
日時：令和３年７月３１日（土） １６時００分～

場所：災害対策本部室（本庁舎３階）ほか

１ 開 会

２ 本部長あいさつ

３ 報告事項

（１）症例の報告について

（２）鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第９１回）の概要について

（３）イベントの中止・延期について

（４）市民への呼びかけ

（５）その他

４ 閉 会

第７８回
鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
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新型コロナウイルス感染症の発生について＜７月３０日確認分＞ 

７月３０日（金）に新型コロナウイルス感染症陽性者が１０名確認されました。行動歴等の調査の結果は次のとおりです。

１ 患者の概要（７月３１日 午後２時現在） 

年代 性別 居住地 職業 経過等（発症又は検体採取日2日前以降） 接触者等 

管内325例目 

（県内 760 例目）
非公表 非公表 鳥取市 公務員 

※管内308例目（県内721例目）の接触者 

7/28～7/29：仕事 

7/30：管内308例目（県内721例目）の接触者として検体採取 

県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

【発症】発熱 

7/31：感染症指定医療機関に入院 

濃厚接触者  １名 

(PCR検査 7/30 １名陰性) 

その他の接触者 なし 

管内326例目 

（県内 761 例目）
非公表 男性 鳥取市 非公表 

※複数の陽性者が発生した施設の利用者 

7/26～7/28：仕事（7/28【発症】発熱） 

7/29：仕事 

7/30：県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

   入院協力医療機関に入院 

濃厚接触者  １４名 

(PCR検査 7/31 １４名予定) 

その他の接触者 １１名 

(PCR検査7/31 １１名予定) 

管内327例目 

（県内 762 例目）
非公表 女性 鳥取市 非公表 

※管内310例目（県内723例目）の濃厚接触者 

7/27～7/28：仕事 

7/29：自宅【発症】咽頭痛 

7/30：県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

7/31：入院協力医療機関に入院 

濃厚接触者  なし 

その他の接触者 なし 

管内328例目 

（県内 763 例目）
４０代 非公表 非公表 非公表 

※複数の陽性者が発生した施設の利用者 

7/27～7/28：仕事 

7/29：仕事【発症】頭痛 

7/30：県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

7/31：入院協力医療機関に入院 

濃厚接触者  ４名 

(PCR検査 7/31 ４名予定) 

その他の接触者 ６名 

(PCR検査 7/31 ６名予定) 

管内329例目 

（県内 764 例目）
３０代 女性 鳥取市 自営業 

※管内312例目（県内725例目）の濃厚接触者 

7/25：自宅 

7/26：仕事 

7/27：仕事【発症】頭痛、咽頭痛 

7/28～7/29：外出 

7/30：管内312例目（県内725例目）の濃厚接触者として検体採取 

県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

7/31：宿泊療養予定 

濃厚接触者  なし 

その他の接触者 なし 
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年代 性別 居住地 職業 経過等（発症又は検体採取日2日前以降） 接触者等 

管内330例目 

（県内 765 例目）
４０代 男性 県外 会社員 

※複数の陽性者が発生した施設の利用者 

7/28～7/30：仕事 

7/30：県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

（県外の管轄保健所に引き継ぐ）  【無症状】 

濃厚接触者  なし 

その他の接触者 なし 

管内331例目 

（県内 766 例目）
非公表 非公表 非公表 非公表 

※管外陽性者の接触者 

7/26～7/27：仕事 

7/28：仕事   【発症】頭痛 

7/29：自宅 

7/30：市内医療機関受診。抗原定性検査で陽性判明 

県衛生環境研究所のPCR検査でも陽性 

7/31：入院協力医療機関に入院 

濃厚接触者  ２名 

(PCR検査 7/31 ２名予定) 

その他の接触者 調査中 

管内332例目 

（県内 767 例目）
５０代 男性 鳥取市 会社員 

7/25：外出 

7/26～27：仕事 

（7/27【発症】声のかすれ、咽頭痛） 

7/28～7/29：仕事 

7/30：市内医療機関受診。抗原定性検査で陽性判明 

県衛生環境研究所のPCR検査でも陽性 

7/31：感染症指定医療機関に入院 

濃厚接触者  １名 

(PCR検査 7/31 １名予定) 

その他の接触者 調査中 

管内333例目 

（県内 768 例目）
２０代 男性 鳥取市 会社員 

※複数の陽性者が発生した施設の利用者 

7/27～7/28：仕事 

7/29：仕事【発症】倦怠感 

7/30：県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

7/31：入院調整中 

濃厚接触者  なし 

その他の接触者 ３３名 

(PCR検査 7/31 ３３名予定) 

管内334例目 

（県内 769 例目）
４０代 男性 県東部地区 会社員 

※複数の陽性者が発生した施設の利用者 

7/24：仕事 

7/25：外出 

7/26～7/27：自宅（7/26【発症】頭痛） 

7/28～29：仕事 

7/30：県衛生環境研究所のPCR検査で陽性判明 

7/31：入院協力医療機関に入院 

濃厚接触者  ４名 

(PCR検査 7/31 ４名予定) 

その他の接触者 ６名 

(PCR検査 7/31 ６名予定) 

２ 今後の方針 
接触者等の調査を引き続き行い、濃厚接触者に対しては、感染者との最終接触日から２週間の健康観察及び外出自粛を要請します。 

３ その他 
   市民の皆様には、マスクの着用、こまめな手洗い、こまめな換気、体調の管理、密集・密接・密閉の三密を避けるなど、引き続き感染予防に取組んでいただきますよう

お願いします。                
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令和3年度　イベント・会議等　中止一覧

人数 範囲

7/31
日本遺産麒麟獅子舞
体験体感プログラム

麒麟獅子舞の見学と体験 文化交流課 因幡万葉歴史館 屋内 文化交流課 0857-30-8021

7/31
鳥取因幡Gバス
「国府コース」

バス周遊
鳥取市観光コンベン

ション協会
国府町内（因幡万葉歴史
館、雨滝、宇部神社等）

屋外
鳥取市観光コンベ
ンション協会

0857-26-0756

7/31 賀露白いか祭り 白いかのPRと賀露地域のにぎわい創出
賀露白いか祭り実行委

員会
賀露みなと公園（予定） 屋外 5,000人 県内外

賀露みなと観光協
会

0857-28-1004

7/31 浴衣着付け教室
外国人留学生などを対象とした浴衣着付け教
室

国際交流プラザ 国際交流プラザ 屋内 数名 市内 国際交流プラザ 0857-31-3253

7/31
マリオネット麒麟獅子舞を見
て、紙玩具「ずぼんぼ」を作っ
てみよう

紙玩具の作成
（公財）鳥取市文化財

団
仁風閣 屋内 仁風閣 0857-26-3595

7/31,8/1 夏休み自由研究サポート隊
わらべ館の資料等を用い、自由研究をサポー
トする

わらべ館 わらべ館 屋内 4名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

7/31～8/1 鳥取砂丘ボランティア除草 砂丘除草 鳥取砂丘未来会議 鳥取砂丘 屋外 県内外

①鳥取砂丘未来会
議事務局

②鳥取市観光・ジオ
パーク推進課

①22-0583
②30-8293

7/31～8/15 おもちゃランド わらべ館 わらべ館いべんとほーる 屋内 わらべ館 0857-20-7070

7/31～8/29 おもちゃづくり体験（夏編）
わらべ館オリジナルの木製キットを使って工作
を楽しもう

わらべ館 わらべ館 屋内 _ 県内外 わらべ館 0857-20-7070

7/31,8/6,13,1
4,15,28,29

紙芝居劇場
自転車に舞台をのせた昭和スタイルで紙芝居
を鑑賞

わらべ館 わらべ館 屋内 20名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

屋内・屋外
参加者の状況

問合せ先 問合せ先外線日付 イベント名 事業内容 主催者 実施場所
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人数 範囲
屋内・屋外

参加者の状況
問合せ先 問合せ先外線日付 イベント名 事業内容 主催者 実施場所

7月下旬～8月
下旬

文字を楽しむ（仮称） 企画展示
（公財）鳥取市文化財

団
因幡万葉歴史館 屋内 県内外 因幡万葉歴史館 26-1780

８月上～中旬
東京パラリンピック事前キャン
プ〔ジャマイカ〕

東京パラリンピック大会に向けたジャマイカ陸
上競技等の事前キャンプ

鳥取市東京オリ・パラ
キャンプ実施委員会

布勢総合運動公園等 屋外 不特定多数 鳥取県
生涯学習・スポーツ

課
0857-30-8427

8/1 ちょっぴりこわいおはなし会 絵本の読み聞かせ 中央図書館 中央図書館 屋内 20人
図書館利用

者
20-3802 4415

8/1
日本遺産麒麟獅子舞
こども向けワークショップ

段ボールでの獅子頭作成と浜坂高校生徒から
の指導

文化交流課
新温泉町　浜坂多目的集
会施設　多目的ホール

屋内 文化交流課 30-8021

8/1
かちべ伝承館まつり＆
青谷ようこそ市場（あおいち）

青谷地域に賑わいを創出するために、各種バ
ザー、イベントを実施する。

かちべ伝承館
青谷地域にぎわい創出

実行委員会
かちべ伝承館周辺 屋外 1000人 県内

青谷町総合支所
地域振興課

0857-85-0011

8/1
グラウンドゴルフ大会
（第22回　白兎GG場オープン
記念大会）

グラウンドゴルフ大会
公益財団法人鳥取県
東部環境管理公社

白兎グラウンドゴルフ場 屋外 ４００名 県東部
公益財団法人鳥取
県東部環境管理公

社
0857-59-1807

8/1
「演劇がおしえてくれたこと」～
声と呼吸と私たち～

講演会
（公財）鳥取市文化財

団
仁風閣 屋内 仁風閣 0857-26-3595

8/1

鳥取市文化センター自主事業
第1回親子でたのしむひょっこ
りシネマ
「劇場版　リトル・ニモ」

親子向け映画の上映会。「劇場版　リトル・ニ
モ」を上映。

一般財団法人鳥取市
教育福祉振興会・クラ
ラとクロダのひょっこり

シネマ

鳥取市文化センター 1階
展示ホール

屋内 75 県内外

①鳥取市文化セン
ター

②クララとクロダの
ひょっこりシネマ（ク

ロダ）

①27-5181
②070-3860-
2498

8/2
鳥取大学・小玉先生による
スペシャル実験ラボ

鳥取砂丘ビジターセン
ター

鳥取砂丘
鳥取砂丘ビジターセ

ンター
0857-22-0021

8/4 お気軽健康チェック
保険年金課医療費適

正化推進室
中央図書館

保険年金課医療費
適正化推進室

0857-30-8227

8/4, 26 唱歌教室 懐かしい唱歌を歌唱体験 わらべ館 わらべ館 屋内 10名 県内外 わらべ館 0857-20-7070
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人数 範囲
屋内・屋外

参加者の状況
問合せ先 問合せ先外線日付 イベント名 事業内容 主催者 実施場所

8/6～7 貝がら節祭り2021
１日目は花火大会、２日目は貝殻節総踊りなど
が行われます。

貝がら節祭り実行委員
会

浜村温泉街 屋外 7,000人 県内外
気高町総合支所
地域振興課

0857-82-0011

8/7 第４１回河原町あゆ祭
河原町の夏祭（あゆのつかみどり、ステージイ
ベント、花火　など）変更あり

あゆ祭企画実行委員
会

千代川袋河原広場
（河原町袋河原）

屋外 25,000人 県内外
河原町総合支所
産業建設課

0858-76-3115

8/7
ＲＣサーキットがやってくる！
2021夏

芝生の上でＲＣカーの運転を体験 わらべ館 わらべ夢広場 屋外 10名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

8/8
小学校低学年向け講座「家族
で学ぼう！おかねのあれこ
れ」

鳥取市消費生活セン
ター

本庁舎市民交流センター
2階多目的室1

屋内
鳥取市消費生活セ

ンター
0857-30-8182

8/8
ヤサホーパークのてっぺんで
みんなでラジオ体操！

ラジオ体操
教育委員会事務局気

高町分室
浜村砂丘公園
（ヤサホーパーク）

屋外
教育委員会事務局
気高町分室

0857-82-3158

8/8 めぐろう！うたの小道
うたの小道に描かれた５０曲の童謡・唱歌の中
から、時代を彩る歌の数々を皆で歌いましょう

わらべ館 わらべ館 屋内 15名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

8/8 因幡和太鼓の祭典 因幡但馬地域の和太鼓団体等による演奏会 鳥取市民会館 市民会館大ホール 屋内 930名
麒麟のまち
圏域

鳥取市民会館 0857-24-9411

8/8,15 鳥取市民体育祭（軟式野球） 校区対抗による軟式野球大会 鳥取市 国府町運動場 屋外 １００人 鳥取市体育協会 20-3363

8/9,21 世界の遊び①、② 昔の遊びを体験して夏休みの自由研究に活用 わらべ館 わらべ館 屋内 10名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

8/9
青谷上寺地遺跡展示館　開
館20周年イベント

火起こし体験、狩り、釣り疑似体験等を実施す
る。

（公財）鳥取市文化財
団

青谷上寺地遺跡展示館 屋内外
青谷上寺地遺跡展

示館
0857-85-0841

8/10
下水道の日
下水処理場見学会

下水処理場の施設見学 鳥取市環境事業公社 秋里下水終末処理場 屋内・屋外 ２０人 主に市内
鳥取市環境事業公

社施設部
0857-37-2336
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人数 範囲
屋内・屋外

参加者の状況
問合せ先 問合せ先外線日付 イベント名 事業内容 主催者 実施場所

8/10
第７回鳥取市市政改革推進
市民委員会

市民の有識者と公募委員の１０名で構成する
「鳥取市市政改革推進市民委員会」による鳥
取市市政改革プランの審議

鳥取市市政改革推進
市民委員会(庶務：行財

政改革課)

鳥取市役所本庁舎6階６-
６会議室

屋内
14名(委員10
名+事務局4
名）

鳥取市内 内線7132 0857-30-8112

8/14
マリオネット麒麟獅子舞上演
会

マリオネット麒麟獅子舞の上演会
（公財）鳥取市文化財

団
仁風閣 屋内 仁風閣 0857-26-3595

8/15
勝谷小学校タイムカプセル開
扉式

H19年3月当時の在校生98名が20年後の令和
3年に開扉するイベント

勝谷小学校タイムカプ
セル開扉式実行委員
会

勝谷地区コミュニティ施設
グラウンド

屋外 100
卒業生及び
関係者

勝谷地区公民館 0857-84-2459

8/21 第24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
内外の傘踊り団体が踊りを披露する。出店、特
産品販売有

鳥取市 因幡万葉歴史館 屋外 2,500人 県内外
国府町総合支所
地域振興課

0857-39-0555

8/21,22
イッツサマー！レッツプレイ！
ボードゲーム！

ボードゲーム体験 わらべ館 わらべ館 屋内 50名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

8/22 おもちゃの病院
おもちゃドクターがあずかりでおもちゃを修理し
ます

わらべ館 わらべ館 屋内 10件 県内外 わらべ館 0857-20-7070

8/25 おさなごのわらべうたあそび 乳幼児とその保護者を対象とした歌や手遊び わらべ館 わらべ館 屋内 50名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

8/28 わらべうたプレイ―パーク 秋の気配を感じる歌で遊ぼう わらべ館 わらべ館 屋内 10組 県内外 わらべ館 0857-20-7070

8/29
第３５回
鹿野ふるさとミュージカル

町内に伝わる歴史や伝説をもとにした作品を
年に１度上演

町民音楽祭実行委員
会

鳥取市民会館 屋内 700 県内
鹿野町総合支所地
域振興課

0857-84-2011

8月下旬 ふれあいフェスティバル 花火大会、ステージイベント、抽選会
ジゲおこし実行委員
会・ふれあいフェスティ
バル実行委員会

用瀬町運動公園 屋外 4,000人 県内外
用瀬町総合支所
地域振興課

0858-87-2111

8/29
ケーナ・オカリナサマーコン
サート

ケーナとオカリナのコンサート わらべ館 わらべ館 屋内 50名 県内外 わらべ館 0857-20-7070

37



人数 範囲
屋内・屋外

参加者の状況
問合せ先 問合せ先外線日付 イベント名 事業内容 主催者 実施場所

9/5
青谷ようこそ市場（あおい
ち）＆あおいちウォーキン
グ

青谷地域に賑わいを創出するために、各種バ
ザー、イベントを実施する。

青谷地域にぎわい創出
実行委員会

ようこそ広場周辺 屋外 1,000人 県内
青谷町総合支所地

域振興課
0857-85-0011

9月下旬 もちがせの月をめでる会
中秋の名月を鑑賞しながら、楽器演奏・合唱・
お茶会などを開催する。

用瀬町文化団体協議
会

流しびなの館。用瀬町観
光物産センター

屋内外 150人 市内
用瀬町総合支所
教育委員会分室

0858-87-2288

9月下旬 瀬戸川やまめ釣り大会
瀬戸川に設置された特製いけすでやまめ釣り
大会を開催する。

用瀬宿活性化委員会
用瀬地内
（瀬戸川）

屋外 100人 用瀬地域
用瀬町総合支所
地域振興課

0858-87-2111

10/2
第31回鳥取市国府町万葉
ウォークラリー大会

　１チーム2～6名でグループをつくり、コース図
に従ってコースに設けてあるチェックポイントや
観察をするゾーンで出された問題を解きながら
自然の中を歩く屋外競技

鳥取市国府町万葉
ウォークラリー実行委

員会
未定 屋外 250人 県内

教育委員会事務局
国府町分室

0857-39-0563

10/9 第４０回ふれあい広場
さまざまなゲームや体験等を行い、障がいのあ
る方もない方もみんなでふれあうイベント

鳥取市・鳥取市社会福
祉協議会

鳥取産業体育館 屋内 900人
鳥取県東部
地区

鳥取市障がい福祉
課

0857-30-8217

10/22～24 用瀬町美術展覧会
用瀬町内在住、または用瀬町出身者等の作家
による優れた美術作品を鑑賞する。

用瀬町文化団体連絡
協議会

用瀬町民会館 屋内 100人 市内
用瀬町総合支所
教育委員会分室

0858-87-2288

10/31
第35回鳥取砂丘らっきょう
花マラソン大会

マラソン大会
福部町総合支所地域

振興課
鳥取砂丘オアシス広場 屋外 県内外

福部町総合支所地
域振興課

0857-75-2811

11/3 万葉のふる里こくふまつり
映画、子どもまつり、出店、芸能発表、各種展
示等

万葉のふる里こくふま
つり実行委員会

国府町コミュニティセンター 屋内外 3,500人 市内
国府町総合支所
地域振興課

0857-39-0555

１１月上旬
日曜日

第38回佐治ふるさと祭り
農産物の収穫時期に合わせた収穫祭も兼ねた
イベント。地元の郷土芸能などを織り交ぜ、地
域住民の交流、振興を図る。

佐治ふるさと祭り実行
委員会

佐治町総合支所周辺　ま
たは　佐治小学校周辺

屋内・屋外 800人 市内
佐治町総合支所地

域振興課
0858-88-0211
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令和3年度　イベント・会議等　延期一覧

人数 範囲

1/3⇒9/19
（延期分）

教育委員会生涯学
習・スポーツ課

鳥取県民体育館 屋内 1000名 鳥取市出身
教育委員会生涯学
習・スポーツ課

0857-30-8426

7/31
延期日は未定

部落解放月間関連行事
「鳥取県の無らい県運動　ハ
ンセン病の近代史」

講演会
講師：西村　芳将　さん　（鳥取県文化財課）

- 国英地区公民館 - - -
河原人権福祉セン

ター
0858-85-0135

令和3年度　イベント・会議等　中止又は延期を検討中

人数 範囲

8/4
中止を検討

第５０回姫路市・鳥取市中学
生オンライン交歓会

姫路市と鳥取市の中学生がオンラインで交流する 鳥取市、姫路市 鳥取市立河原中学校 屋内 26名 市内
鳥取市総合教育セ
ンター　児童生徒支

援係
0857-25-3060

8/5
延期を検討

中国語語学講座
中国語
（それぞれ全15回程度のうち１回を中止もしくは延
期）

国際交流プラザ 国際交流プラザ 屋内 15名 市内外 国際交流プラザ 0857-31-3253

8/7,8
延期を検討

次世代育成推進事業
和太鼓ワークショップ

小中学生を対象にした和太鼓体験と発表 鳥取市（文化交流課） 市民会館大ホール 屋内 15名
麒麟のまち
圏域

鳥取市民会館
鳥取市文化交流課

0857-24-9411
0857-30-8021

参加者の状況

問合せ先外線

問合せ先 問合せ先外線日付 イベント名 事業内容

実施場所

主催者 実施場所 屋内・屋外

令和３年鳥取市成人式
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催内容について変更に
なる場合があります

屋内・屋外
参加者の状況

問合せ先日付 イベント名 事業内容 主催者
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新型コロナウイルス感染拡大防止
最大限の警戒と感染予防対策の徹底

・不要不急の外出を控え、人と人との接触機会をできるだけ減らしてく
ださい。

・帰省を含めた県外との往来、また県外の方との会食を控えてください。
・マスクの着用、こまめな手洗い、３密を回避してください。
・ワクチン接種後も感染予防対策を引続き行ってください。

感染力の強いデルタ株の感染が本市で急拡大、同時期に店舗等でのクラスターが２件発生、医療
ひっ迫につながる非常に危険な状態です。最大限の警戒と感染予防の徹底、レベルアップをお願い
します。

鳥 取 市
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