
第９７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４年４月２５日（月） 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）各部局の対応について（ゴールデンウィークに向けた対応）

（２）その他

（３）鳥取市からゴールデンウィーク新型コロナ感染防止メッセージ

４ 閉 会
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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】
公務出張の取り扱いの変更、公務出張及び私的旅 にお
ける留意事項の通知

指定管理施設における新
型コロナウイルス感染予防
対策の再徹底

【 財政改 課】
・業種に応じたガイドラインなどを踏まえた必要な感染予防対策
を再徹底
・万 、陽性者が施設を利 したことが判明した場合に備え、
連絡体制や対応手順を再確認

（４月２５日依頼）

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等
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事 務 連 絡 
令和４年 ４月２５日 

各所属長 様 
職 員 各 位 

                           総 務 部 長 

職員の公務出張・私的旅行の取扱いについて（通知） 

 新型コロナウィルス感染症については、BA.2 系統への置き換わりや大型連休を控え、
今後感染者の増加も予想されています。同時にコロナ禍からの復興を見据え、出張等再
開されていることから、職員の公務出張・私的旅行及び会食の取扱いについては下記の
とおりとします。職員の皆様におかれては、引き続き、感染防止対策の徹底に努めてい
ただき、適切に対応いただくようお願いします。 
 なお、これは現時点の取扱いであり、今後の感染状況や政府・県の方針等により取扱
いを変更する場合があります。 

記 

１．公務出張の取扱いについて 
（１）県外への公務出張（因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏を除く）については、

各自治体が出す情報を確認し、所属内や部局内において、公務の内容、緊急性、必
要性等を十分精査の上、旅行者は最小限度としてください。 

   なお、当面の間、公務出張を行う場合は、原則として公務出張の翌日から起算して
３日目までは在宅勤務を行うこととし、３日目にＰＣＲ検査を公費受検いただくこ
ととします。 

   ただし、出張対象者が部局長や所属長、業務上必ず出勤しなければならない事情が
ある職員の場合は、公務出張の翌日から起算して３日間、日々出勤前に抗原定性検査
を行い、陰性であることを確認した上で出勤することを可能とします。 
公務出張を行う場合は、事前に職員課にお知らせください。 

（２）引き続き国外への公務出張は一律禁止します。 

２．公務出張における留意事項について 
（１）公務出張の際には、マスクの着用・三つの密の回避・手指消毒など感染防止対策や

行動記録票の作成の徹底に努め、対象地域の流行状況や各自治体が出す情報の確認
など、感染防止対策を徹底してください。 

（２）上記１.（１）に限らず、県外へ行かれた場合等で、その行動記録から感染拡大防
止のため特にやむを得ないと認められる場合は、所属内で調整の上、３日間を超え
た在宅勤務制度の活用も検討してください。 

（３）公務出張の際には、用務先との往復に留める等、万全の感染防止対策を取ってく
ださい。 

（４）県外からの関係者等の招聘や本市事業の関係者との打合せ等についても、引き続
きオンライン形式での代替を検討いただくなど適切に判断してください。 

３．私的旅行の取扱いについて 
  大型連休中の帰省等、私的旅行については、「感染リスクの高い場所を避ける」、

「マスクの着用」など感染防止対策を徹底し、旅行先の感染状況に十分留意しつつ、
職場に感染リスクを持ち込まない対策（在宅勤務制度や休暇制度の活用等）を検討い
ただいた上で、各自の判断で適切に行ってください。 

                 （担当）総務部職員課 
人事係 外線 0857-30-8116 内線 7141 

【案】 
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企画推進部の対応（１）企画推進部の対応（１）

項目 内容

イベント・会議等開催状況 GW（4/25 5/8）におけるイベント・会議等の開催状況は次のとおり

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等

【開催】

人数 範囲

4/9～5/22
岩合光昭写真展「世界のネコ
歩き」

共催展 新日本海新聞社 鳥取市歴史博物館 屋内 県内外 鳥取市歴史博物館 0857-23-2140

4/16～5/22
むかしの農具・道具～これな
～んだ！？～

企画展
（公財）鳥取市文化財
団

あおや郷土館 屋内 県内外 あおや郷土館 0857-85-2351

4/21～5/17
おもちゃと遊びの企画　世界
遊戯法大全ピックアップ2

世界の遊びを紹介する松浦政泰の大著(明治37年
刊)から遊びを紹介

わらべ館 わらべ館 屋内 県内外 わらべ館 0857-22-7070

4/23～5/5 歳時　端午の節句
2階全室に寄贈・借用していただいた五月人形・鯉
のぼり・鎧飾り・兜を展示。関連イベント（お楽しみ
会白うさぎ一座）を開催（予定）。

（公財）鳥取市文化財
団

髙砂屋2階全室 屋内 300人 県内 髙砂屋 0857-29-9024

4/23～5/29
映画るろうに剣心ロケ風景ミ
ニパネル展

企画展
（公財）鳥取市文化財
団

仁風閣 屋内 県内外 仁風閣 0857-26-3595

4/28
グラウンドゴルフ大会
（第2回　白兎GGフリーペア大
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 384名

県東部
一部県外者
の参加あり
（兵庫県姫路
市、香美町な
ど）

公益財団法人鳥取
県東部環境管理公
社

0857-59-1807

4/29
癒しの竹笛　パンフルートで奏
でる昭和のうたコンサート

昭和の名曲とトーク わらべ館 わらべ館 屋内 60名 県内外 わらべ館 0857-22-7070

4/29～5/1 紙芝居劇場 自転車による昭和スタイルの紙芝居 わらべ館 わらべ館 屋内 各回20名 県内外 わらべ館 0857-22-7070

4/29～5/5 まが玉づくり 体験講座
（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 0857-26-1780

屋内・屋外
新規
/旧
No.

日付 イベント名 事業内容 主催者 実施場所
参加者の状況

問合せ先 問合せ先外線
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企画推進部の対応（２）企画推進部の対応（２）①対策本部
【開催】

人数 範囲

4/29～5/5 まんれき！クイズラリー 体験講座 （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 0857-26-1780

4/29～5/5 宙（そら）の駅まつり

工作・体験（日替り工作メニュー・きのこの植菌、

他）、園地遊び（ビンゴ、ストラックアウト）、プラネタリ
ウム投影、103㎝大型望遠鏡での天体観察会、昼食
コーナー、他

鳥取市さじアストロパーク 鳥取市さじアストロパーク 屋内・屋外 各日１００名 県内外
鳥取市さじアストロ
パーク

0858-89-1011

4/29～5/8
（予定）

（仮）砂の美術館第１４期展示
PRイベント

砂の美術館の敷地内を開放し、７月オープン予定の
14期展示エジプト編のPRを含めたイベント

鳥取砂丘砂の美術館（鳥
取砂丘砂の美術館活性化

共同企業体）

鳥取砂丘砂の美術館
屋外・屋内
（美術館１F、

サンドパル）

約10,000人

県内外（感染
症の状況に
よっては地域
限定有）

観光・ジオパーク推
進課

0857-30-8291

4/29～5/29
鳥取県若手陶芸作家作品展
「三々窯 二人展」

西郷工芸の郷あまんじゃく「三々窯」廣瀬泰樹さんと
小渕祥子さんご夫婦の作品を展示販売する。

（公財）鳥取市文化財団 髙砂屋　西蔵 屋内 400人 県内 髙砂屋 0857-29-9024

4/30
音の音色　パンフルート　こど
ものうたコンサート

笛の音色と元気な歌をお届け わらべ館 わらべ館 屋内 60名 県内外 わらべ館 0857-22-7070

5/1 うきうきタイム～mini音楽会～ スタッフによる手作りの音楽会 わらべ館 わらべ館 屋内 各回50名 県内外 わらべ館 0857-22-7070

5/3 アウトドアRCサーキット ＲCカーの運転を楽しむ わらべ館 わらべ館
屋外（雨天の
場合順延）

県内外 わらべ館 0857-22-7070

5/3 めざせ！けん玉名人 けん玉のあそびや技を学ぶ わらべ館 わらべ館 屋内 各回60名 県内外 わらべ館 0857-22-7070

5/4
ふえふきねずみと遊びましょ

♪
様々な楽器で童謡クラシックを楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内 各回60名 県内外 わらべ館 0857-22-7070

5/5
こどもの日工作「手足のスタン
プ美術館」

色紙に手形や足形をスタンプして「こいのぼり」を描く わらべ館 わらべ館 屋内
3回（各30
名）

県内外 わらべ館 0857-22-7070

5/6 唱歌教室
オルガンの音色とともに童謡唱歌を歌う

※特別警報期間は歌唱を伴わない内容とする
わらべ館 わらべ館 屋内 20名 県内外 わらべ館 0857-22-7070

5/7 にほんごカフェ① 多言語でのフリートーク 国際交流プラザ 国際交流プラザ 屋内・屋外 10人程度 市内外 国際交流プラザ 0857-31-3253

～6/19
期間展示「第２９回　星景写
真コンテスト入賞作品展」

２０２１年度に募集した、星と風景が一緒ぬ写った写
真コンテストで入賞した作品を展示します。

鳥取市さじアストロパーク 鳥取市さじアストロパーク 屋内 県内外
鳥取市さじアストロ
パーク

0858-89-1011

～6/19
プラネタリウム投影　　春番組

「銀河」
オリジナル番組のプラネタリウム投影 鳥取市さじアストロパーク

鳥取市さじアストロパーク
佐治天文台プラネタリウム
室

屋内 ２０名程度 県内外
鳥取市さじアストロ

パーク
0858-89-1011

【中止】

4/29 鳥取市花のまつり
花と緑のある豊かな街づくりをめざし、にぎわい創出
のため歩行者天国を開設し、まつりを実施する。

鳥取市花と木のまつり実
行委員会

国道５３号線（旧鳥取市役
所第２庁舎前～鳥取市国
際観光物産センターまち

パル鳥取前）

屋外 35,000人 県内外 経済・雇用戦略課 0857-30-8282

5/3/・4
かわはら町・春フェス   河原
城（旧　河原城 春の大茶会）

チャリティーイベント「春の茶会」・春の防災フェア・AR
の謎解きポイントラリーなど

河原城フェスティバル実行
委員会

河原城イベント広場・中央
公園及び河原城内

屋外 450～700人 県内外
お城山展望台
河原城

0858-85-0046

【延期】

5/7、5/8
(秋に延期)

リサイクル古本市
図書館で除籍した本や家庭で不要になった本を提供
する

用瀬図書館 用瀬町総合支所 屋内 100 市内 用瀬図書館 0858-87-2702

5/8予定⇒延
期（8月予定）

殿ダムフェスティバル 殿ダム・山陰ジオパークをテーマにした体験イベント
殿ダム水源地域活性化推

進連絡会
殿ダム記念広場 屋内外 700 県内外 殿ダム交流館 0857-77-4607

参加者の状況
問合せ先 問合せ先外線屋内・屋外

新規
/旧
No.

日付 イベント名 事業内容 主催者 実施場所
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企画推進部の対応（３）企画推進部の対応（３）

項目 内容

【広報室】

速・確実な周知

・HP「 切なお知らせ」にGW中の対応等をまとめて掲載
・「感染防御型WITHコロナ」についてHP等による周知
・CATVおよびFM鳥取への緊急対応等の確認

【文化交流課】
所管施設（国際交流プ

会館・高砂屋）の対応
・手指消毒やマスク着用、喚気などの感染防止対策の徹底

【情報政策課】
テレワーク環境の確認

感染拡大防止に向けたGW中、GW後のテレワーク環境（モ
バイルPC、Web会議）の確保

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等
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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

GW期間中も
相談体制を維持

◆接触者等相談センター（陽性者との接触等の相談）
0857-22-5625
ほか、宿泊療養・在宅療養 援、濃厚接触者 援 の相談
体制を維持

◆新型コロナワクチン接種専用ダイアル
0857-30-8535（土日祝含む 8:30~17 15）

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等
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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

連休中の新型コロナワクチン
集団接種の実施

■集団接種の日程
⇒下記のとおり

■接種を希望される方への早めの予約の呼びかけ
⇒折込みチラシ（4/20）、コミュニティＦＭ、ＣＡＴＶ等
で、接種を希望される方へ早めの予約の呼びかけを実施。

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等

1回目・３回目の日程 4月 5月
29日(金・祝) 30日(土) 1日(日) 7日(土)

本庁舎
3回目（12 17歳）
ファイザー社ワクチン ●

3回目（18歳以上）
武田／モデルナ社ワクチン ●

駅南庁舎
3回目(18歳以上)
武田／モデルナ社ワクチン ● ● ●

1回目(12歳以上)・夜間
ファイザー社ワクチン ●

【集団接種の日程】

※予約枠に空きがあれば、当日予約も可能。
《当日予約・問い合わせ先》鳥取市新型コロナワクチン接種専用ダイヤル TEL.0857-30-8535
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経済観光部の対応経済観光部の対応

項目 内容

 取市関 事務所  取県関 本部と合わせ、当 の間、週１ の在宅勤務を 
れながら通常業務

麒麟のまち関 情報発信
拠点

4/29 5/1 休業
5/  2 5/6 通常営業（11:00 21 00）
5/  7 5/8 休業
（5/8までは土曜日、日曜日を休業）

鳥取市オミクロン株影響対
策緊急応援 

オミクロン株等の新型コロナウイルスの第6波感染拡大による影
響を受けた市内事業者に応援 を 給するもの

4/25から申請受付開始

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等
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経済観光部の対応経済観光部の対応

項目 内容

砂丘周辺の渋滞対策

4/29 5/5の7日間、国・県・警察と連携し渋滞対策を実施
（対策本部 サンドパル２F）
○交通誘導員の配置（１日最大59人）および看板の設置
○臨時駐 場の開設（オアシス広場、岩 海岸）および
臨時バス等の運 
→マスクの着 確認、検温、消毒、定員の半減運 を実施
○渋滞情報の提供（HP、Twitter）
※期間中の入込客の予測は98,000 を 込んでいる

所管施設の感染防止対策

所管施設は、通常どおり営業
（施設管理者に対し感染対策の徹底、緊急時の連絡体制
等を周知予定）
【連休中のイベント等 3件】
○地元因州和紙を書く
（4/23 5/29 あおや和紙工房）
○第14期PR砂像の公開、パネル展の開催等
（5/1 5/8 鳥取砂丘砂の美術館敷地内）
○ ノ 焼展 販売会
（4/29 5/5 道の駅清流茶屋かわはら）

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等
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都市整備部の対応都市整備部の対応

項目 内容

感染拡大防止の啓発
【交通政策課】
 取駅、 取空港、バスターミナル、路線バス（砂丘線、空港
線、くる梨）に啓発 ポスターを掲出（4/28設置予定）

公共交通機関等の感染
対策

【交通政策課】
公共交通機関（路線バス、タクシー）、市運営バスの事業者
に対し、感染対策の徹底と緊急時の連絡体制について確認
（4/22確認済）

①対策本部

ゴールデンウィークに向けた対応等
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本庁舎の消毒実施体制について 

 本庁舎の職員に新型コロナウイルス感染者が確認された場合、令和２年４月

に策定した「本庁舎の消毒実施要領」に基づき、下記のとおり各エリアで消毒を

実施してください。 

記 

１ 消毒実施区画及び責任者 

区画 責任者 

１階フロア 地域福祉課長 

２階フロア 固定資産税課長 

３階フロア 政策企画課長 

４階フロア 経済・雇用戦略課長 

５階フロア 教育総務課長 

６階フロア 監査委員事務局次長 

７階フロア 市議会事務局次長 

東側階段等 農政企画課長 

西側階段等 都市企画課長 

２ 消毒実施に係る連絡体制及び消毒機材 

（１）連絡体制 

   消毒の必要が生じた場合は、総務課長から消毒が必要な範囲について該

当区画の責任者に連絡します。 

（２）消毒機材 

   ４階の財産経営課に準備してある機材（次亜塩素酸ナトリウム（0.05％濃

度）、ゴム手袋、ペーパータオル、ごみ袋など）を使用してください。 

   使用後は、財産経営課に返却してください。 

（３）実施体制 

   各区画の責任者は、必要な動員等を図り、消毒を実施してください。 

（４）消毒の方法 

   グループウェア－ライブラリ－総務課－本庁舎の消毒実施要領（新型コ

ロナウイルス感染症）を参考にしてください。 

（５）その他 

   責任者の連絡先等については、総務課から改めて聴取します。 

新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料 

令和４年４月２５日（月） 

担当課 

(連絡先) 

総務課 

（内線 7111） 
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〇コロナウイルスの主な感染経路として「飛沫感染」などが指摘されています。

会話や咳・くしゃみなどによる飛沫の拡散を防止するため、マスクを正しく着用

しましょう。

〇ゴールデンウィークで県外との往来や観光、帰省などによる人との接触の機会

が増えます。

感染リスクの高い場所を避ける、マスク、手指消毒など基本的な感染予防対策を

実施しましょう。

〇普段から手洗い、うがい、共用部分の消毒など、感染予防対策を行いましょう。

人が集まるときにはこまめに換気を実施するなど、家庭内でも感染予防対策を

心がけましょう。

ゴールデンウィーク期間中は、人との接触の機会が増えます。

新型コロナウイルスは、BA.2系統への置き換わりが進んでお
り、以前より感染力が増しています。

しっかりと感染対策を実施しましょう。
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