
第２６回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

 

日 時：令和２年５月１５日（金） １７時００分 

場 所：災害対策本部室（本庁舎３階） 

 

１ 開会 

 

２ 本部長あいさつ 

 

３ 報告事項 

（１） 新型コロナウイルス感染症に係る相談・検査について 
（２） 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１３回）の概要について 
（３） 小・中・義務教育学校の対応について 
（４） 放課後児童クラブの対応について 
（５） 放課後デイサービスの対応について 
（６） 保育園等に対応について 

 
４ 協議事項 
（１） 鳥取市主催のイベント等の開催に関する基本的な考え方について 
（２） 各部局の対応について（緊急事態宣言解除に伴う対応・所管施設の対応など） 
（３） 市有施設の利用再開一覧 

 

５ その他 

 

６ 市長メッセージ 

 

７ 閉会 
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新型コロナウイルス感染症に係る相談、検査の状況について 
2020.5.15 

鳥取市保健所 

１ 相談件数 

（１）相談者別               （２）相談内容別 

相 談 者 延件数（件） 

住 民 3,767 

医 療 機 関 346 

そ の 他 494 

合  計 4,607 

（参考：中部 1,477件、西部 4,411件）         

 

 
 

２ 検査件数 

 東部 中部 西部 合計 

件数（件） 663 156 405 1,224 

うち陽性 2 0 1 3 

      

 

（※相談、検査件数とも、令和２年５月１４日までの件数） 
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相談件数（相談内容別）

1 健康相談(発熱・咳など) 2 検査相談 3 予防方法 4 感染症全般

5 医薬品等 6 医療資材 7 医療体制 8 学校、施設等の対応

9 生活物資 10 交通機関 11 企業支援 12 その他

相談内容 延件数（件） 

健康相談 3,201 

検査相談 517 

予防方法 131 

学校施設の対応 113 

その他 645 

合  計 4,607 
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4/6 1.9 24.3 54.4 8.3 4.2 14.6 5.3

4/27 45.5 66.8 69.8 35.8 33.4 55.7 26.8

5/7 8 21.8 62.6 55.0 20.1 22.3 53.3 28.5

4/4 5 27.9 15.9 40.3 11.9 16.2 29.5 31.6

4/25 26 52.8 71.3 95.6 33.2 42.9 74.1 71.3

4/29 (GW) 57.5 71.2 92.0 31.9 45.3 74.7 65.3

2019GW 58.1 71.9 98.6 33.7 50.4 78.3 92.2

5/9 10 47.8 58.5 84.9 21.7 40.5 77.9 84.4
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教育委員会の対応教育委員会の対応

項目 内容

小・中・義務教育学校
の対応について

感染防止対策を徹底したうえで、令和２年５月１８
日(月)から通常登校とする。部活動も再開するが、練習
試合、遠征等については５月末までは自粛とする。

放課後児童クラブの対
応について 令和２年５月１８日(月)から通常通りの開設とする。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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福祉部の対応福祉部の対応

項目 内容

◆小・中学校に関連し
た対応

【放課後等デイサービスの対応】
令和２年５月１８日（月）から、通常どおりの開設

とする。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等

21



健康こども部の対応健康こども部の対応

項目 内容

◆保育園等の対応

【こども家庭課】
○保育園等については、感染防止対策を徹底しながら引き続
き開園する。
○登園自粛の協力要請は5月17日（日）をもって解除。
○あわせて保育料等の日割り計算の対象期間も終了。
○自発的な登園自粛は可能とし、その期間が1か月以上と
なった場合でも退園措置は行わず、継続して在籍とする。
（この場合、保育料等は通常通りの徴収）

◆子育て支援センター及び
児童館の対応

現在、休止している市内の子育て支援センター（14施設）
及び児童館（12施設）については、5月17日（日）をもって
休止解除し、感染防止対策を徹底しながら再開。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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令和２年５月１５日 

鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

鳥取市主催のイベント等の開催に関する基本的な考え方について 

 

本市主催のイベント等については、下記の開催の検討基準に該当する場合に

は、感染状況等を踏まえたうえで開催を検討する。 

 

１.開催の検討基準 

感染防止対策を講じたイベント等で参加者が、県内参加者のみで、かつ屋内

においては１００人以下、かつ、収容人数の半分以下、屋外にあっては２００

人以下であり、以下の条件を全て満たす場合には開催を検討する。 

①  三つの密（密閉、密集、密接）の発生が原則想定されないこと（人と人

との間隔はできるだけ２ｍを目安に確保できること） 

② 大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等が原則想定され

ないこと 

③ その他、必要に応じて、適切な感染防止対策（入場者の制限や誘導、手指

の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気等）が講じられること 

 

・市以外の主催団体におかれても、本市の開催の検討基準を参考にしていただく

よう要請を行う。 

 

２．適用期間 

  この考え方は５月１５日（金）から適用する。 
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総務部の対応総務部の対応

項目 内容

◆市有施設の休業、貸
館中止の方針について

【資産活用推進課】
鳥取県の方針を踏まえ市有施設の利用制限については次の

とおりとします。
●利用制限緩和施設 原則、５月16日（土）から緩和
（5月7日（木）から利用制限緩和している施設含む）
博物館等・図書館等・公園等・会館等・農産物加工施設・
観光施設（下記の場合を除く）・県、市共有施設・社会教
育施設・屋内体育施設
※具体的な開業日、貸館開始日については準備の都合等を
考慮し各施設での判断とします。
※緩和後も鳥取市主催のイベント等の開催に関する基本的な
考え方について（令和2年5月15日）を踏まえたうえで使用す
る。
●利用制限継続施設 原則、５月22日（金）まで
観光施設等で県外の方による利用の可能性が高い施設
※その後については状況を見て検討

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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総務部の対応総務部の対応

項目 内容

職員の管理に関すること

【職員課】
5/15 職員の公務出張の制限等について、県内における

公務出張の制限の緩和

出退勤時の混雑回避、職場での密集回避のため、
フレックス制度の積極的利用について通知

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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税務・債権管理局の対応税務・債権管理局の対応

項目 内容

地方税法の一部改正に呼
応した取組み

【収納推進課】
・市税の徴収猶予の特例制度（原則1年、無条件で担保・延滞
金無し）の運用開始

【市民税課】
・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減を令和3年3月31日取
得まで半年延⾧
・イベントを中止した主催者に対する払い戻し請求権を放棄した者
への寄附金控除の適用（令和3 ４年度課税個人市民税）
・住宅ローン減税の適用要件の弾力化（居住の用に供する期限
を令和3年12月31日まで1年延⾧）

【固定資産税課】
・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
（機械装置等に加え事業用家屋と構築物を対象に）
・一定の売上高減少があった中小事業者等が所有する償却資産
及び事業用家屋の課税標準額を軽減（令和3年度課税分）

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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人権政策局の対応人権政策局の対応

項目 内容

緊急事態宣言解除に伴
う対応・所管施設の対
応など

【人権福祉センター、男女共同参画センター】
５月１８日から主催事業及び貸館利用を再開。
県が示す施設等の利用制限緩和方針をふまえ、次のとおり
利用ルールを周知徹底する。

※主な利用ルール
〇3密の回避、喚起の徹底、マスクの着用
〇利用者人数の目安は、通常使用時の半分程度
〇施設使用後、机等の消毒を徹底する

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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企画推進部の対応企画推進部の対応

項目 内容

【文化交流課】

所管施設の対応

・高砂屋
・わらべ館
・国際交流プラザ

施設再開にあたり、市のイベント等の開催に関する基本的な考え方を踏ま

えた対応

①イベント等は、県内参加者100人以下で、大声での発声・歌唱・声援、近距離で

の会話がないこと

②四方を空けた席配置等の感染防止対策

③人と人の間隔は２ｍとる

④適切な消毒や換気等の実施

【 】５/７(木)から一部利用を再開済

ホール及び大会議室の利用は、５/18(月)から再開予定

【高砂屋】 ５/８(金)から一部利用を再開済

部屋の貸出は、5/19(火)から再開予定

【わらべ館】５/16(土)から開館

【国際交流プラザ】5/19(火)から会議室等の貸出を再開

※ (月)を除いて従前どおり対応中

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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市民生活部の対応市民生活部の対応

項目 内容

緊急事態宣言解除に伴
う対応・所管施設の対
応など

【協働推進課】

「鳥取市主催のイベント等の開催に関する基本的な考
利用ルール」

※主な利用ルール
〇３密、咳エチケット、衛生管理の徹底
〇利用者人数の目安は、収容人数の半分以下
〇一回あたりの利用時間は最大２時間程度
〇大声発声、歌唱、声援、近距離での会話等は控える

平日夜間・休日（土・
日・振替休日）窓口業
務について

【 】

毎週火曜日夜間を開庁する。
なお、５月中は１６日（土）と２３日（土）について
も開庁。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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福祉部の対応福祉部の対応

項目 内容

指定管理施設等の再開

感染拡大防止対策を講じながら１８日より開館（予定）

●佐治町老人福祉センター
●鹿野町老人福祉センター しかの和泉荘
●総合福祉センター（さざんか会館・高齢者福祉セン
ター）
●湯谷荘
●福部町ほっとスイミングプール
●福部砂丘温泉ふれあい会館
●鳥取市障害者福祉センター さわやか会館
●老人憩の家（１９か所全て）

介護保険・障がい福祉
サービスの提供に関する
方針の通知

自宅待機や自宅等での代替サービスを利用しておられた
方についても、本来必要なサービスが利用できるよう、
引き続き感染拡大防止対策を講じながら、可能な限り通
常のサービス提供に努めるよう事業者に通知する。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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健康こども部の対応健康こども部の対応

項目 内容

◆子育て短期支援事業に
ついて

【こども家庭相談センター】
新型コロナウイルスの感染防止に十分留意しながら、委託先を
縮小する形で事業を実施する。

◆養育支援訪問事業につ
いて

新型コロナウイルスの感染防止に十分留意しながら、4月17日
より休止していた事業を5月18日（月）より再開する。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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健康こども部の対応健康こども部の対応

項目 内容

◆妊娠・出産包括支援事
業について

新型コロナウイルスの感染防止に十分留意しながら、事業を実
施する。

◆乳幼児健診の再開 【健康・子育て推進課】
緊急事態宣言以降延期していた乳幼児健診について、５月
１８日以降再開する。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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経済観光部の対応経済観光部の対応

項目 対策内容

◆市有施設の再開、
イベント関係の対応
（赤字 前回本部会
議からの追加・変更）

【５月18日再開】
・あおや和紙工房 ・お城山展望台河原城 ・流しびなの館
・しかの温泉館 ・鹿野往来交流館

<関連施設>
・まちパル鳥取 ・鳥取駅 国際観光客ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ・鳥取駅 観光案内所

【例外施設】
・麒麟のまち関西情報発信拠点（大阪市の方針に従う）
・鳥取砂丘砂の美術館（当面の間、開館を延期）
・国民宿舎山紫苑（6月1日から営業再開）
・かみんぐさじ（６月１日から営業再開）
・佐治たんぽり荘・山王谷キャンプ場（６月１日から営業再開）
・気高遊漁センター（6月1日から営業再開）
・柳茶屋キャンプ場（併設のサイクリングターミナルと合わせ、6月1日から再開）
・道の駅神話の里白うさぎ（国交省と協議し、5月16日から営業再開）
・道の駅清流茶屋かわはら（国交省と協議し、5月16日から営業再開）
・道の駅西いなば気楽里（鳥取県と協議し、5月16日から営業再開）
<関連施設>
・鳥取砂丘ビジターセンター（鳥取県と協議し、5月16日から再開）

①対策本部

＜現在の対応状況等＞
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農林水産部の対応農林水産部の対応

項目 内容

緊急事態宣言解除に
伴う対応・所管施設
の対応など

【5月18日より、三密の回避、消毒等を徹底した上で利用制限
を緩和する施設】（５施設）

鳥取クレー射撃場
鹿野そば道場（そば打ち体験は当面休止）
鹿野おもしろ市場（そば処）
農産物加工施設（地区公民館併設２施設）

【当面（５/31まで）、閉館等を継続する施設】（１施設）

鳥取市安蔵森林公園

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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都市整備部の対応①都市整備部の対応①

項目 内容

緊急事態宣言解除に伴
う対応・所管施設の対
応など

（中心市街地整備課）

〇パレットとっとり「市民交流ホール」は、5月18日（月）より、
感染防止対策を実施して利用を再開する。
〇まちなか居住体験施設『Kari巣mai』（かりずまい）は、
5月18日（月）より、受入れ対象者を県内居住者に限定
し、受入れの受付を再開する。

（都市環境課） 〇公園等の屋内施設及び市営片原駐車場コミュニティー
ホールは、5月18日（月）より利用を再開する。

（道路課）

○鳥取大学前駅駅舎内の待合用椅子、青谷駅のバス待
合所、鳥取駅前広場の喫煙所は、5月18日（月）より、
使用を再開する。
○鳥取駅北口地下道のエスカレーター及び階段手摺の消毒
は、継続して実施する。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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都市整備部の対応②都市整備部の対応②

項目 内容

緊急事態宣言解除に伴
う対応・所管施設の対
応など
（建築住宅課）

〇市営住宅の集会所は、５月１８日（月）より、少人数
での開催及び３つの「密」等の感染予防対策を講じながら使
用を再開する。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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教育委員会の対応教育委員会の対応

項目 内容

社会教育・社会体育施
設について

○屋内体育施設、社会教育施設、会館等、学校開放事
業
感染防止対策の徹底や市主催のイベント等の開催に

関する基本的な考え方を踏まえた上で、令和２年５月
１８日（月）から利用制限を緩和する。
〇３密、咳エチケット、衛生管理の徹底
〇1施設当たり最大５０人程度
〇一回あたりの利用時間は最大２時間程度
〇大声発声、歌唱、声援、近距離での会話等は控える

※詳細はガイドラインで示す

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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教育委員会の対応教育委員会の対応

項目 内容

社会教育・社会体育施
設について

ただし、スポーツ施設のトレーニングルーム、さじア
ストロパークプラネタリウムは５月末まで利用制限を
継続。
○宿泊機能を備えた観光施設等
５月末まで利用制限を継続し、６月１日（月）から

施設利用を再開。コスモスの館、さじアストロパーク
（宿泊部門）、サイクリングターミナル砂丘の家（宿
泊部門）
※社会情勢によっては、利用制限を変更する場合があります。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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河原町総合支所の対応河原町総合支所の対応

項目 内容

緊急事態宣言解除に伴
う対応・所管施設の対
応など

・対策本部会議で決定された市有施設等の取扱いにつ
いて、防災行政無線を通じて速やかに町民に対して情
報提供を行う。

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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用瀬町総合支所の対応用瀬町総合支所の対応

項目 内容

緊急事態宣言解除に伴
う対応・所管施設の対
応など

・国の緊急事態宣言の解除に伴い、対策本部会議で決
められる市有施設等の取扱い等を、防災行政無線を
通じて速やかに町民に対して情報提供

・町民や施設使用希望者への連絡・問合せ対応

・管内直営の利用制限施設の休業等周知チラシの撤去

・支所内の感染拡大予防策は、継続して実施

①対策本部

緊急事態宣言解除に伴う対応等
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市有施設の利用再開一覧

鳥取県の方針を踏まえて市有施設の利用制限は次のとおりです。
●利用制限緩和施設　原則、５月16日（土）から緩和
（5月7日（木）から利用制限緩和している施設含む）
博物館等・図書館等・公園等・会館等・農産物加工施設・　観光施設（下記の場合を除く）・県、市共有施設・社会教育施設・屋内体育施設
※具体的な開業日、貸館開始日については準備の都合等を考慮し各施設での判断とします。

●利用制限継続施設　原則、５月22日（金）まで
観光施設等で県外の方による利用の可能性が高い施設
※その後については状況を見て検討

再開日 区分・施設名等 備考

５月１６日（土） わらべ館
道の駅神話の里白うさぎ

道の駅清流茶屋かわはら
道の駅西いなば気楽里
鳥取砂丘ビジターセンター

５月１８日（月） 人権福祉センター
男女共同参画センター
地区公民館 貸館再開　※地区公民館の利用ルールを適用
屋内体育施設
社会教育施設
会館等

学校開放事業

パレットとっとり「市民交流ホール」 感染防止対策を実施
まちなか居住体験施設『Kari巣mai』（かりずまい） 受入れ対象者を県内居住者に限定し、受入れの受付再開
公園等の屋内施設
市営片原駐車場コミュニティホール
鳥取大学前駅駅舎内の待合用椅子
青谷駅のバス待合所
鳥取駅前広場の喫煙所
市営住宅集会所 少人数、感染防止策を実施して使用再開
あおや和紙工房
お城山展望台河原城

流しびなの館
しかの温泉館　

鹿野往来交流館

感染防止対策の徹底や市主催のイベント等の開催に関する基本
的な考え方を踏まえた上で、令和２年５月１８日（月）から利
用制限を緩和する。ただし、スポーツ施設のトレーニングルー
ム、さじアストロパークプラネタリウムは５月末まで利用制限
を継続。

※緩和後も鳥取市主催のイベント等の開催に関する基本的な考え方について（令和2年5月15日）を踏まえたうえで使用する。
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※その後については状況を見て検討

再開日 区分・施設名等 備考

５月１８日（月） <関連施設>
・まちパル鳥取
・鳥取駅 国際観光客ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
・鳥取駅 観光案内所

鳥取クレー射撃場
鹿野そば道場 そば打ち体験は当面休止
鹿野おもしろ市場（そば処）
農産物加工施設（地区公民館併設２施設）
佐治町老人福祉センター
鹿野町老人福祉センター　しかの和泉荘
総合福祉センター（さざんか会館・高齢者福祉センター）
湯谷荘
福部町ほっとスイミングプール
福部砂丘温泉ふれあい会館
鳥取市障害者福祉センター　さわやか会館
老人憩の家（１９カ所すべて）

市民会館ホール・大会議室
５月７日（木）一部利用再開済
ホール及び大会議室の利用

５月１９日（火） 高砂屋　部屋の貸出
５月８日（金）一部利用再開済
部屋の貸出

国際交流プラザ会議室 貸出再開

６月１日（月） 宿泊機能を備えた観光施設等
コスモスの館、さじアストロパーク（宿泊部門）、サイクリン
グターミナル砂丘の家（宿泊部門）

国民宿舎山紫苑
かみんぐさじ
佐治たんぽり荘・山王谷キャンプ場
気高遊漁センター
柳茶屋キャンプ場 併設　サイクリングターミナル
鳥取市安蔵森林公園

当面の間開館延期 鳥取砂丘砂の美術館
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市長メッセージ 

本市では４月１８日に２人目の感染者が確認されて以降１か月間

新たな感染者は出ていません。これもひとえに市民の皆様一人ひとり

の感染防止の取組みの成果と感じており、感謝申し上げます。 

そうした中、５月１４日に本県の緊急事態宣言が解除されました。 

しかし、緊急事態宣言が解除されても感染、感染拡大のリスクが低

くなった訳ではなく、未だ終息も見えない状況は継続しています。市

民の皆様には引き続き基本的な感染対策を実践していただきながら、

気を緩めることなく日常生活を過ごしていただきますようお願いし

ます。 

感染防止に主眼を置いて、次の点に留意した行動が重要になります

ので、引きつづきご理解、ご協力をお願いいたします。 

〇３つの密「換気の悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、 

「近距離での会話や発声が行われる密接場面」を避けてください。 

〇手洗いまたは手指消毒、マスク着用などの咳エチケットの励行

をお願いします。 

〇息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場

合、重症化しやすい方や妊婦の方で、発熱や咳などの比較的軽い

風邪の症状がある場合、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続

く場合は、外出は控え、まずは「発熱・帰国者・接触者相談セン
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ター」へ電話で相談していただきますようお願いします。 

  鳥取市も引きつづき感染拡大防止に万全を期した上で、市民の皆

様が安全にそして安心して生活できるよう、また、地域経済再生の

ため、引き続き最大限の取り組みを展開してまいります。 

※東部地区発熱・帰国者・接触者相談センター（鳥取市保健所内） 

  電話：0857－22－5625（平日 8：30～17：15） 

  電話：0857－22－8111（上記以外） 

  FAX：0857－20－3962 
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