・公設民営・私立）・認定こども園・地域型保育事業 … 51 箇所
国公立・私立幼稚園 …………………………………………………………… 11 箇所
届出保育施設 …………………………………………………………………… 2 箇所

地域子育て支援センター …………………… 市内 13 箇所
小学校入学前までの子ども（親）が利用できる遊びの広場。出入り自由で子育て相談や指導等受けられます。

病児・病後児保育…………………………… 5 箇所
安心して子どもを預けられる環境が整っています。

休日保育施設 ………………………………… 1 箇所
ファミリー・サポート・センター … … …  1 箇所
一時預かりを行っている保育所等 … … …  9 箇所

特別医療費助成制度（小児）
　中学生以下　　　Ｈ28年4月より、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大

　　通院 …… 自己負担額　530円／日（同月に同一医療機関を受診した場合、５回目以降無料）
　　入院 …… 自己負担額　1,200円／日

豊かな自然をいかした保育を行ってる園もあります

鳥取・森のようちえん
風りんりん

いきいき成器保育園

ちょこっと
情報

とりっこカード（鳥取市）

とっとり子育て応援パスポート（鳥取県）

３人以上の子育て保護者には手厚い特典

中国・関西各府県と連携し、他府県でも利用可能
とりっこカード とっとり子育て応援パスポート

平成27年10月現在

http://www.kosodate-
ohkoku-tottori.net
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　大人の婚活　　スポーツジム婚活　　年代別婚活
　登山婚活　　クリスマスイルミネーション婚活
　カップルパーティ（小規模）etc.

様々なイベントを実施します。

学校教育について

婚活サポートセンター

公　園
遊具・広い芝生等充実した公園がたくさんあります。

鳥取市の本気の婚活プロジェクト。鳥取と地元企業が一緒に
なって立ち上げたサービスで、少子化・移住定住、鳥取市に
住む人の幸せな未来のために、出会いのきっかけを作ります。

重箱緑地公園 ……… 大きな複合遊具が特徴、入園無料
真教寺公園 ………… ウサギなどの小動物と触れ合える。ふれあい体験：木・日曜日（10：00～11：30）
 夏はじゃぶじゃぶ噴水広場で水遊びも楽しめます
とっとり出会いの森 … 広大な敷地を散策しながらアスレチックを楽しめます
殿ダム周辺広場 …… ４つの広場で遊びもいろいろ
鹿野城跡公園 ……… 桜の名所として有名、親子でお花見
貝がら節の里 ヤサホーパーク … 浜村温泉街の高台にあり、園内全域芝生化

鳥取市 全国
小学校 13.0人 15.9人

中学校 11.7人 13.8人

高　校 11.2人 14.2人
※ 高校のみ鳥取県平均

（データ：鳥取県統計課／ H26.5.1 現在）

教員１人当りの児童数 学校数
小学校数 ……   44校　10,196人
中学校数 …… 〈公立〉 17校　   4,979人
 〈私立〉    1校　   83人

高校数 ……… 〈公立〉７校　
 〈私立〉３校
大　学 ……… 〈国立〉鳥取大学
 〈公立〉公立鳥取環境大学

専修学校 ……  〈公立〉鳥取県立鳥取看護専門学校
 　　　　鳥取県立歯科衛生専門学校

 〈私立〉8 校

（データ：鳥取市 教育委員会 学校教育課／ H27.5.1 現在）

7 若者支援

会員登録数
900人突破

カップル成立数
69組

サービスの流れ

イベント例

１．登録（ＦＡＸまたはＨＰ）
２．イベント情報を配信
３．申込み、参加
４．アフターフォロー

（平成27年10月31日現在） （平成27年11月21日現在）

【問合せ・登録】
「すごい！鳥取市」婚活サポートセンター 運営事務局　☎070-5675-5557

登録
しよう！

１世帯（２人以上の世帯のうち勤労者世帯）
１ヶ月あたり平均

鳥取市 大阪 東京
年間降水量 1,890.0㎜ 1,278.5㎜ 1,808.0㎜

年間日照時間 1,706.7時間 2,161.3時間 2,104.0時間

年間降雪量 101㎝ 6㎝ 49㎝
最深積雪 30㎝ 4㎝ 27㎝

年間平均気温 14.9℃ 16.7℃ 16.6℃

最高気温 37.8℃ 37.1℃ 36.1℃
最低気温 -2.6℃ -0.5℃ -1.3℃

8 すごい！鳥取市

鳥取市へのアクセス

鳥取市の気候

家計状況

羽田↔鳥取砂丘コナン空港
フライト時間約70分

鳥取駅⇒空港まで車で約20分
空港内の駐車料金無料!!

大阪駅↔鳥取駅
特急スーパーはくと
（最速2時間24分）

名古屋駅↔鳥取駅
新幹線
＋特急スーパーはくと
（約3時間20分）

大阪↔鳥取
車で2時間30分

鳥取自動車道は
全線無料！！

【参考】
年間降水日数：160日（全国7位）

（データ：総務省統計局／ H22）

（データ：国土交通省、気象庁／ H26）

（データ：鳥取県地域振興部統計課／ H26）

東京から 大阪から名古屋から

東京・大阪
との差
マイナス
1.7～1.8℃

山陰地方でよく言われる言葉
「弁当忘れても傘忘れるな」

約30年前の最深積雪は95㎝
昔に比べると降雪量も少なくなり
ましたが、スタッドレスタイヤは
必需品です

積雪が、車道で15㎝、
歩道で20㎝超えれば
除雪車が出動します

車は必需品！
近くのコンビニまで
車で行きます

鳥取市 全国平均
実収入 444,249円 519,761円

実支出 359,295円 414,975円

黒　字 84,955円 104,786円

世帯人員 3.8人 3.4人

鳥取市の冬の暖房費 UP!
11月～4月頃までこたつと
ストーブは欠かせません!!

鳥取市の
買い物場所

スナバも
スタバも
モールも
あります♪

まだまだ
たくさん
あるよ！

鳥取市公園

大阪から
意外と早くて
近いんです！

CM
WEB公開中！
すごい！鳥取市

すごい！が
ギュッと詰まった都市、
鳥取市を〝すご！ウサギ” が
ギュギュッと紹介 !!
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可燃ごみ
プラスチックごみ

9 とっとりでの生活について

水道水が美味しい

病院が多い

ゴミの出し方

自治会、まちづくり協議会が地域を支える

豊かな食材、美味しい魚

１００円循環バスくる梨

鳥取市立図書館『移動図書館』

介護が必要になったときは …

鳥取・国府地域の水源は千
せ ん だ い が わ

代川の伏流水
を水源とし、川底から約3ｍ下に埋めてあ
る集水管から取水しています。

５台の図書館車が、音楽を鳴らして市内の
180箇所のステーションにやってきます。

鳥取市の街中を循環するコミュニティバス。
赤・青・緑の３コースがあり、大人・小人とも１回１００円です。
鳥取駅を起点に公共施設・病院等を約20分間隔で31便/日、
運行しています。

もし、認知症などで介護が必要になったときでも安心して生活し続けてい
くために、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護など、
介護状況に応じた多種多様な介護サービスが受けられます。

鳥取市自治会連合会

鳥取を代表するブランド

まちづくり協議会

鹿野地域「ＮＰＯ法人 いんしゅう鹿野まちづくり協議会」

▲

河原地域「いなば西郷むらづくり協議会」

当地でしか食べられない

鳥取のソウルフード

鳥取産のお米

地域に住む人たちが、安全・安心で快適なまちをめざして自主的に活動する住民自治組
織です。行政・地域の情報を回覧・文書配布で提供します。
主な活動：交通安全・防犯・環境美化・親睦行事、子ども会・老人クラブ等各行事を通じ、貢献・交流
を図る場として、地域活性化に役立てていきます。

松葉ガニ ………鳥取の冬の味覚ズワイガニのオス、11月上旬から
 解禁です。メスは「親ガニ」と呼びます。
20世紀梨 …… やっぱり梨は青梨。
 シャリシャリの食感で、生産量全国１位です。

ごみステーションは、町内会・アパート管理会社等で管理され、
ごみは５つの分別で収集されます。

可燃ごみ
古紙類、食品トレー
プラスチックごみ、資源ごみ

ペットボトル、乾電池等
小型破砕ごみ

地域の身近な課題解決に向けて、地域が一体となって取り組む組織
市内６１地区公民館単位に設立され、協議会ごとに様々な地域活動を行っています。

地区の空き家を活用して定住促進の運営業務を行っています。

空き家になった古民家を借り受け、地域拠点などの整備・運営を行っています。
また、さらなる賑わいと新たな地域文化を創り出すため、空き家を活用して移住者の
受け入れも行っています。
TEL・FAX：0857-84-1188　URL：http//www.shikano.org/

モサエビ ……… 見た目は地味でも、甘えび以上の甘さ。
白
し ろ

ハタ ………… 食卓の定番ハタハタは脂がのっています。

ちくわ ……………………  鳥取のちくわと言えば「とうふちくわ」!!!
 豆腐７割の郷土料理です。
ホルモン焼きそば …… 牛ホルモン入りの焼きそばで、味噌味が主流。
 通称ホルソバ。

きぬむすめ …… 日本穀物検定協会におけるH26年度 米の食味ランキングで「特A」
 とても白く艶やかな炊きあがり
 粘りが強く、やや柔らかめの食感。

高い満足度！！「程よく都会、程よく田舎」が暮らしやすさのポイント！

□ 浜村温泉
□ 鹿野温泉
100ℓ100 円で温泉を購入できる
温泉スタンドがあリます。

□ 鳥取赤十字病院
□ 鳥取県立中央病院
□ 鳥取市立病院

□ 可燃ごみ袋……大・中・小・極小
□ プラスチックごみ袋……大・中・小

自宅で温泉が楽しめる！
「温泉自動販売機」があります

〈東部保健医療圏〉
の地域医療支援病院

 （承認年順）

家庭ごみは、
有料指定袋でお願いします。

病 院 等  （H25） 鳥取市　9.3施設 全国平均　8.6施設

医 師 数  （H24） 鳥取市　23.9人 全国平均　22.7人

看護師等  （H25） 鳥取県　91.0人 全国平均　69.9人

数値：人口１万人あたり　　（データ：鳥取県統計課）

千代川：水源は智頭町の沖ノ山 1,318m、一級河川

絵本や児童書のほか、料理・編み物・園芸
などの実用書やベストセラー小説、紙芝居
も揃っています。
みんなが図書館車が来るのを
楽しみにしています。

市民の味方！
停留所がたくさん
あって便利です。

安全で
良質な水

医療機関
の充実

どちらも
底びき網漁
漁期は
9～5月

立ち寄ってみたいと
尋ねられる施設

ちょこっと
情報

鳥取県立図書館
全国の都道府県・市町村
図書館でNo.1の評価
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平成26年　東京から鳥取市 河原町へ移住

平成23年　大阪から鳥取市 河原町に移住

平成26年　大阪から鳥取市 鹿野町に移住

平成23年　札幌から鳥取市へ移住

 « Uターン »TOTTORI

TOTTORI

 « Iターン »

TOTTORI

 « Iターン »

TOTTORI

 « Iターン »

定年後

定年後

起業

農業10田舎で暮らそう
　〜 先輩移住者の声 〜

櫛谷 さんご夫妻
３人家族　３０才代

岩本 さんご夫妻
６０才代

大里 さんご夫妻
６０才代

大森 さん
３０才代

移住体験者の
みなさんへ
インタビュー
しました！

　田舎で農業をして暮らしてみたいと前から考えていた
から。子供もいなく移住するなら今の機会だと思い、結
婚を機に移住することにしました。

　農業人フェアで鳥取市のブースの人の対応が良かっ
たから。隣県のブースはいまいちだった。

　家の周りには自然が多くのんびり暮らせる割に、車が
あれば買い物にも困らない。逆に車がないと大変かも
しれません。
　ただ住んでいるところが山側なのでカメムシやムカ
デ・ハチなどとの闘いや、冬場は寒さと雪かきが大変
です。

　仕事をリタイヤした後の人生を、「田舎暮らし」をし
たく、又、孫たちに都会生活にはない体験をさせたくて。

　移住相談セミナーに参加し、相談員の皆さんが親切
で、鳥取市の四季がはっきり感じられ、自然災害も少な
く安心でき、なにより関西圏が近いのが最大のポイント
でした。

　転地療養の為旅行をする様になり、長期滞在の上、
のんびり静かな生活をずっと手に入れたく移住を決意。

　塩素の入っていないキレイな水、毎日入れる料金の
源泉掛け流し温泉と静かな環境があるところ。

　庭の菜園での野菜づくり、蒔ストーブの心地好さを手
に入れられたこと。魚がすごく新鮮で、米、野菜、果物
も美味しくここだからの田舎暮らしがありました。

　起業をするタイミングでワークライフバランスを考え、
仕事も自然も楽しめる場所で過ごしたいと思ったから
です。

　大学時代を鳥取で過ごし、せかせかしていない雰囲
気が自分に合っていて住みやすい環境だと思ったので。

　農業で移住を考えている方は、まずは家族の理解が
大切だと思います。家族がいる方は特に奥さんの協力
が必要不可欠なので、しっかりと話し合って納得した上
で農業を始めたほうがいいと思います。収入も移住する
前より少なくなり、作物も技術・経験を積まないとなか
なか最初から上手くできず、なかなか収入が安定しま
せん。また機械などの購入も必要なので、貯金はあった
だけあったほうが良いです。できればどちらかは市内に
でも働きにでると良いだろうなと思っています。ただ私
達は夫婦２人で農業を行っています。収入面では大変だ
けど、妻とも沢山話すようになり、また家族との時間を
沢山作ることができ楽しく過ごせ、移住して良かったと
思っています。
　鳥取市には農業研修施設（とっとりふるさと就農舎）
があるので、そこで知識や技術を学んでから就農するこ
ともでき、農業の経験がなかった私にはうってつけの施
設でした。また研修中は生活支援で助成金などがでる
のでそれも助かりました。農業未経験の方はこのような
研修施設に行ってから就農するのも一つの選択肢だと
思います。

　多少の不便さや生活習慣の違いはありますが、自然
環境の良さ、水や食べ物の美味しさには、本当に鳥取で
良かったです。

　２～３年両方の地で生活される方が良いでしょう。良
いところも悪いところも見えてきて、鳥取でやっていけ
ると判断出来てから永住に踏み切るべきです。

　いろいろな場所（他県）を検討したけれど、場所が変
われば常識も違うことが戸惑いの元である。鳥取に限
らず田舎はどこでも排他的な所。

　ローコスト老人住宅を建て、ランニングコストの低さ
と生鮮食品の安さに大変満足しています。

　一度離れて戻ってみると鳥取の良さがより鮮明に見
えました。海も山も家から30分以内の距離で、仕事が
終わってからでも釣りや素潜りなどのアウトドアが楽し
めます。食べ物が美味しいのも魅力的です。

　駅前通りが土日にシャッター街になっていて閑散なイ
メージがありますが、実は色んなイベントが開催されて
います。体験、参加することで生活がより楽しくなると
思います。

どうして移住を

どうして移住を

どうして移住を

どうして移住を

鳥取で暮らしてどうでしたか

鳥取で暮らしてどうでしたか

鳥取で暮らしてどうでしたか

鳥取で暮らしてどうでしたか

移住を考えられている方へのアドバイス

移住を考えられている方へのアドバイス

移住を考えられている方へのアドバイス

移住を考えられている方へのアドバイス

家計簿への影響はありましたか？

移住先に鳥取市を選んだ理由

移住先に鳥取市を選んだ理由

移住先に鳥取市を選んだ理由

移住先に鳥取市を選んだ理由
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平成27年　岐阜から鳥取市へ移住

平成26年10月　東京都から鳥取市へ転勤

TOTTORI

 « Iターン »

平成24年　東京から鳥取市 河原町へ移住

 « Uターン »TOTTORI

子育て 芸術

木村 さん
5人家族　３０才代

川崎さん　５０才代

鳥取市へ応援メッセージ

　仕事上でも普段の生活のなかでも、今が自分と家族
にとっての分岐点だと感じていた。生まれ育った地を離
れ、ここで一歩前に踏み出せれば新たな土地でのイン
スピレーションを活かしてより良い作品を生み出せるの
ではないかと思った。

◦ 刺激が多すぎず、少なすぎず、するべきことに集中で
きるが飽きのこない環境。

◦ 空港が近く、東京に出かけるのに便利。
◦ なによりも、ここに住むことを想像したらワクワクし
た。細かいことよりも、街全体の雰囲気が良いという
ことだろう。

　子どもが歩き始め外遊びをはじめた頃、住宅街の道
ばたや公園の雑草ひとつ取るのにも色々と気を遣った
り、電車など公共の場でも子どもが子どもらしくいるこ
とは許されない印象を受けることも多く、母親として窮
屈な気持ちでいました。私自身、山奥の山村で育ったこ
ともあって「街」で子どもを育てる自信もなくなってき
て、田舎で子育てしたいと考えるようになりました。

　移住のことが我が家の話題になりはじめた頃に、た
またま手に取った雑誌で智頭町の森のようちえんの存
在を知り、鳥取にすごく興味を持ちました。さらに調べ
てみると災害が比較的少ないと言われていることや農
産物・海産物が豊富なこと、日本海の美しさなどにも魅
力を感じ、さらに夫の出身地ということもあって鳥取市
を移住候補地に絞りました。仕事の関係で県内各所や
京阪神、東京など、どこへも比較的アクセスのしやすい
場所を考えていた時に空き家バンクで運良く現在の住
まいに出会えました。河原町という場所の、町過ぎず山
奥過ぎない感じが、色々な意味で我が家のニーズにマッ
チしているように思います。
　市の移住相談員の方が大変親身になってくださった
ことも大きな追い風になりました。

　移住してみて改めて、食材のバラエティーの豊かさ・
美味しさには驚きました。何より生産地と近いものも多
いので四季を通じて旬を学べ、それらを新鮮なうちに美
味しく味わえることが自然と子どもの食育にもなってい
るように感じます。
　いろいろなスポットがコンパクトにまとまっていて、
海も山も街も短時間でアクセスでき気軽に動け便利で
す。買い物も基本的には不自由はありません（ネットシ

◦ 街なかに暮らしているのにとても静か。
◦ 食べ物が美味しい！
◦ 雄大な自然がすぐそばに広がる。そして、その景色が
素晴らしいのはもちろんだけれども、そこに降りそそ
ぐ光そのものが美しい。

　鳥取はああだとかこうだとか、そのような話しも所詮
ひとそれぞれの主観的な見方。興味があれば、まずは
お試し体験施設などを利用して自分にとっての鳥取を
発見してほしい。生活の場をかえるというのは人生をか
えるということ。そして人生をかえる力というのは自分
にしかないのだから。

◦ 新鮮な魚介類が安い。
◦ 鉄道が割高。
◦ 早めに予約すれば東京への飛行機は意外にお得
　（往復35,000円前後）

ョッピングも併用。ただし、洋服にこだわりがある場合
は京阪神などまで出向いて購入することも）。空港も鳥
取市中心部から近いため、東京へのアクセスも便利で
助かります。
　ゆったりした環境なので、子どもにあれこれと制約を
する必要も少なく、のびのびと遊ばせてあげられること
がとてもよかったなあと思います。また、家の目の前に
山や川があり、毎日の「暮らし」の中に四季の移ろいが
寄り添っている（暑いときは暑い、寒いときは寒い、と
いうことも含めて）ことが子どもの五感を刺激し、よい
心の栄養となっているように感じます。
　移住後しばらくして鳥取市内にも森のようちえんの
ような活動が増えてきました。自然の中で子どもを育て
る環境もより選べるようになり、とてもいいことだなあ
と思います。
　冷たいカラっ風が吹く関東と違い、冬の鳥取はしっと
り湿度のある寒さなのは大きな違いでした。加湿器を
全く使わなくなり、かわりに除湿機や布団乾燥機がい
るようになりました。

　風土の違う場所に生活の場所を移すというのは想像
以上に身体に影響があったようで、私の場合は早くなじ
もうと頑張り過ぎたこともあって１年目は体調を崩して
ばかりでした。実際に移住されたら、はじめは頑張りす
ぎずにできるだけ無理なく過ごされることをお勧めし
ます。
　かかる生活費が少なくなった、というご家庭もあるよ
うですが、我が家の場合はそうでもなく、家賃等が減っ
た分、必需品である車のガソリン代や維持費、冬の暖房
費などが余分にかかるようになり、出費はそれほど変わ
らない、というのが現状です。

どうして移住をどうして移住を 鳥取で暮らしてどうでしたか

鳥取で暮らしてどうでしたか

移住を考えられている方へのアドバイス

家計簿への影響はありましたか？

移住を考えられている方へのアドバイス

移住先に鳥取市を選んだ理由

移住先に鳥取市を選んだ理由

　県外から来た者に観光資源が判りにくいです。
イベントチラシは土地勘が無いので案内図の掲
載をお願いします。冬が寒いのは仕方がないです。
街灯が少なく夜が暗いので早めに帰っています。
　イベントの情報発信をもっと頑張って下さい！

ちょこっと
証言

　転勤してくるまで鳥取砂丘だけのイメージでし
た。ところが、カニ・梨・らっきょう・すいか等季節
が感じられる食材が豊富です。数々の温泉、しゃん
しゃん祭など様々なイベントも沢山開催されてい
て驚いています。
　趣味のテニスは、東京と比べてテニスコートが
確保しやすく満喫しています。
　鳥取の街はゆったり、精神的にも良い町です。

Ｓ さん
３人家族　

　本人・夫（４０才代）
　娘（６才）
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「あー、えら。

　ここらでちょっと

　たばこしょうや。」

里仁 滝山 布勢 叶 祢宜谷 湖山 吉岡 計
10坪 42 70 30 25 2 46 84 299
20坪 12 26 0 0 39 5 16 98

11 とっとり暮らしの楽しみ
野菜づくりを楽しむ「市民農園」

観光地を巡って楽しむ

温泉を楽しむ ギネス世界記録認定「鳥取しゃんしゃん祭」

海水浴で賑わう

釣りを楽しむ

休日や余暇を利用して野菜や花の栽培を楽しみませんか。
収穫の喜びもひとしおです。

南北2.4㎞、東西16㎞に広がる日本最大級の砂丘、スリバ
チと呼ばれる大きく窪んだ場所は40mの深さがあります。
ラクダに乗って砂丘を遊覧したり、パラグライダーなどの
スカイスポーツも楽しめます。砂丘には障害物がないので、
初心者でも安心です。また、砂の上をスノーボードのように
すべるサンドボードに、鳥取砂丘のど真ん中で「砂丘ヨガ」
も人気です。

鳥取県一の大飛瀑の雨滝は、落差が40mあり、あふれ
出んばかりの水量が落ちる姿は迫力満点です。周囲に
も大小48もの滝が存在し、いずれも自然のままの滝を
見ることができます。

鳥取砂丘にある世界で唯一「砂」を素材にした彫刻作品を展示した
美術館です。『海外からも注目される日本の美術館７選』に選ばれ、
全世界の人々に高い評価をいただいています。

神話「因幡の白うさぎ」の舞台で
日本で初めてのラブストーリーの
発祥地。2010年には「恋人の聖
地」に認定されました。

天然温泉の「銭湯」めぐりも楽しめます。
しゃんしゃんと沸き、街を温める「いで湯」、
市街地に沸く鳥取温泉の他、鳥取市には温泉がたくさん!!

本格的な海釣りはもちろん、磯釣りが楽しめるポイントや漁港もたくさん
あり、釣り好きにはうれしい環境。また、千代川やその支流では渓流釣り
が楽しめます。

鳥取県東部地方に古くから伝わる「因幡の傘踊り」を誰でも簡単に
踊れるようにアレンジしたもの。“しゃんしゃん”とは、市街地の温
泉で“湯がしゃんしゃん沸く”“鈴の音がしゃんしゃん鳴る”という
意味で名づけられました。

日本海に面するとっとりの海は、
透明度が高く水質も良い！

鳥取港、賀露港、岩戸港、千代川河口等さまざまな釣り場があり、
アジ、カレイ、アオリイカ、スズキ等が狙えます。

イワナ、ヤマメ、鮎等の渓流釣りも楽しめます。

利用地区や期間により様々です
10坪（33平方メートル）　　　600円～5,000円／月～年　
20坪（66平方メートル）　  1,100円～10,000円／月～年

利用料金

磯釣り

渓流釣り

【問合せ】
鳥取市役所　農林水産部　農業振興課　　☎ 0857-20-3234

【参考】市民農園の地域別区画数 （区画）

天然
「温泉」の
銭湯も
あります

鳥取温泉 鳥取市街地

砂丘温泉 鳥取市福部町海士

吉岡温泉 鳥取市吉岡温泉町

湯谷温泉 鳥取市河原町湯谷

浜村温泉 鳥取市気高町浜村

鹿野温泉 鳥取市鹿野町今市

日本一の砂場「鳥取砂丘」

日本の滝100選「雨滝」

日本の美術館7選「鳥取砂丘 砂の美術館」

白兎海水浴場（白兎海岸）

７月中旬～８月下旬海水浴シーズン

①「よーきんさったなー」　　　　　→ よく来てくれました
②「たいぎい」 → 面倒だ③「ばんなりました」 → こんばんは

④「だらず」 → あほ⑤「たばこ」 → 休憩⑥「えらい」 → 疲れた

使ってみてね！

鳥取弁講座

遊漁船で
白いか釣りも！

豊かな自然
アクティビティ
が盛ん！
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