１．鳥取市中山間地域対策強化方針（平成３０〜令和２年）に係る強化施策の令和２年度実績（実施状況）
強化施策

令和元年度実績（実施状況）

実施主体

令和２年度実績（実施状況）

１ 安全・安心な暮らしの確保 住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくり
①健康づくり・地域共生社会の推進
・身近な圏域で、様々な生活課題に関する相談を、一旦丸ごと受け付け 地域福祉課
る「地域福祉相談センター」を設置し、課題の早期発見・解決を図りま
す。

社会福祉法人等との協働により、市内各中学校区に様々な生活課題に 社会福祉法人等との協働により、市内各中学校区に様々な生活課題に
関する相談を一旦丸ごと受け付ける地域福祉相談センターを設置した。 関する相談を一旦丸ごと受け付ける地域福祉相談センターを設置した。
地域福祉相談センター ２５箇所

・地域見守り活動支援や愛の一声運動、となり組福祉員や地域・福祉活 地域福祉課
動コーディネーターの設置の拡充強化を図るとともに、これらのネット
ワーク化を推進します。
・ひとり暮らしの高齢者などで除雪が困難で外出できない世帯の孤立を 地域福祉課、障が
防ぐため、地域における除雪態勢が整うまでの間、鳥取市職員で編成し い福祉課、危機管
た除雪応援隊を派遣します。
理課

地域福祉相談センター ２５箇所

地域・福祉活動コーディネーターを9地区に配置、各地域で活動している 地域・福祉活動コーディネーターを7地区に配置、各地域で活動している
団体のネットワーク化に向けた取り組みを行った。（市社協に補助）
団体のネットワーク化に向けた取り組みを行った。（市社協に補助）
地域・福祉活動コーディネーター設置事業 9地区（9人）

地域・福祉活動コーディネーター設置事業 7地区（7人）

（地域福祉課）
派遣実績なし。

(地域福祉課）
派遣実績なし。

（障がい福祉課）
出動実績なし。

（障がい福祉課）
出動実績なし。

（危機管理課）
派遣実績なし。
今シーズンは降雪が少なかったため。

（危機管理課）
派遣実績なし。
今シーズンは降雪が少なかったため。

・中山間地域振興推進員（2名設置）による小規模高齢化集落等の見守 市民生活部地域振 小規模高齢化が進行している7集落を対象に定期巡回等見守り活動を
り活動の実施
興課
実施。収集データ等を基に、今後の集落への支援のあり方について検
討。

小規模高齢化が進行している7集落を対象に定期巡回等見守り活動を
実施。収集データ等を基に、今後の集落への支援のあり方について検
討。

・中山間集落見守り事業（県）への参加

新規協定締結事業者 1事業者

長寿社会課、市民 新規協定締結事業者 2事業者
生活部地域振興課

通算31事業者

通算32事業者

・「とっとり市民元気プラン2016」に基づき、地域での健康づくりに取り組 健康・子育て推進課 「とっとり市民元気プラン2016」の推進については、鳥取市民健康づくり 「とっとり市民元気プラン2016」の推進については、鳥取市民健康づくり
むなど、健康を維持し、そこで生活する人々が元気で活躍する地域を目
推進協議会において、各取り組みの進捗状況を確認し合いながら、関係 推進協議会において、各取り組みの進捗状況を確認し合いながら、関係
機関、関係団体が一体となって取り組んだ。（会議回数 2回）健康寿命 機関、関係団体が一体となって取り組んだ。（会議回数 2回）健康寿命
指します。
の延伸を目指し、子育て、食生活、運動、喫煙・飲酒、休養とこころの健 の延伸を目指し、子育て、食生活、運動、喫煙・飲酒、休養とこころの健
康、疾病の早期発見・早期対応の柱ごとに健康づくり目標をたてて、健 康、疾病の早期発見・早期対応の柱ごとに健康づくり目標をたてて、健
康づくり地区推進員や食育推進員等の地区組織とともに、様々な機会を 康づくり地区推進員や食育推進員等の地区組織とともに、様々な機会を
とらえた啓発や健康教育、健康相談を実施している。
とらえた啓発や健康教育、健康相談を実施している。

強化施策

令和元年度実績（実施状況）

実施主体

令和２年度実績（実施状況）

②交通の確保・情報伝達体制の強化
・ＦＭ鳥取の電波による可聴エリアを拡大し、中山間地域における防災
情報や地域情報の発信力を強化します。

情報政策課

・高齢者に路線バス定期券の購入費用を一部助成する高齢者バス優待 交通政策課
助成制度を実施します。

○毛無山、小倉山へ中継局を設置し、可聴エリアの拡大を実施した。
○令和元年度に新設した中継局の運用を開始した。
○総務省補助事業「民放ラジオ難聴解消支援事業」の事業実施報告を
提出し補助金の交付を受けた。
世帯カバー率 98.4％（11.5％増加：エリア拡張前86.9％）
高齢者の閉じこもり予防と積極的な社会参加の促進のため、高齢者バ
ス運賃優待助成事業を実施した。
実施状況(H31.4月〜R2.3月)
定期券(3割助成) 販売 2,074枚 助成額11,319千円

・路線バス運賃の上限設定について、事業者とともに研究・検討を進め
ます。

交通政策課

・路線バスの維持・確保に努めるほか、交通空白地域や路線バスの便 交通政策課
数が極端に少ない区域で運行される、ＮＰＯ法人などによる交通空白地
有償運送などを支援します。

助成制度の見直しを行い、令和2年4月から運用開始した。
・助成対象者：高齢者（65歳以上）及び運転免許証返納者
・助成内容：路線バス定期券を定価の半額で購入いただけるように、販
売事業者に対し補助金を交付。
・実績：補助金申請件数2,014件、補助金交付額18,591千円

鳥取市生活交通創生ビジョンの策定を行い、路線バスのみならず生活 路線バス事業者と定額制運賃の導入について検討を行った。今後も導
交通の全般について見直し基準等を研究、検討を行った。今後も引き続 入に向けて継続して検討する。
き行う。
交通空白地域や路線バスの便数が極端に少ない区域で運行される、Ｎ 路線バスの廃止や減便が見込まれる地域において、交通空白地有償運
ＰＯ法人などによる交通空白地有償運送が３地区となった。
送の導入に向けた住民アンケート調査や試験運行の支援を実施。

③防災、防犯の取り組みの推進
・地域防災リーダーを養成のほか地域の自主防災の取り組みや整備を 地域福祉課、危機
支援し、地域防災力の向上を図る。避難行動要支援者支援制度の活用 管理課
など、地域の実情に応じたきめ細かな防災対策を推進します。

（地域福祉課）
令和元年度末 61地区すべてで実施
制度登録者数 5,727人

(地域福祉課）
令和２年度末 61地区すべてで実施
制度登録者数 5，408人

（危機管理課）
・各自主防災会対象に防災講習会の実施
・地区自主防災会連絡協議会対象に防災マップの作成指導
・避難行動要支援者支援制度取組後の活動について指導助言

（危機管理課）
・各自主防災会対象に防災講習会の実施
・地区自主防災会連絡協議会対象に防災マップの作成指導
・避難行動要支援者支援制度取組後の活動について指導助言

・土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域（レッド区域）の多くは 建築指導課
中山間地域にあります。レッド区域内で住宅の建替えなどを行う際に建
築基準法の構造規制を満たすための建築構造の増強や、区域外への
移転などに対して補助を行い、中山間地域の安全な暮らしを支援しま
す。

０件（応募者なし）

がけ地近接等危険住宅移転事業：２件（建物移転等及び除却等１件、除
却等１件）
鳥取市土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替等事業：０件（応募者な
し）

・土砂災害の防止には、えん堤や擁壁等の対策事業の実施が最も有効 都市企画課
であるため、事業主体の鳥取県に整備の推進を要望します。

３０箇所で事業実施。

３３箇所で事業実施。

・振り込め詐欺や悪質な訪問販売、盗難等の被害からひとり暮らし高齢 協働推進課
者などを守るため、啓発活動を強化するとともに、防犯パトロール等地
域による防犯の取り組みに対し支援をします。

○防犯ボランティア団体への防犯用品の支給等により、防犯パトロール
活動の支援を行った。
○「安心安全だより」を毎月１回作成して鳥取市公式ウェブサイトへの掲
載や防犯ボランティア団体等に配布することにより、情報提供と啓発に
努めた。
○各警察署管内安心で安全なまちづくりネットワーク会議、安全安心ま
ちづくり地域リーダー研修会を開催し、関係団体・機関との連携・情報共
有を図った。
防犯用品支給実績：防犯ベスト(120着)、防犯キャップ(90個)

○防犯ボランティア団体への防犯用品の支給等により、防犯パトロール
活動の支援を行った。
○「安心安全だより」を毎月１回作成して鳥取市公式ウェブサイトへの掲
載や防犯ボランティア団体等に配布することにより、情報提供と啓発に
努めた。
防犯用品支給実績：防犯ベスト(100着)、防犯キャップ(134個)

強化施策

実施主体

令和元年度実績（実施状況）

令和２年度実績（実施状況）

④買い物弱者対策の検討や地域商業の維持
・食料品等の日常の買い物が困難な状況に置かれている者（いわゆる 経済・雇用戦略課、 （経済・雇用戦略課）
買い物弱者）に対する支援策について、商業・交通・流通・福祉・ＩＣＴの 市民生活部地域振 令和元年度実績なし
活用など幅広い観点から検討し、取り組みます。また、地域商店の維持 興課、長寿社会課
や地域課題をビジネスとして取り組むコミュニティビジネスの促進等にも
（地域振興課）
併せて取り組みます。
「中山間地域・買い物支援事業」により中小企業者の移動販売車運営1
件（支援地域：豊美・東郷・明治地区）及び買い物福祉サービス支援事
業3件（運行地域：国府地域、用瀬地域、佐治地域、鹿野地域）を支援。
（長寿社会課）
令和元年度実績なし

（経済・雇用戦略課）
令和２年度実績なし
（地域振興課）
「中山間地域・買い物支援事業」により中小企業者の移動販売車運営1
件（支援地域：豊美・東郷・明治地区）及び買い物福祉サービス支援事
業3件（運行地域：国府地域、用瀬地域、佐治地域、鹿野地域）を支援。
（長寿社会課）
令和２年度実績なし

⑤持続可能な地域形成の推進
・地域拠点を整備し、次世代の若いリーダーとしての担い手を確保・雇用 市民生活部地域振 小さな拠点担い手育成事業
し、育成をすることによって地域活性化並びに安定した運営を図ります。 興課
取組１件（佐治地域）
小さな拠点計画策定支援事業
取組１件（河原町国英地区）

小さな拠点担い手育成事業
取組１件（佐治地域）

・将来にわたり地域住民が安心して暮らし続けることができる仕組みづく 市民生活部地域振 （河原町総合支所）
りの計画に基づく事業を住民自らが進め、持続可能な地域づくりを進め 興課、佐治町総合 鳥取市中山間地域小さな拠点づくり支援事業補助金（計画策定支援事
ます。
支所、河原町総合 業）の交付
支所
補助金交付団体 1団体（いきいき国英ふるさとづくり協議会）
補助金交付額
173千円

（河原町総合支所）
事業無し

・大雪時の市民との協働による除雪対策として、町内会等が生活道路確 協働推進課
保のため実施する自主的な除雪活動に係る経費の一部を支援します。

大雪時に町内会等が行う生活道路確保のための自主的な除雪活動を
支援した。
支援件数：45町内会

大雪時に町内会等が行う生活道路確保のための自主的な除雪活動を
支援した。
支援件数：299町内会

・野生鳥獣による被害防止対策を強化することで、住民の安全確保とと 農政企画課
もに、農林業の振興を図ります。

奨励金による有害鳥獣捕獲
イノシシ 3,645頭、シカ 1,773頭、ヌートリア 570頭、
アライグマ 12頭
侵入防止柵の購入助成
電気柵 8,538ｍ、ワイヤーメッシュ等7,524ｍ

奨励金による有害鳥獣捕獲
イノシシ 3,603頭、シカ 2,259頭、ヌートリア 476頭、
アライグマ 7頭
侵入防止柵の購入助成
電気柵 20,294ｍ、ワイヤーメッシュ等18,923ｍ

（佐治町総合支所）
鳥取市中山間地域小さな拠点づくり支援事業補助金（担い手育成事業）
の交付
補助金交付団体 1団体（佐治町小さな拠点事業推進委員会）
（佐治町総合支所）
鳥取市中山間地域小さな拠点づくり支援事業補助金（担い手育成事業） 補助金交付額
2,226千円
の交付
補助金交付団体 1団体（佐治町小さな拠点事業推進委員会）
補助金交付額
2,680千円

強化施策

実施主体

令和元年度実績（実施状況）

令和２年度実績（実施状況）

２ 地場産業の活性化と雇用の確保 特色を活かした産業の活性化・雇用の創出
①６次産業化・農商工連携の推進
・農産物・農産加工品、伝統工芸品のブランド化・高付加価値化を推進
するとともに、農商工連携や産学官連携などのネットワーク化の充実を
図りながら、新商品の開発等、６次産業化の取組を積極的に促進しま
す。

企業立地・支援課、 （企業立地・支援課）
農政企画課
鳥取商工会議所に農商工連携マッチング事業を委託して実施した。
・マッチング推進（２３件）
・専門家によるアドバイス（７件）
・販路開拓・商談支援等（１９件）
※令和元年度より企業立地・支援課に業務移管。

・農村地域の活性化や農業経営体の経営の多角化を図るため、生産者 農政企画課、経済・ （農政企画課）
による農業生産物のブランド化、市街地消費者への対面販売、地産地 雇用戦略課
農産物のブランド化を推進するため、関西圏でのマルシェを行った。
消レストランの経営、観光との組み合わせなど、６次産業化の育成を支
マルシェ実施回数：38回/年
援します。
(経済・雇用戦略課）
令和元年度実績なし

（企業立地・支援課）
鳥取商工会議所に農商工連携マッチング事業を委託して実施した。
・マッチング推進（２９件）
・専門家によるアドバイス（８件）
・販路開拓・商談支援等（１７件）
（農政企画課）
該当なし
（農政企画課）
農産物のブランド化を推進するため、宅配形式のマルシェを実施（166
件）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、対面形式での開催を自粛
（経済・雇用戦略課）
令和２年度実績なし

②担い手の確保・育成と農林水産物、農林水産加工品等の販路拡大
・人工知能（ＡＩ）やＩＯＴを活用したスマート農業等の積極的な導入を推進 農政企画課
し、農業経営の効率化と安定化を図ります。

スマート農業技術を普及するため、スマート農機（ドローン等）の実演や
講演会などのセミナーを開催した。また、ＪＧＡＰ取得ほ場を増やしていく
ため、ＪＧＡＰ指導員養成研修を開催した。
スマート農業セミナーの開催：1回/年
ＪＧＡＰ指導員養成研修：開催なし

・農林水産物、農林水産加工品等の県外への販売や、地域事業者との 農政企画課、経済・ （農政企画課）
共同商品開発・製造などに取り組む地域商社とっとり等との連携により、 雇用戦略課
市内をはじめとする麒麟のまち圏域の農産物や加工品を県外のバイ
ヤーとマッチングを図る商談会を開催した。
生産者の販売拡大の取り組みを支援します。
商談会開催数：3回/年（鳥取市、岡山市）

スマート農業技術を普及するため、ドローンを活用した水稲の生育診断
やラジコン草刈機を活用した労働力削減の検証等を実施した。また、ＪＧ
ＡＰ取得ほ場を増やしていくため、ＪＧＡＰ認証へ向けた支援や普及活動
を実施した。
ＪＧＡＰ認証取得支援 3件
ＪＧＡＰ認証の普及活動 32（個別に農業者を訪問）
※新型コロナウイルス感染症の影響によりセミナーは中止
（農政企画課）
市内をはじめとする麒麟のまち圏域の農産物や加工品を県外のバイ
ヤーとマッチングを図るための商談を実施した。
商談回数：42回/年（個別訪問・リモート）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、バイヤーとセラーが一堂に
会する商談会の開催を自粛

（経済・雇用戦略課）
農業者・事業者の受発注拡大を図り、地域産業の底上げや地域経済活
（企業立地・支援課）
性化の取組を促進するため、運営に要する経費の一部を補助した。
市全体で1社の企業誘致を果たしたが、中山間地域へ進出した企業は
なかった。

（経済・雇用戦略課）
運営に対する支援は、サンセット事業で令和元年度で終了し、大阪市
中之島に設置している麒麟のまち関西情報発信拠点での地元産品を使
用した飲食・物販店での販促事業を委託した。
・恵まれた自然環境、安価な土地、遊休施設の活用など、中山間地域の 企業立地・支援課、 （企業立地・支援課）
優位性を活かした企業誘致活動を展開し、併せて農業への新規参入に 農政企画課
市全体で1社の企業誘致を果たしたが、中山間地域へ進出した企業は
より地域雇用の創出を図ります。
なかった。
（農政企画課）
中山間地域へ進出した企業はなかった。

（企業立地・支援課）
市全体で1社の企業誘致を果たしたが、中山間地域へ進出した企業は
なかった。
（農政企画課）
中山間地域において新たに農業に参入した企業が１者あり、併せて１名
の新規雇用が創出された。

実施主体
強化施策
令和元年度実績（実施状況）
・民間の活力により中山間地域の活性化を図るため、むらづくりに関す 経済・雇用戦略課、 （経済・雇用戦略課）
る会社又は共助型農業を促進するため、集落営農の組織化、法人化、 農政企画課、市民 令和元年度実績なし
営農組織の広域化など、あらゆる分野における法人事業化について支 生活部地域振興課
援・検討します。
（農政企画課）
集落営農組織を強化するための研修会を２回開催

令和２年度実績（実施状況）
（経済・雇用戦略課）
令和２年度実績なし
（農政企画課）
新型コロナウイルス感染症の影響により、集落営農組織を強化するため
の研修会は中止した。

③農地等保全・維持
・安全・安心な農産物の生産拡大と循環型農業の普及を促進するため、 農政企画課
耕畜連携によるたい肥を有効利用した有機栽培の支援、飼料用米など
の生産振興などを行い、良質な農産物の生産への支援を行います。

国の経営所得安定対策等推進事業を活用し、鳥取市水田フル活用ビ
ジョンの基づく高収益作物の作付推進や、自給率向上を目指した飼料
用米の作付推進、また、耕畜連携（水田放牧や堆肥散布）の取組に対し
支援を行った。

国の経営所得安定対策等推進事業を活用し、鳥取市水田フル活用ビ
ジョンの基づく高収益作物の作付推進や、自給率向上を目指した飼料
用米の作付推進、また、耕畜連携（水田放牧や堆肥散布）の取組に対し
支援を行った。

・地域の耕作放棄地を再生・利用する取り組みやこれに附帯する施設の 農政企画課
整備等に対し、総合的に支援します。

中山間地域の水田を守るため、集落の中心経営体へ機械導入経費の
一部助成を行った。

中山間地域の水田を守るため、集落の中心経営体へ機械導入経費の
一部助成を行った。 ３件

・森林整備・低コスト林業を推進するための作業道整備や間伐事業、竹 林務水産課
林整備の促進、しいたけ原木確保に係る支援の拡充を行います。

間伐303ha、広葉樹植林24ha、作業道整備46km、竹林整備4.5ha

間伐304ha、広葉樹植林51ha、作業道整備53km、竹林整備3.6ha

・低炭素社会の実現のため太陽光発電や風力発電など、地域の特性を 生活環境課
生かした自然エネルギーの導入を促進する必要があります。そのため、
一般家庭への住宅用太陽光発電設備等の導入を促進します。

自然エネルギー導入促進状況
・太陽光発電設備
54件（一般家庭へ）
・その他設備
29件

自然エネルギー導入促進状況
・太陽光発電設備
46件（一般家庭へ）
・その他設備
26件

・エネルギーを地域で生み出し、地域で活用する「エネルギーの地産地
消」を推進することにより、人口対策、防災的な問題点の解決を見据え
たまちづくりを取り組んでいくため、スマートエネルギータウン構想を推
進します。

○㈱とっとり市民電力が、平成３１年４月から市有施設１２４施設（対前
年度比１１施設増加）に電力供給を開始。約１３，５３０千円の電気代を
削減した。
〇６月３０日に開駅した「鳥取市道の駅西いなば気楽里」に導入した薪
ボイラー設備に対して薪燃料を地域内で安定して供給するために、木質
バイオマス燃料の地産地消のシステムを目指した。
〇地域の豊かな森林資源を熱エネルギーとして地域内で有効活用する
ことで温室効果ガスの削減やコミュニティレベルでのエネルギー自給率
を向上させるとともに、地産地消型の持続可能な資源循環型システムを
構築することで、地域社会と地域経済の活性化を図るための取り組みに
対して支援を行った。

〇一般財団法人 新エネルギー財団「水力発電の導入促進のための事
業費補助金」を活用し、佐治町木合谷川における小水力発電事業の可
能性調査を実施。ＰＦＩ方式により小水力発電事業者を公募し、選定を
行った。選定事業者と事業化に向けて協議を行っている。
〇市有施設（高圧１２４契約、低圧１３４契約）の電気契約について本市
も出資する地域電力会社「㈱とっとり市民電力」に切り替えることにより
電気代を約１６，７００千円削減している。
〇官民連携により設立し、本市も参画する「とっとり環境エネルギーアラ
イアンス合同会社」が令和２年度の「省エネルギー相談地域プラット
フォーム構築事業（経済産業省）」に採択され、中小企業者に対して無料
診断と省エネ設備更新に関する支援を行った。（６事業者）
〇「鳥取市道の駅西いなば気楽里」に導入している薪ボイラー設備に対
し、薪燃料を地域内で安定して供給するための体制構築を図った。

④地域の再生エネルギー源の有効活用

経済・雇用戦略課

⑤ソーシャル・コミュニティビジネス等の支援・促進
・ソーシャル・コミュニティビジネス（地域社会貢献ビジネス）の起業支援 経済・雇用戦略課、 （経済・雇用戦略課）
のため、起業希望者の掘り起こしを行います。また、起業希望者が円滑 市民生活部地域振 令和元年度実績なし
に起業及び経営ができるように各種マーケティング調査を実施し、情報 興課
提供を行い、コミュニティの充実や雇用の創出を促進します。
（地域振興課）
R1 取り組みなし

（経済・雇用戦略課）
令和２年度実績なし
（地域振興課）
R2 取り組みなし

強化施策

実施主体

令和元年度実績（実施状況）

令和２年度実績（実施状況）

３ 魅力ある地域づくり・人づくりの推進「個性」「魅力」を活かした地域づくり、人づくりの推進並びに集落の維持・活性化
①まちづくり協議会を核とした地域の魅力と活力の向上
・集落とまちづくり協議会との連携により、まちづくり協議会を核とした地 市民生活部地域振 (市民生活部地域振興課)
(市民生活部地域振興課)
域の魅力と活力を高める「地域コミュニティ計画」に基づいた活動を支援 興課、協働推進課 中山間地域の資源を活用した交流や、地域活性化の取り組みに対して 中山間地域の資源を活用した交流や、地域活性化の取り組みに対して
します。
支援を行った。
支援を行った。
取り組みを行ったまちづくり協議会数
取り組みを行ったまちづくり協議会数
・輝く中山間地域創出事業（計画策定） 1団体
・輝く中山間地域創出事業（計画策定） 0団体
・輝く中山間地域創出事業（ソフト事業） 7団体
・輝く中山間地域創出事業（ソフト事業） 4団体
・輝く中山間地域創出事業（里山交流） 3団体
・輝く中山間地域創出事業（里山交流） 0団体
（協働推進課）
「地域コミュニティ計画」に基づく、まちづくり協議会の活動について支援
した。
支援件数：61地区（市内全地区）

（協働推進課）
「地域コミュニティ計画」に基づく、まちづくり協議会の活動について支援
した。
支援件数：61地区（市内全地区）

・自ら創意工夫を凝らして集落等の活性化と自立をめざす活動を支援し 市民生活部地域振 (市民生活部地域振興課)
ます。
興課、協働推進課、 輝く中山間地域創出事業により、集落等の主体的な地域活性化の取り
農政企画課
組みや地域間交流を支援した。
・計画策定事業 1件 ・ソフト事業 7件 ・里山交流 3件

(市民生活部地域振興課)
輝く中山間地域創出事業により、集落等の主体的な地域活性化の取り
組みや地域間交流を支援した。
・計画策定事業 0件 ・ソフト事業 4件 ・里山交流 0件

（協働推進課）
コミュニティ活動支援事業として、町内会の自主性・主体性に基づいて行
う地域活動を支援した。
支援件数：501町内会

（協働推進課）
コミュニティ活動支援事業として、町内会の自主性・主体性に基づいて行
う地域活動を支援した。
支援件数：153町内会

（農政企画課）
（農政企画課）
集落の今後の農業を考え、「実質化された人・農地プラン」を作成するた 集落の今後の農業を考え、「実質化された人・農地プラン」を作成するた
めの支援をおこなった。 ４集落
めの支援を行った。 ６集落
・地域コミュニティ活動を円滑に行うために町内会、集落、自治会等が主 協働推進課
体的に取り組む情報伝達設備の整備を支援することにより、地域コミュ
ニティの維持、強化を図ります。

地域内情報伝達設備整備事業により、町内会等が主体的に取り組む情 地域内情報伝達設備整備事業により、町内会等が主体的に取り組む情
報通信設備の整備を支援した。
報通信設備の整備を支援した。
支援件数：１０１町内会
支援件数：130町内会

②地域で活躍する人材の育成
・中山間地域が元気になる塾（とっとりふるさと元気塾）を設置し、商品開 市民生活部地域振 とっとりふるさと元気塾
発や交流の実践者、地域のリーダーを養成します。
興課
・テーマ別専門講座 13回 延べ344名
・地域別出前養成講座 6回 延べ217名
成果報告発表会 →新型コロナのため、中止
リーダー認定者 24名

とっとりふるさとリーダーアカデミーの実施
・エリア別ゼミ ８回 ・テーマ別ゼミ ６回
・成果発表会 1回 ・開校式 新型コロナのため中止
参加者数 のべ３６３人
リーダー認定者 １７名

・アドバイザーの派遣によって、まちづくりの事例や活動などの紹介や助 市民生活部地域振 R１ 取り組みなし
言を通して、鳥取市全体へ地域振興の取り組みを広めていきます。
興課

地域振興アドバイザーの活動
・因州和紙を活用した剪画展の開催
・佐治町の和紙を活用したクリスマスツリーの展示（JR）
・鳥取南地域ふるさとマルシェの開催 等

・魅力ある中山間地域・集落の形成のため、中山間地域振興推進員を
設置し、活動を行います。

集落支援員制度(総務省)を活用し中山間地域振興推進員を1名配置。
小規模高齢化等集落支援、輝く中山間地域創出モデル事業、とっとりふ
るさとリーダーアカデミー等を活用した地域づくり活動に対する支援に取
り組んだ。

市民生活部地域振 集落支援員制度(総務省)を活用し中山間地域振興推進員を1名配置。
興課
小規模高齢化等集落見守り活動の実施、輝く中山間地域創出モデル事
業、とっとりふるさと元気塾等を活用した地域づくり活動に対する支援に
取り組んだ。

強化施策

令和元年度実績（実施状況）

実施主体

令和２年度実績（実施状況）

③地域運営組織の立ち上げ推進
・将来にわたり地域住民が安心して暮らし続けることができる地域づくり 市民生活部地域振 小さな拠点担い手育成事業
に住民自らが主体的に取り組む「小さな拠点」機能形成の仕組みづくり 興課
取組２件（佐治地域・国英地域）
の推進を支援します。（再掲）

小さな拠点担い手育成事業
取組１件（佐治地域）

④小規模高齢化集落等の活性化の推進
・小規模高齢化集落の限界化に歯止めをかけるため、集落現状・ニーズ 市民生活部地域振 実施なし。
の把握とともに、将来の集落を担う移住者の確保、活性化を図ります。 興課

実施なし。

⑤伝統芸能・伝統行事等の維持・継承
・地域の伝統に培われた伝統芸能・伝統行事、文化財など地域の歴史 文化交流課、文化
的な文化遺産を次の世代につなげていくため、保存・活用に努めます。 財課

(文化交流課）
伝統・郷土芸能団体備品整備事業補助金で備品整備を支援した。
・中部落（福部町）：麒麟獅子舞用蚊帳の新調／決算額348千円
・服部神社獅子舞保存会：麒麟獅子頭の修繕/決算額30千円
・ふくべ砂神太鼓実行委員会（福部町）：和太鼓の修繕／決算額104千
円
（文化財課）
指定文化財の民俗行事の実施の補助や道具の修繕を行った。国指定
無形民俗文化財「因幡の菖蒲綱引き」（3件）・「酒津のトンドウ」、県指定
無形民俗文化財「百手の神事」／決算額 169千円
また、因幡の麒麟獅子舞の連合保存会の設立に協力した。

(文化交流課）
伝統・郷土芸能団体備品整備事業補助金で備品整備を支援した。
（6団体） 679千円
岡益宝山会 和太鼓皮貼替補修/66千円
晩稲町内会 猩々面修理/57千円
屋住獅子舞保存会 猩々面、ひょうたん修理、しゃぐま新調/168千円
岩戸自治会 舞手衣装一式、袢纏新調/242千円
茶屋区麒麟獅子舞保存会 猩々面修理、しゃぐま新調/120千円
上国安青年団麒麟獅子舞保存会 衣装の新調/26千円
（文化財課）
指定文化財の民俗行事の実施の補助や道具の修繕を行った。国指定
無形民俗文化財「因幡の菖蒲綱引き」（1件）・「酒津のトンドウ」、県指定
無形民俗文化財「百手の神事」／決算額 21千円
また、因幡の麒麟獅子舞の連合保存会の設立に協力した。

強化施策
・市民の芸術文化の創造・発表・鑑賞機会の提供を推進します。

実施主体
文化交流課等

令和元年度実績（実施状況）

令和２年度実績（実施状況）

（文化交流課）
○もちがせの月を愛でる会（用瀬町）
地元文化団体によるステージ、メインゲストによるステージ、バザー、中
学生のお茶席など
（9月14日／流しびなの館・観光物産センター）／決算額120千円
○用瀬町美術展覧会（用瀬町）
用瀬町内及び用瀬町に縁のある方の優れた美術（書道、日本画、洋
画、写真、工芸、染色ほか）の作品展示とギャラリートーク
（10月18日〜20日／用瀬町民会館）／決算額45千円
○鳥の演劇祭12（鹿野町）及びBeSeTo演劇祭26（鹿野町）
現代劇やダンス、市民参加の演劇やダンスの創作のほか、ワーク ショッ
プや町歩き、ナイトイベントや日中韓の学生交流などを鹿野を舞台に多
彩なイベントを 開催
（10月24日〜11月17日／鳥の劇場、鹿野往来交流館「童里夢」・議場劇
場ほか）／決算額2,000千円
○とっとり手踊り・手笠踊りの集い（鳥取市河内）
9団体による手踊り、手笠踊りの舞台発表、専門家によるフォーラム
（8月25日／文化センター）／決算額200千円

（文化交流課）
鳥の演劇祭13（鹿野町）
現代劇や親子フォトキャラバン、市民参加の芝居創作のほか、ワーク
ショップ、ランチコンサートを 開催
（9月12日〜27日／鳥の劇場、鹿野往来交流館「童里夢」・議場劇場ほ
か）／決算額 980千円
（用瀬町総合支所）
○もちがせの月を愛でる会
（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。/決算額：0円）
○用瀬町美術展覧会
（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。/決算額：0円）
○児童生徒芸術交流事業（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
開催中止。/決算額：0円）
○用瀬町民音楽祭事業 「流しびなの館で童謡をうたう会」
（※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。／決算額：0円）

（鹿野町総合支所）
○鹿野町民音楽祭事業 第33回鹿野ふるさとミュージカル開催
「踊り見の城 〜もう一つの因幡攻防戦〜 」を公演（8月11日、鳥取市
民会館）

（鹿野町総合支所）
○鹿野町民音楽祭事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業中止

・中山間地域の観光資源のネットワーク化を図るなど観光振興の充実を 観光・ジオパーク推 ○旅行商品造成商談会でのＰＲ（大阪・名古屋・広島） 126社
進めます。
進課
○各地知名度アップイベントへの参加 11回

〇新型コロナウイルスの影響により旅行商談会やPRイベントは軒並み
中止
〇中山間地域も含む体験型観光商品の造成を実施（10件造成）
〇観光消費を高めることを目的とする「鳥取市観光販売戦略」を策定

強化施策

実施主体

令和元年度実績（実施状況）

令和２年度実績（実施状況）

４ 交流による活性化と移住定住の推進 定住人口、交流人口の拡大
①ふるさと・いなか回帰の促進
・中山間地域の定住人口の増加を図るため、中山間地域の空き家など 市民生活部地域振 ○空き家登録件数 9件 【達成目標値】10件/年
を活用して、ＵＪＩターン者への住宅支援等の拡充を図るとともに、お試し 興課
○ＵＪＩターン者住宅利活用推進事業 改修・家財道具処分7件、家財道
体験施設や二地域居住体験施設の利用を促進します。
具処分1件 【達成目標値】5件
○お試し体験施設 8施設設置 48世帯が体験 【達成目標値】6棟の平
均稼働率30％(実績22％)

○空き家登録件数 18件 【達成目標値】10件/年
○ＵＪＩターン者住宅利活用推進事業 改修・家財道具処分1件、家財道
具処分1件 【達成目標値】5件
○お試し体験施設 8施設設置 3世帯が体験 【達成目標値】6棟の平均
稼働率30％(実績1％)※新型コロナウイルス感染症の影響によりほぼ休
止

・中山間地域の空き家の実態や空き家所有者の貸出に関する意識を把 市民生活部地域振 鳥取市移住定住空き家運営業務委託（河原地域西郷地区、用瀬地域用 鳥取市移住定住空き家運営業務委託（河原地域西郷地区、用瀬地域用
握するとともに、空き家の利活用の促進などについて検討します。
興課
瀬地区、佐治地域、鹿野地域、気高地域逢坂地区、青谷地域）により、 瀬地区、佐治地域、鹿野地域、気高地域逢坂地区、青谷地域）により、
空き家の確保及びマッチング 【達成目標値】8地域以上
空き家の確保及びマッチング 【達成目標値】8地域以上
・市内高校生等を対象にした企業見学会の開催や、大学等に市内企業 経済・雇用戦略課
情報を発信することにより、若者の職業観・就業意識を高めながら、本
市への定住促進を図ります。

麒麟のまち連携中枢都市圏域の高校生と企業を対象に、企業見学会を ○麒麟のまち連携中枢都市圏域の高校生と企業を対象に、企業見学会
実施。
を実施。
・参加７校476名（うち生徒432名、引率者44名）
・参加8校736名（うち生徒684名、引率者52名）
・見学企業25社（延べ35社）
・見学企業32社（延べ60社）

結婚を希望する者を対象に、出会いから結婚までフォローアップ等を行 政策企画課
うことで、結婚による定住を促進し、地域の人口増加を図ります。

麒麟のまち婚活サポートセンターを委託運営することにより、婚活イベン 麒麟のまち婚活サポートセンターを委託運営することにより、婚活イベン
ト、婚活相談会等を開催した。
ト、婚活相談会等を開催した。
・婚活イベント 45回（大規模11回、小規模34回）
・婚活イベント 50回（大規模0回、小規模50回）
・婚活相談会 12回
・婚活相談会 2回
・カップル成立数 115組
・婚活女子会 1回
・成婚数 6組
・カップル成立数 94組
・成婚数 8組

・地域と若者が共同して整備・運営する、シェア・ゲストハウス等の整備
費用の支援を通じて、若者の地域定着及び地域活性化を促進します。

シェアハウスを1件整備予定であったが、未執行となった
実績0件。

政策企画課

・国内外のアーティスト等が地域と関わりながら行う滞在制作・展示活動 市民生活部地域振 （市民生活部地域振興課）
を促進するとともに、工芸村を開設し、アーティスト等の移住定住につな 興課、河原町総合 R1取組なし 【達成目標値】工芸村への移住促進
支所
げ、地域の活性化を図ります。
（河原町総合支所）
取組みなし

実績なし
（令和２年度より事業終了）

（市民生活部地域振興課）
・西郷地区へ陶芸家2名移住 【達成目標値】工芸村への移住促進
（河原町総合支所）
河原町西郷地区に移住した１名の工芸家に対し、助成を行った。
・助成金額 2,803千円
・助成内容 陶芸窯運搬作成、、作業小屋改修、軽トラ購入、研修費用
等

実施主体
強化施策
令和元年度実績（実施状況）
・地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持及び強化並びに地域 市民生活部地域振 （市民生活部地域振興課）
の活性化を図ります。
興課、林務水産課、 地域おこし協力隊員3名設置
国府町総合支所、 ・吉岡温泉 1名(R1.8〜）
河原町総合支所、 ○吉岡温泉の地域活性化を行った。
・河原支所 1名(R2.2〜) 活動は下記のとおり
用瀬町総合支所
・用瀬支所 1名(R1.10〜） 活動は下記のとおり

令和２年度実績（実施状況）
（市民生活部地域振興課）
地域おこし協力隊員3名設置
・湖南地区 1名(R1.8〜）
○湖南地区の地域活性化を行った。
・河原支所 1名(R2.2〜) 活動は下記のとおり
・用瀬支所 1名(R1.10〜） 活動は下記のとおり

（河原町総合支所）
西郷地区活性化のため地域おこし協力隊員1名配置(R2.2〜)
〇工芸を中心とした文化芸術活動を通じた活性化（河原町西郷地区）
〇いなば西郷むらづくり協議会「10年のあゆみ」編集
〇一般社団法人西郷工芸の郷あまんじゃく「フォーラム記録集（二）」編
集

（河原町総合支所）
西郷地区活性化のため地域おこし協力隊員1名配置

（用瀬町総合支所）
用瀬地区活性化のため地域おこし協力隊員1名配置(R1.10〜）
○流しびなの伝統を守る団体や地域の賑わい創出

（用瀬町総合支所）
用瀬地区活性化のため地域おこし協力隊員1名配置
○流しびなの制作技術の承継活動や新商品「恋びな」の企画開発、ワー
クショップによる普及活動など

〇まちづくり協議会・地域活性化団体との連携・サポート
○西郷工芸祭サポート、移住定住業務対応
○マスコミ・SNS等情報発信

（林務水産課）
地域おこし協力隊員設置
・青谷支所 １名(H30.4〜H31.3)
〇ブランド椎茸の生産研修、林業技術研修への参加
（国府町総合支所）
（国府町総合支所）
2名(H27.11〜H30.10）
元地域おこし協力隊1名の定住支援の補助事業を実施(R2.10月末まで）
元地域おこし協力隊2名の定住支援の補助事業を実施(H30.11〜）。
1名は中途で市外居住（R元.9.2）
○フェイスブック、ツイッター、大茅いいところマップ他地域の魅力やイベ
ント情報の発信
○第22回因幡の傘踊りの祭典
「因幡の傘踊り」発祥の地・鳥取市国府町で市内外の傘踊り団体によ
る踊り披露と傘踊り体験（8月24日、因幡万葉歴史館、参加者4,000人）
○万葉フェステイバルin鳥取 第22回万葉集朗唱の会
万葉衣装を着て万葉歌人・大伴家持が詠んだ歌470余首をリレー方式
での朗唱を参加体験（10月20日、因幡万葉歴史館、参加者2,200人＊）
＊第25回大伴家持大賞含む
○万葉フェステイバルin鳥取 第25回大伴家持大賞
因幡の国守・大伴家持が万葉集の最後を飾る歌を詠んだことにちなん
だ短歌募集と表彰式（10月19日、国府町コミュニティセンター）
○万葉のふる里こくふまつり
国府地域の文化芸術活動の活性化の推進を図るとともに、地域の個
性豊かな文化を育てるため映画放映、芸能発表や各地区公民館展示を
実施（11月3日、国府町コミュニティセンター、各地区公民館等3,200人）
○新元号「令和」制定記念事業
新元号「令和」制定を記念して、「令和」にゆかりのある大伴家持を顕
彰するとともに、「万葉のふるさと鳥取」の魅力を全国にアピールし、豊
かな鳥取の文化風土を伝える企画展「令和からはじめる万葉集」（12/14
〜3/1、因幡万葉歴史館、入館者3,585人）、万葉フォーラムinとっとり
（2/24、鳥取市文化ホール、参観者370名）を実施

○第23回因幡の傘踊りの祭典
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。
○万葉フェステイバルin鳥取 第23回万葉集朗唱の会
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。
○万葉フェステイバルin鳥取 第26回大伴家持大賞
因幡の国守・大伴家持が万葉集の最後を飾る歌を詠んだことにちなん
だ短歌募集と表彰式（10月18日、国府町コミュニティセンター）
○万葉のふる里こくふまつり
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした。

強化施策

実施主体

令和元年度実績（実施状況）

令和２年度実績（実施状況）

②むらとまちの交流とグリーンツーリズム促進
・豊かな自然や魅力ある歴史・文化など地域資源の活用や農業体験な 市民生活部地域振 「とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会」、「鳥取市グリーンツーリ 「鳥取市グリーンツーリズム連絡会」の活動の中で、会員研修を開催し、
ど、イベント・物販・体験を通じ、中山間地域の住民が市街地の住民又 興課
ズム連絡会」の活動の中で、会員研修を開催し、会員のスキル向上を 会員のスキル向上を図った。
は県外の都市住民と行う交流に対して支援し、地域間交流の拡大に努
図った。また、「鳥取市グリーンツーリズム連絡会」では先進地視察を行
めます。
い、会員へ民泊開設及びインバウンド誘客への意識を促した。
その他には「鳥取市中山間地域魅力ある民泊推進事業補助金」により、
民泊に取り組む事業者を1件支援した。
・農家・漁家民泊の推進やグリーンツーリズム連絡会の事業拡大によ
り、都市圏との交流人口の増加を図ります。

市民生活部地域振 「とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会」、「鳥取市グリーンツーリ 「鳥取市グリーンツーリズム連絡会」の活動の中で、会員研修を開催し、
興課
ズム連絡会」の活動の中で、会員研修を開催し、会員のスキル向上を 会員のスキル向上を図った。
図った。また、「鳥取市グリーンツーリズム連絡会」では先進地視察を行
い、会員へ民泊開設及びインバウンド誘客への意識を促した。
その他には「鳥取市中山間地域魅力ある民泊推進事業補助金」により、
民泊に取り組む事業者を1件支援した。

・ふるさとの良さを子どもに伝える活動を推進します。

学校教育課

中山間地域ふるさと体験活動支援事業として、小学校17校748名（昨年
度より6校増）が、佐治地域において2泊3日（5年生）の宿泊体験活動を
実施（4年生は1泊2日）。
農家への宿泊体験、魚のつかみ取り体験、林業体験、佐治谷話の語
り部体験などの様々な体験活動を通して、地域の方々と子どもたちが交
流し、ふるさとの自然や文化のすばらしさや温かさに触れ、ふるさとの良
さを実感することができた。実施後のアンケートでは、ふるさとの歴史や
自然への関心、山間地域に暮らす人々への関心が高まった。
決算額 11,411千円

中山間地域ふるさと体験活動支援事業として、小学校15校709名（昨年
度より2校減）が、佐治地域において例年であれば2泊3日（5年生）の宿
泊体験活動を実施（4年生は1泊2日）するところ、コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から、実施日を短縮して実施した。
農家への宿泊体験、魚のつかみ取り体験、林業体験、佐治谷話の語
り部体験などの様々な体験活動を通して、地域の方々と子どもたちが交
流し、ふるさとの自然や文化のすばらしさや温かさに触れ、ふるさとの良
さを実感することができた。実施後のアンケートでは、ふるさとの歴史や
自然への関心、山間地域に暮らす人々への関心が高まった。
決算額 5,761千円

・中山間地域の小規模校での特色ある学校づくりを推進します。

学校教育課

神戸小・東郷小・明治小・西郷小・佐治小・瑞穂小・逢坂小・江山中・湖南
学園・福部未来学園・鹿野学園において、小規模校転入制度を実施。こ
れらの中山間地域小規模校では、恵まれた自然環境や地域の教育資
源を最大限に生かした様々な体験活動や、少人数でのきめ細やかな学
習指導、地域の方々とのあたたかい交流など、「確かな学力を身につけ
た心豊かな子どもの育成」を目指した教育が意欲的に進められた。
令和元年度に本制度を利用した児童生徒数は75名。また、年3回の小
規模校転入制度実施推進委員会を開催し、鳥取市全体としての広報活
動の在り方などを検討するとともに、各校区においてもＰＴＡや自治会・
公民館などと連携した実施推進委員会を随時開催し、次年度の受け入
れ準備を進めてきた。
決算額 313千円

東郷小・明治小・西郷小・佐治小・瑞穂小・逢坂小・湖南学園・福部未来
学園・鹿野学園・江山学園において、小規模校転入制度を実施。これら
の中山間地域小規模校では、恵まれた自然環境や地域の教育資源を
最大限に生かした様々な体験活動や、少人数でのきめ細やかな学習指
導、地域の方々とのあたたかい交流など、「確かな学力を身につけた心
豊かな子どもの育成」を目指した教育が意欲的に進められた。
令和2年度に本制度を利用した児童生徒数は75名。また、小規模校転
入制度実施推進委員会を開催し、鳥取市全体としての広報活動の在り
方などを検討するとともに、各校区においてもＰＴＡや自治会・公民館な
どと連携した実施推進委員会を随時開催し、次年度の受け入れ準備を
進めてきた。
決算額 290千円

・交流人口等の増加を図るため、ホームページ、ＳＮＳを媒体に、中山間 市民生活部地域振 SNSを活用し、各地域で展開される地域づくり活動情報の積極的な発信 HP・SNSを活用し、各地域で展開される地域づくり活動情報の積極的な
地域から都市等へ向けた情報発信の強化を図ります。
興課
に努めた。
発信に努めた。

強化施策

実施主体

令和元年度実績（実施状況）

令和２年度実績（実施状況）

③特色ある地域資源・伝統行事等による観光振興
・東アジア市場（台湾・香港）を中心としたＦＡＭツアー（業界関係者を対
象とした現地訪問ツアー）の実施や、ＳＮＳ等を活用した情報発信を行
い、中山間地域への外国人観光客誘致を積極的に推進します。

観光・ジオパーク推 台湾メディア・ブロガーFAM、プロモーション動画発信、電子ブックの作成 新型コロナウイルスの影響により、台湾からのインフルエンサー等を招
進課
等を実施した。中山間地域の観光地と宿泊施設を紹介し、台湾・香港か いてのFAMツアーは開催できなかったが、現地での旅行セミナーの開催
らの観光客誘致に向けたPRを行った。
や、台湾国内における鳥取市の観光情報サイトの構築と発信、継続的
なSNSを活用した情報発信を行い、インバウンド需要の回復を見据えた
知名度の向上と、誘客喚起に努めた。

・山陰海岸ジオパークでは、地質遺産をはじめとした多様な地域資源を 観光・ジオパーク推 地域の魅力を発信するため、ジオパークガイドの研修会、交流会を行っ 地域の魅力を発信するため、ジオパークガイドの研修会、交流会を行っ
官民一体となって保全するとともに、教育、観光、地域産業に活用し、持 進課
た。
た。
続可能な地域社会を目指した活動が行われており、中山間地域におけ
◆ガイド研修会の参加者人数（R1：59人）
◆ガイド研修会の参加者人数（R2：14人）
るジオパークの取り組みを通した地域づくりを支援します。

