
 

第１７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４月１１日（土） 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 協議事項 

 

（１）鳥取市保健所、健康こども部による感染ルート・接触者調査体制（健康こども部） 
（２）鳥取市有施設等の原則休業措置に伴う休業・営業継続情報、貸館中止に伴う対応状況  

（総務部） 
（３）イベント等の原則中止措置に伴う今後中止イベント情報の把握整理（企画推進部）  
（４）県内感染期（国内感染期）における各部の対応について（全部局）  

 

４ その他 

 

５ 閉会 
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４月１０日に判明した新型コロナウイルス感染症陽性者について、接触者調査及び濃厚接
触者へのＰＣＲ検査を実施するなど、感染拡大防止に向けて対応を行っています。

１ 接触者調査体制
・保健所長のほか、保健師１６名、衛生技師４名、事務職８名、計２９名で調査

を実施しています

２ 濃厚接触者について
・患者の発症前２日以降の行動歴等を確認し、

家族、会合、医療機関、商店関係者の中から濃厚接触者１７名を特定
・濃厚接触者１７名にＰＣＲ検査を実施

（濃厚接触者にはＰＣＲ検査を実施することとしています。）

３ その他の接触者について
・患者が立寄った飲食店（昨日の聞取りで確認した５店及び本日の聞取りで

判明した１店、合計６店）の従業員、その他接触のあった方に調査を実施
そのうち、鼻水等症状のある飲食店の従業員１名にＰＣＲ検査を実施

鳥取市保健所による感染ルート・接触者調査体制について
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「濃厚接触者」とは…
「患者（確定例）」が発病した日の２日前以降に接触した者のうち、次の範囲に
該当する者である。

あった者

・適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者

・患者（確定例）の気道分泌もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高
い者

・その他：手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２
メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と接触があった者
（患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する）。

出典 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領（暫定版）
国立感染症研究所 感染症疫学センター 令和２年３月１２日版

潜伏期間について
WHOの知見によれば、現時点では潜伏期間は1-14日（一般的には約５日）とされ
ており、また、これまでのコロナウイルスの情報などから、未感染者については
１４日間にわたり健康状態を観察することが推奨されています。

厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルスに関するQ＆A（一般の方向け）より
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潜伏期間と感染可能期間 
 
 
 
 
 

 年月日 症状等 行動歴 対象者 

 
 

R2.3.23(月)  【外食】 調査中 

3.24(火)    

 
 
潜 
伏 
期 
間 

  3.25(水)  【外食】 ５名 

  3.26(木)  【外食】 ８名 

  3.27(金)    

  3.28(土)    

  3.29(日)  【外食】 ４名 

  3.30(月)  【葬儀】 調査中 

  3.31(火)  【外食】【外食】 １０名、２名 

4.1(水)    

4.2(木)    

4.3(金)    

4.4(土)    

 感
染
可
能
期
間 

  4.5(日)  【会合】 ７名 

4.6(月)    

4.7(火) 【発症】   

  4.8(水)  【医療機関】 ６名 

  4.9(木)  【商店】 １名 

  4.10（金） 陽性判明   
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新型コロナウイルス感染症対策

鳥取市有施設等の原則休業措置に伴う休業・営業継続情報、貸館中止に伴う対応状況（休業 4月11日 ）

令和2年4月11日　正午時点の収集データ
休館もしくは貸館中止を行う施設 ４８２施設

12施設
4施設

62施設
5施設

27施設
14施設
22施設

150施設
186施設

営業を継続する施設 ８施設

No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
1 総務部 財産経営課 市民交流センター 予約10件（仮予約含む）にキャンセル連絡（うち3件連絡つかず）

10 人権政策局 人権推進課 人権福祉センター（９センター） 予約団体等に連絡済（苦情等は無し）
11 人権政策局 人権推進課 中央人権福祉センター 一部連絡がつかない団体等があるが継続して連絡中
12 人権政策局 男女共同参画

課
男女共同参画センター 予約団体等に連絡済（苦情等は無し）、主催の各種会議は、延期。

13 企画推進部 文化交流課 市民会館 予約者へ休館の連絡、休館のお知らせを掲示

14 企画推進部 文化交流課 わらべ館 休館のお知らせを掲示

都市公園など
教育文化施設、コミュニティ施設、サッカー場、スポーツ広場、体育館等、運動場等、テニス場、プール、武道場、図書館

　福祉施設 ５施設
　　老健やすらぎ、なごみ苑、青谷町高齢者生活福祉センター、佐治町老人福祉センター（介護保険サービス）、福部砂丘温泉ふれあい会館（デイサービス）
　駐車場 ３施設
　　鳥取市市営鳥取駅高架下第１・２自転車駐車場、片原駐車場

教育委員会
都市整備部

総務部
企画推進部

市民交流センター、人権福祉センター、男女共同参画センター
文化交流施設（市民会館、わらべ館など）

市民生活部 地区公民館（分館含む）
福祉センター貸館、温泉施設、プールなど
子育て支援センター、児童館など
道の駅、観光施設、宿泊施設など　　（道の駅はトイレ、情報コーナーを除き、遅くとも4月17日までに休館）
森林公園、クレー射撃場、加工施設など

福祉部
健康こども部
経済観光部
農林水産部
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
15 企画推進部 文化交流課 高砂屋 予約者へ休館の連絡、休館のお知らせを掲示

16 企画推進部 文化交流課 国際交流プラザ 会議室・研修室等の予約者へ休止の連絡、休館のお知らせを掲示
放課後児童クラブ（めだか）は継続、外国人の相談支援業務は継続
鳥取市国際交流財団へ情報提供

78 市民生活部 協働推進課 地区公民館６２施設 4月11日 貸館予約あり３９館（件数８５件）、貸館有無と対応の調査中９館
4月12日 貸館予約あり２５館（件数３２件）、貸館有無と対応の調査中１３館
※以降も利用者と休止調整を行う。

79 福祉部 ⾧寿社会課 老健やすらぎ ●可能な限り継続
80 福祉部 ⾧寿社会課 なごみ苑 ●可能な限り継続
81 福祉部 ⾧寿社会課 青谷町高齢者生活福祉センター ●事業継続
82 福祉部 ⾧寿社会課 佐治町老人福祉センター ●介護保険サービスは可能な限り継続
83 福祉部 ⾧寿社会課 鹿野町老人福祉センター ◎一般利用を4/11から利用中止で対応
84 福祉部 ⾧寿社会課 総合福祉センター（さざんか会

館）（高齢者福祉センター）
◎一般利用を4/11から利用中止で対応　　 4/11-12　一団体が検討中

85 福祉部 ⾧寿社会課 湯谷荘 ◎一般利用を4/11から利用中止で対応
86 福祉部 ⾧寿社会課 福部町ほっとスイミングプール
87 福祉部 ⾧寿社会課 福部砂丘温泉ふれあい会館（デ

イサービス併設）
88 福祉部 障がい福祉課 さわやか会館 〇４月１１日（土）使用予約のあった７件のうち４件は中止、２件は予定どおり使用、１件は

連絡がつかない
〇４月１２日（日）使用予約のあった５件すべて中止
〇４月１３日（月） １８日（土）までの使用予約についてはすべて中止
〇４月１９日（日）からの使用予約分については、今後中止していただくよう連絡する
〇さわやか会館の事業であるプール、一般浴については、今日から中止、デイサポートについては、４
月１２日（日）から中止

102 健康こども部 こども家庭課 子育て支援センター１４施設 〇４月１１日（土）から当面の間、休止
あいあい子育て支援センター、わくわく子育て支援センター、なかよし子育て支援センター、じょうほく支
援センター、みやこファミリー子育て支援センター、福部町子育て支援センター、子育て支援センター
「ほのぼの広場」、子育て支援ひろば「もちがせ」、とまと子育て支援センター、気高町子育て支援セン
ター「おひさま広場」、子育て支援センター「カンガルー」、子育て支援センター「キューピット」、子育て
広場「すぺーすComodo」、支援センター０・１・２・３子育てひろば

◎一般利用を4/11から利用中止で対応　　 4/11のスイミングスクールは実施
●デイサービスは可能な限り継続
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
114 健康こども部 こども家庭課 児童館１２施設 〇４月１１日（土）から当面の間、休止

下味野児童館、西品治児童館、国安児童館、馬場児童館、古海児童館、円通寺児童館、湖南
児童館、西円通寺児童館、倭文児童館、麻生児童館、下佐貫児童館、気高児童館

115 健康こども部 健康・子育て支
援課

気高保健センター 貸館を停止

116 経済観光部 経済・雇用戦
略課

あおや和紙工房 4月12日から当面閉鎖

117 経済観光部 経済・雇用戦
略課

かみんぐさじ 4月12日から当面休館

118 経済観光部 経済・雇用戦
略課

（関連施設）まちパル鳥取 4月11日から当面営業自粛

119 経済観光部 経済・雇用戦
略課

【参考】麒麟のまち関西情報発信
拠点

4月7日19時から閉鎖

120 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

お城山展望台河原城 4月11日から当面休館

121 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

流しびなの館 4月11日から、一部（予約済の飲食部門）を除き、当面休館

122 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

佐治たんぽり荘・山王谷キャンプ場 現在入っている予約状況をふまえ、休館方法を検討中

123 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

国民宿舎山紫苑 4月13日から当面休館

124 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

しかの温泉館 4月13日から当面休館

125 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

鹿野往来交流館 4月13日から当面休館

126 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

気高遊漁センター 休館方法を検討中

127 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

道の駅神話の里白うさぎ トイレ、情報コーナーを除き、遅くとも4月17日までに休館する（他の道の駅と足並みを揃える）

128 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

道の駅清流茶屋かわはら トイレ、情報コーナーを除き、遅くとも4月17日までに休館する（他の道の駅と足並みを揃える）

129 経済観光部 観光・ジオパーク
推進課

道の駅西いなば気楽里 トイレ、情報コーナーを除き、遅くとも4月17日までに休館する（他の道の駅と足並みを揃える）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
130 農林水産部 農政企画課 鳥取クレー射撃場
131 農林水産部 農政企画課 新規就農者技術習得支援施設
132 農林水産部 農政企画課 鳥取市農産物加工センター
133 農林水産部 農政企画課 鳥取市国府町成器地区農産物

加工施設
134 農林水産部 農政企画課 鳥取市国府町麻生地区農産物

加工施設
135 農林水産部 農政企画課 鳥取市国府町大茅地区農産物

加工施設
136 農林水産部 農政企画課 鳥取市福部町アイデア館
137 農林水産部 農政企画課 鳥取市福部町洗濯・乾燥施設
138 農林水産部 農政企画課 鳥取市用瀬町社農産物加工施

設
139 農林水産部 農政企画課 鳥取市用瀬町大村農産物加工

施設
140 農林水産部 農政企画課 鳥取市気高町農産物加工施設
141 農林水産部 農政企画課 かちべ伝承館
142 農林水産部 農政企画課 青谷町特産物加工販売施設

（青谷ようこそ館）
143 農林水産部 農政企画課 神戸ふれあいセンター
144 農林水産部 農政企画課 鹿野そば道場
145 農林水産部 農政企画課 鹿野おもしろ市場（そば処）
146 農林水産部 農政企画課 鹿野ふるさと加工所
147 農林水産部 農政企画課 鳥取市東郷農産物加工施設
148 農林水産部 農政企画課 鳥取市国府町転作促進集会研

修施設七草の家
149 農林水産部 農政企画課 鳥取市佐治町農産物加工セン

ター
150 農林水産部 林務水産課 とっとり出会いの森
151 農林水産部 林務水産課 鳥取市安蔵森林公園
153 都市整備部 交通政策課 鳥取市市営鳥取駅高架下第１・

２自転車駐車場
●事業継続

市の方針通り、当面の間（5/6）休業。既に予約・利用依頼があったものは、4/11 5/6は全て
キャンセル等の対応。
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
289 都市整備部 都市環境課 鳥取市都市公園等１３６
290 都市整備部 都市環境課 風紋広場
291 都市整備部 都市環境課 湖山池公園
292 都市整備部 都市環境課 鳥取市重箱緑地
293 都市整備部 都市環境課 用瀬町運動公園
298 都市整備部 都市環境課 浜村砂丘公園ほか４
299 都市整備部 都市環境課 安蔵公園
300 都市整備部 都市環境課 中央公園
301 都市整備部 都市環境課 倉田緑地公園
302 都市整備部 都市環境課 殿ダム周辺広場
303 都市整備部 都市環境課 片原駐車場 ●駐車場通常利用

〇多目的室の閉鎖
〇レンタサイクル貸出中止

304 都市整備部 中心市街地整
備課

パレットとっとり 〇市民交流ホール施設の利用中止を指示

348 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

各小学校・中学校・義務教育学
校の学校開放事業（体育館・グ
ラウンド）44施設

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（市内全域 学校開放施設）

349 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

海洋の家体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

350 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

久松会館体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

351 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市湖山体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

352 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市山の手体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

353 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市豊実体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

354 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市松保体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

355 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市岩倉体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

〇各施設管理者に対し、施設利用受付及び施設利用の中止を指示（11日、12日の予約者を
含む。）
〇各施設管理者に対し、屋内施設への立入禁止の指示【美保球場・用瀬町運動公園管理棟・
湖山池情報プラザ・行徳苑・梅鯉庵・殿ダム管理棟】
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
356 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市倉田体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
357 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市稲葉山体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
358 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市千代水体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
359 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市津ノ井体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
360 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市城北体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
361 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
八幡池スポーツセンターゲートボー
ル場

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 スポーツ広場）

362 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

八幡池スポーツセンター弓道場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 武道場）

363 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市東郷体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

364 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市大正体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

365 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市末恒体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

366 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市浜坂体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

367 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市美保南体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

368 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市富桑体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

369 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

常設相撲場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 武道場）

370 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市湖山西体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）

371 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市湖南体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 地区体育館）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
372 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市米里体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
373 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市若葉台体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
374 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市大和体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
375 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市中ノ郷体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 地区体育館）
376 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市美穂スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 スポーツ広場）
377 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市大和スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 スポーツ広場）
378 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市民体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 総合体育館）
379 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市千代テニス場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 テニス場）
380 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市城北テニス場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 テニス場）
381 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市営サッカー場バードスタジア
ム

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 サッカー場）

382 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市武道館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 武道場）

383 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市弓道場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 武道場）

384 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市B＆G海洋センター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 総合体育館）

385 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市B＆G海洋センター　プール ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 プール）

386 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市民プール（臨時スケート
ボード場）

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 プール）

387 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

つづらをアーチェリー場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 スポーツ広場）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
388 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
旧津ノ井スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 テニス場）
389 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市若葉台スポーツセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（鳥取地域 サッカー場）
390 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
福祉文化会館（鳥取市所管部
分）

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

391 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

文化センター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

392 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

文化ホール ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

393 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

勤労青少年ホーム ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

394 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

サイクリングターミナル砂丘の家 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

395 教育委員会 文化財課 仁風閣・宝扇庵 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

396 教育委員会 文化財課 鳥取市歴史博物館（やまびこ
館）

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

397 教育委員会 文化財課 円通寺人形芝居伝承館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

398 教育委員会 文化財課 埋蔵文化財調査センター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

399 教育委員会 教育センター 教育センター研修室 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 教育文化施設）

400 教育委員会 教育センター 教育センター体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 総合体育館）

401 教育委員会 中央図書館 中央図書館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鳥取地域 図書館）

402 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市国府町成器体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（国府地域 地区体育館）

403 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市国府町大茅体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（国府地域 地区体育館）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
404 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
405 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町大茅スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
406 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町成器スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
407 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町美歎運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
408 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町荒舟運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
409 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町高岡運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
410 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町麻生運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
411 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町三代寺運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
412 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町谷運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（国府地域 スポーツ広場）
413 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市国府町農村勤労福祉セン
タープール

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（国府地域 プール）

414 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

国府町コミュニティセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（国府地域 コミュニティ施設）

415 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

国府町旧成器小学校 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（国府地域 コミュニティ施設）

416 教育委員会 文化財課 因幡万葉歴史館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（国府地域 教育文化施設）

417 教育委員会 文化財課 旧美歎水源地水道施設ガイダンス
展示施設（冬季閉鎖）

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（国府地域 教育文化施設）

418 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市福部町体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（福部地域 総合体育館）

419 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市福部町グラウンド ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（福部地域 スポーツ広場）
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420 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市福部町ゲートボール場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（福部地域 スポーツ広場）
421 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市福部町テニスコート ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（福部地域 テニス場）
422 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
福部町コミュニティセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（福部地域 コミュニティ施設）
423 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市河原町勤労者体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（河原地域 総合体育館）
424 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市河原町総合体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（河原地域 総合体育館）
425 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市河原町湯谷スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（河原地域 スポーツ広場）
426 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市河原町八上スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（河原地域 スポーツ広場）
427 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市河原町河原スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（河原地域 スポーツ広場）
428 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市河原町国英スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（河原地域 スポーツ広場）
429 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市河原町天神原スポーツ広
場

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（河原地域 スポーツ広場）

430 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市河原市民プール ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（河原地域 プール）

431 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

河原町コミュニティセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（河原地域 コミュニティ施設）

432 教育委員会 文化財課 河原歴史民俗資料館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（河原地域 教育文化施設）

433 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市用瀬町勤労者体育セン
ター

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（用瀬地域 総合体育館）

434 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市用瀬町興徳運動広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（用瀬地域 スポーツ広場）

435 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市用瀬町社スポーツ広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（用瀬地域 スポーツ広場）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
436 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市用瀬町屋住運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（用瀬地域 スポーツ広場）
437 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
用瀬町民会館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（用瀬地域 総合体育館）
438 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
用瀬町青年会館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（用瀬地域 教育文化施設）
439 教育委員会 文化財課 用瀬郷土歴史館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（用瀬地域 教育文化施設）
440 教育委員会 中央図書館 用瀬図書館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（用瀬地域 図書館）
441 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市佐治町多目的広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（佐治地域 スポーツ広場）
442 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市佐治町多目的運動広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（佐治地域 スポーツ広場）
443 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市佐治町多目的運動広場テ
ニスコート

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 テニス場）

444 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市佐治町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 総合体育館）

445 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市佐治町Ｂ＆Ｇ海洋セン
タープール

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 プール）

446 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

佐治町コミュニティセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 コミュニティ施設）

447 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

佐治町こぶし会館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 教育文化施設）

448 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

佐治町西佐治会館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 教育文化施設）

449 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

佐治町平成会館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 教育文化施設）

450 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

佐治町尾際地区コミュニティ施設 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 コミュニティ施設）

451 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

佐治町地域活性化センター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（佐治地域 教育文化施設）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
452 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
佐治町紙すき伝承施設 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（佐治地域 教育文化施設）
453 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市さじアストロパーク ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（佐治地域 教育文化施設）
454 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
さじコスモスの館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（佐治地域 教育文化施設）
455 教育委員会 文化財課 佐治歴史民俗資料館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（佐治地域 教育文化施設）
456 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市気高町農業者トレーニング
センター

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 総合体育館）

457 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市気高町勤労者体育セン
ター

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 総合体育館）

458 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市気高町運動場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 スポーツ広場）

459 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市気高町運動広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 スポーツ広場）

460 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市気高町龍見台テニスコート ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 テニス場）

461 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市気高町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 プール）

462 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

気高町コミュニティセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 コミュニティ施設）

463 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

気高焼き物工房 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 教育文化施設）

464 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

気高町ロッジ緑の郷 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 教育文化施設）

465 教育委員会 中央図書館 気高図書館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（気高地域 図書館）

466 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市鹿野町運動広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鹿野地域 スポーツ広場）

467 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市鹿野町運動広場テニス
コート

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鹿野地域 テニス場）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
468 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市鹿野町Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鹿野地域 プール）

469 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鹿野町農業者トレーニングセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鹿野地域 総合体育館）

470 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鹿野町鹿野地区コミュニティ施設 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鹿野地域 コミュニティ施設）

471 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鹿野町勝谷地区コミュニティ施設 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鹿野地域 コミュニティ施設）

472 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鹿野町小鷲河地区コミュニティ施
設

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（鹿野地域 コミュニティ施設）

473 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 総合体育館）

474 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町農林漁業者トレー
ニングセンター

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 総合体育館）

475 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町日置体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 地区体育館）

476 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町中郷体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 地区体育館）

477 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町勝部体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 地区体育館）

478 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町日置谷体育館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 地区体育館）

479 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町グラウンドテニスコー
ト

４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 テニス場）

480 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町グラウンド ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 スポーツ広場）

481 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町農村広場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 スポーツ広場）

482 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町日置グラウンド ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 スポーツ広場）

483 教育委員会 生涯学習・ス
ポーツ課

鳥取市青谷町中郷グラウンド ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止
 　（青谷地域 スポーツ広場）
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No 部局名 担当課 施設名 貸館等の対応状況
484 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市青谷町勝部第二グラウンド ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（青谷地域 スポーツ広場）
485 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市青谷町グラウンドゴルフ場 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（青谷地域 スポーツ広場）
486 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
鳥取市青谷町日置谷グラウンド ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（青谷地域 スポーツ広場）
487 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
青谷町コミュニティセンター ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（青谷地域 コミュニティ施設）
488 教育委員会 生涯学習・ス

ポーツ課
旧日置小学校 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（青谷地域 コミュニティ施設）
489 教育委員会 文化財課 あおや郷土館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（青谷地域 教育文化施設）
490 教育委員会 文化財課 青谷上寺地遺跡展示館 ４月１１日午前８時３０分から当面の間利用中止

 　（青谷地域 教育文化施設）
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令和2年度　イベント等中止状況一覧（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

人数 範囲

1 1 3/15～4/12 鹿野桜まつり
鹿野城跡公園で毎年開催。堀端に咲く約500本の
ソメイヨシノに、夜間ライトアップを施す。

鹿野桜まつり実行委員
会

鹿野城跡公園 屋外 35,000人 県内外
鳥取市鹿野往来
交流館「童里夢」

0857-38-0030

2 4/4、荒天翌
日

鹿野桜まつり花火大会
「鹿野桜まつり」と隔年開催の「鹿野祭り」にあわせ
た花火大会。約800発打ち上げる。

鹿野桜まつり実行委員
会

鹿野学園流沙川学舎東側
圃場

屋外 8,000人 県内外
鳥取市鹿野往来
交流館「童里夢」

0857-38-0030

3 4/11、4/12 城山神社祭礼　鹿野祭り
鳥取県無形民俗文化財。400年の歴史を誇る祭礼
行事。

城山神社 鹿野城下町地区 屋内・屋外 20,000人 県内外
鹿野町総合支所

産業建設課
0857-84-2012

関連
イベ
ント
中止

4/25～5/6 歳時　端午の節句
2階全室（5部屋）に端午の節句の展示は行う。関
連イベント（白うさぎ一座）は中止。

髙砂屋 髙砂屋2階全室 屋内 300人 県内 髙砂屋 0857-29-9024

4 4/26 春の鹿野ええもん市
地元のとれたて野菜や特産品の販売、飲食販売
店が出店。

鹿野ええもん市
鹿野町総合支所
西側駐車場他

屋外 1,500人 市内
鹿野町総合支所

地域振興課
0857-84-2011

8/30
に

延期
5/31

第34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人 県内
鹿野町総合支所

地域振興課
0857-84-2011

5 5/17
第３３回もちがせ流しびなマラ

ニック大会

新緑の中で健康づくりと親睦を図る。あわせて流し
びなの里用瀬をPRする。１０k、５k、３ｋのランと５
ｋ、３ｋのウオーク。

マラニック大会実行委
員会

流しびなの館周辺 屋外 1200 県内外
鳥取市教育委員会

用瀬町分室
0857-87-2288

4月
15日
まで
中止

毎週土日曜
日

おもちゃづくり体験
わらべ館オリジナルキットを用いた木のおもちゃの
工作体験

わらべ館 わらべ館 屋内 - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

実施場所 屋内・屋外 問合せ先 問合せ先外線
参加者の状況

中止　イベント・行事（4/1　9：00時点）

中止　イベント・行事（3/23　17：00時点）

中止　イベント・行事（3/18　17：00時点）

中止　イベント・行事（3/12　17：00時点）

新規
/旧
No.

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

参加者の状況新規
/旧
No.

日付 イベント名 事業内容 主催者

4月
15日
まで
中止

毎週土曜日 唱歌教室 先生と一緒に昔懐かしい歌を楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070

4月
中止

毎月第４日曜
日

おもちゃの病院 ボランティアによるおもちゃの修理 わらべ館 わらべ館 屋内 15件 県内外 わらべ館 0857-22-7070

6 4/2～4/14 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷﾞｬﾗﾘｰ にじの子文庫展「ぼくのおもちゃ箱」 わらべ館 わらべ館 屋内 - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

7 4/4 昔あそび
ボランティアと子どもたちが一緒に昔あそびを楽し
む

わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070

8 4/4.5.11.12.18
.19.25

おはなし会
毎週土、日曜日に図書館員またはボランティアに
よるおはなし会を開催

中央図書館 中央図書館 屋内 15 市内 中央図書館 0857-27-5182

9 4/5
みみずく合唱団童謡コンサー

ト
歌とピアノのコンサート わらべ館 わらべ館 屋内

150×2回
要申込

県内外 わらべ館 0857-22-7070

10 4/7 なつかしのわらべ倶楽部 なつかしい唱歌、流行歌を楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内
180

要申込
県内外 わらべ館 0857-22-7070

11 4/8 わいわいﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑ 様々なボードゲームを一緒に楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070

12 4/10
子育て支援センターおはなし

会（用瀬）
「子育て支援センターもちがせ」との共催事業。乳
幼児を持つ親子対象

用瀬図書館
子育て支援センターも

ちがせ
用瀬地区保健センター 屋内 10 市内

用瀬図書館
子育て支援センター

もちがせ
0858-87-2702

13 4/11
みんなで楽しむわらべうたあ

そび
ボランティアと子どもたちが一緒にわらべうたを楽
しむ

わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070

14 4/11 おととからだであそぼう 即興音楽とダンスのワークショップ わらべ館 わらべ館 屋内
50

要申込
県内外 わらべ館 0857-22-7070

15 4/12 絵本のじかん ３歳以上対象のおはなし会 用瀬図書館 用瀬図書館 屋内 10 市内 用瀬図書館 0858-87-2702

16 4/12 楽しい紙芝居 ボランティアと子どもたちが一緒に紙芝居を楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070
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人数 範囲
実施場所 屋内・屋外 問合せ先 問合せ先外線

参加者の状況新規
/旧
No.

日付 イベント名 事業内容 主催者

17 4/12 えいがの時間 レゴ ムービー2 わらべ館 わらべ館 屋内 100 県内外 わらべ館 0857-22-7070

18 4/12.26 おはなしの時間
絵本の読み聞かせなど
対象：3歳以上

気高図書館 気高図書館 屋内 10 市内 気高図書館 0857-37-6036

会期
変更

4/16～6/16
⇒4/16～

7/14
童謡・唱歌企画展 加藤省吾没後20年展 わらべ館 わらべ館 屋内 - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

19 4/16
小さい子どものための絵本の

時間
０～３歳の乳幼児を対象にしたわらべうたや絵本
の読み聞かせ

中央図書館 中央図書館 屋内 40 市内 中央図書館 0857-27-5182

20 4/17
だっこのおはなし会＆子育て

聞いちゃおコーナー
絵本の読み聞かせ、わらべうた、子育て相談　対
象：３歳までの親子、プレママ

気高図書館 気高図書館 屋内 15 市内 気高図書館 0857-37-6036

21 4/19 ともしび歌声コンサート 東京・新宿歌声喫茶「ともしび」のメンバーと一緒に歌いましょう わらべ館 わらべ館 屋内
180

要申込
県内外 わらべ館 0857-22-7070

22 4/20 声に出してことばを楽しもう
参加者みんなで詩や物語を音読したり、折り紙を
します。対象：大人

気高図書館 気高図書館 屋内 15 市内 気高図書館 0857-37-6036

23 4/20
小さい子どものためのわらべ

うた・春
講師：ゆなの木 中央図書館 中央図書館 屋内 40 市内 中央図書館 0857-27-5182

24 4/21 楽しい紙芝居(乳幼児向き) ボランティアと子どもたちが一緒に紙芝居を楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070

25 4/22 おさなごのわらべうたあそび
ボランティアと子どもたちが一緒にわらべうたあそ
びを楽しむ

わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070

26 4/25 ものづくりひろばvol.７ 木工作や粘土工作などのワークショップの体験。展示や販売有 わらべ館
わらべ夢ひろば（雨天時 わ

 らべ館中止）
屋外（屋内） - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

27 4/25.26 リサイクル古本市
図書館や家庭で不要になった本を無料でさしあげ
ます。

用瀬図書館 用瀬図書館 屋外 100 市内 用瀬図書館 0858-87-2702

28 4/25 春のおはなし会
「子ども読書の日」記念事業
絵本の読み聞かせや手あそび、わらべうたなど

用瀬図書館 用瀬図書館 屋内 10 市内 用瀬図書館 0858-87-2702
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人数 範囲
実施場所 屋内・屋外 問合せ先 問合せ先外線

参加者の状況新規
/旧
No.

日付 イベント名 事業内容 主催者

29 4/26
春の からとびでたおはなし

会
講師：しろうさぎの会 中央図書館 中央図書館 屋内 40 市内 中央図書館 0857-27-5182

30 4/26 春のおはなし会
絵本の読み聞かせ、わらべうたなど　
講師：児童書を楽しむ会つくしんぼ

気高図書館 気高図書館 屋内 15 市内 気高図書館 0857-37-6036

延期 4/26⇒5/30 みかんの花咲く丘コンサート
加藤省吾没後20年展にあわせて贈る歌とお話の
コンサート

わらべ館 わらべ館 屋内 40 県内外 わらべ館 0857-22-7070

31 4/29 Let’s play ボードゲーム ファミリーが楽しめるボードゲームが大集合 わらべ館 わらべ館 屋内 150 県内外 わらべ館 0857-22-7070

32 4/29 みんなでイキイキ音読教室 音読教室 用瀬図書館 用瀬図書館 屋内 15 市内 用瀬図書館 0858-87-2702

33 5/2 ぷにゃとヒンヤリ！ｽﾗｲﾑ縁日
ゲットしたアイテムでおもしろスライムをつくちゃお
☆

わらべ館 わらべ館 屋内 80 県内外 わらべ館 0857-22-7070

34 5/5
成長の記録をのこそう

（荒天中止）
手形や足形を台紙にスタンプしよう わらべ館 わらべ館 屋外 - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

35 5/6 モバイルプラネタリウム わらべ館でプラネタリウムを楽しもう わらべ館 わらべ館 屋外
30×7回
要申込

県内外 わらべ館 0857-22-7070

36 5/30 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

5月6
日ま
で中
止

毎週土日曜
日

おもちゃづくり体験
わらべ館オリジナルキットを用いた木のおもちゃの
工作体験

わらべ館 わらべ館 屋内 - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

5月6
日ま
で中
止

毎週土曜日 唱歌教室 先生と一緒に昔懐かしい歌を楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内 30 県内外 わらべ館 0857-22-7070

37 4/18 おもちゃ☆からくりショー いろいろな珍しいおもちゃの不思議な動きを楽しむ わらべ館 わらべ館 屋内 50 県内外 わらべ館 0857-22-7070

中止　イベント・行事（4/7　17：00時点）
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人数 範囲
実施場所 屋内・屋外 問合せ先 問合せ先外線

参加者の状況新規
/旧
No.

日付 イベント名 事業内容 主催者

38 4/25 ものづくりひろばvol.７ 木工作や粘土工作などのワークショップの体験。展示や販売有 わらべ館
わらべ夢ひろば（雨天時わ

らべ館）
屋外（屋内） - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

39 5/3～5/6 紙芝居劇場 自転車紙芝居 わらべ館 わらべ館 屋内 - 県内外 わらべ館 0857-22-7070

40 5/3 バルーンパフォーマンス
細長いバルーンでいろいろなものをつくる。教室も
あります。

わらべ館 わらべ館 屋内 180×2回 県内外 わらべ館 0857-22-7070

41 5/4
ふえふきねずみとあそびま

しょ
フルートから日用品改造笛までいろんな楽器を
使ったさまざまな曲紹介

わらべ館 わらべ館 屋内 180×2回 県内外 わらべ館 0857-22-7070

42 5/5 タックンとおりがみおじさん
おりがみおじさんとその相棒がゆかいなどうぶつ
新聞ニュースをお届けします

わらべ館 わらべ館 屋内 150×2回 県内外 わらべ館 0857-22-7070

43 6/26 童謡・唱歌１００曲マラソン 童謡・唱歌100曲を歌いつなぐコンサート
童謡・唱歌100曲マラソ
ン実行委員会

鳥取市民会館大ホール 屋内 1,500人 県東部 文化交流課 0857-30-8021

10月
に延
期

5月中旬 鷲峰登山
初夏の新緑を楽しみながら、山頂まで５㎞の道の
りを往復する。

教育委員会事務局
鹿野町分室

鷲峰山古仏谷登山道 屋外 30人 県内
教育委員会事務局

鹿野町分室
0857-84-2011

44 7月中旬
城下町しかの

ぶらり蓮ウォーク
約4キロのコースを歩きます。

城下町しかの蓮ウォー
ク実行委員会

城下町鹿野地内 屋外 200人 県内

鳥取市西商工会/
城下町しかの蓮

ウォーク実行委員
会

0857-84-2011
（鹿野町総合支

所）

45
4/12

(荒天の場合
は4/19に延

期）

鳥取砂丘一斉清掃 鳥取砂丘美化のため、一斉清掃を実施
鳥取砂丘美化運動協

議会
鳥取砂丘 屋外 4,000人 主に市内 協働推進課 0857-30-8177

46 4/29 鳥取市花のまつり
若桜街道を歩行者天国にして、各種体験コー
ナー、お茶席、バザー、路上コンサートなどを実施

鳥取市花と木のまつり
実行委員会

国道53号線
本通り・若桜街道

屋外 30,000人 県内 経済・雇用戦略課 0857（30）8282

中止　イベント・行事（4/10　15：00時点）

中止　イベント・行事（4/11　12：00時点）

中止　イベント・行事（4/10　13：00時点）
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人数 範囲
実施場所 屋内・屋外 問合せ先 問合せ先外線

参加者の状況新規
/旧
No.

日付 イベント名 事業内容 主催者

47 4/12～4/22 狂犬病予防注射 令和２年度狂犬病集合注射 生活安全課 市役所旧本庁舎など 屋外 約1,200 市内 生活安全課 0857-20-3676

48 4/17
イースター親子イベント
「イースターを楽しもう」

①ドイツとイースターの紹介
②卵染め
③籠作り

国際交流プラザ 国際交流プラザ 屋内 30人 市内外 国際交流プラザ 31-3253

49 6/1
読み聞かせボランティア養成

講座④
【公開講座】「子どもの成長と絵本」
　（山陰こどものとも社代表　末宗辰彦さん）

中央図書館 中央図書館 屋内 60 市内 中央図書館 0857-27-5182

50 6/15
読み聞かせボランティア養成

講座⑤
読み聞かせの基礎を学ぶ連続講座 中央図書館 中央図書館 屋内 20 市内 中央図書館 0857-27-5182
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総務部の対応総務部の対応

項目 対策内容

職員の管理に関すること

【職員課】
●グループウェア庁内掲示板により職員へ感染被害防止と安
全確保についての注意喚起を行った。
4/10 「新型コロナウィルス感染被害防止と安全確保の徹

底について」

窓口対応に係るウイルス飛
散防止対策

【財産経営課】
来客対応の多い本庁舎1階・2階の窓口において、ウイルス飛
散防止のためのアクリル板を設置するよう業者に見積依頼中。
（発注後約10日で納品可能）

①対策本部

＜対応状況等＞
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危機管理部の対応危機管理部の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）おける各部の対応

・市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の運営
・各部対策方針の集約・整理
・配備体制の管理
・各部対応の進捗管理

①対策本部

＜対応状況等＞
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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 対策内容

固定資産課税台帳縦覧
期間延⾧の検討

現在4月1日 6月1日までとしている縦覧期間について、来庁
者の状況を前年度比較しながら、必要に応じて延⾧する。

①対策本部

＜対応状況等＞
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人権政策局の対応人権政策局の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応

【人権推進課】
各人権福祉センター（９センター）
・４月１１日から当面の間、貸館中止
・予約団体等に連絡済（苦情等は無し）
一部連絡がつかない団体等があるが継続して連絡中

・貸館中止について市ホームページに掲載

【男女共同参画課】
男女共同参画センター
・４月１１日から当面の間、貸館中止。
・予約団体等に連絡済（苦情等は無し）
・主催の各種会議は、延期。
・貸館中止について市ホームページに掲載

①対策本部

＜対応状況等＞
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企画推進部の対応企画推進部の対応

項目 対策内容

【広報室】
市民への情報提供・共有

市民の皆様へいなばぴょんぴょんネット、FMとっとりを通じ、市⾧
メッセージ『本市における新型コロナウイルス感染症の感染者の
確認について』を発信。

①対策本部

＜対応状況等＞
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市民生活部の対応市民生活部の対応

項目 対策内容

地区公民館の貸館につい
て

【協働推進課】
地区公民館は4/11から当面の間事業を中止
地区公民館にメール及び電話連絡し周知徹底
週末の貸館について、公民館から中止及び延期を依頼

①対策本部

＜◆県内感染期（国内感染期）に伴う各部の対応＞
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福祉部の対応福祉部の対応

項目 対策内容

県内感染期に伴う介護保
険・障がい福祉サービスの
提供に関する方針決定

県内感染期へのフェーズ転換に伴い、介護保険・障がい福祉
サービスの提供に関する市の方針を決定し、事業所へ通知す
るとともに、利用者への協力依頼を市ホームページに掲載
（4月11日）

【方針の内容】
感染拡大防止に係る一時的な措置であることを説明したうえ

で、利用者と家族等に意向を確認し、自宅等で待機することが
可能な高齢者については、当面の間施設の利用を控えていた
だくこととする。なお、利用者が自宅等で待機している間におい
ては、介護支援専門員との連携のもと訪問等による代替サービ
スの提供に努めるとともに、電話での安否確認等を行うものとす
る。
【通知先】
●介護保険 市内５４２事業所
●障がい福祉 市内１２５法人
※市ホームページにも掲載し、周知を徹底。

①対策本部

＜対応状況等＞
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令和２年４月 11日 

 

各事業管理者 様 

 

鳥取市福祉部長寿社会課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルスの感染者が市内で確認されたことを踏まえた 

介護保険サービス（通所系及び短期入所）の提供等について（通知） 

 

 

 介護保険サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続するうえで欠かせないも

のであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継

続的に提供されることが重要です。 

ただし、令和２年４月１０日に鳥取市内において新型コロナウイルスに感染している

者が確認されたことを踏まえ、自宅等で待機することが可能な高齢者の対応について、

本市の方針を次のとおりとします。 

 

 

感染拡大防止に係る一時的な措置であることを説明したうえで、利用者と家族等に意

向を確認し、自宅等で待機することが可能な高齢者については、当面の間施設の利用を

控えていただくこととする。 

なお、利用者が自宅等で待機している間においては、介護支援専門員との連携のもと

訪問等による代替サービスの提供に努めるとともに、電話での安否確認等を行うものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合わせ先】 

鳥取市福祉部長寿社会課 

介護保険係  廣岡 

Tel：(０８５７)３０-８２１２ 

Fax：(０８５７)２０-３９０６ 

Email：choju@city.tottori.lg.jp 
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令和２年４月 11日 

 

 

 

 

型コロナウイルスの感染者が市内で確認されたことを踏まえた 

介護保険サービス（通所系及び短期入所）について（お知らせ） 

  

 

 

【介護保険サービス提供事業者の皆様へ】 

令和２年４月１０日に鳥取市内において新型コロナウイルスに感染している者が確

認されたことを踏まえ、感染拡大防止のため、当面の間は自宅等で待機することが可能

な利用者については、当面の間施設の利用を控えていただくようにしてください。 

 

※上記の対応は、現段階のものであり今後の状況により変わる可能性もあります。 

 

 

 

【介護保険サービス（通所系及び短期入所）をご利用の皆様へ】 

令和２年４月１０日に鳥取市内において新型コロナウイルスに感染している者が確

認されました。感染の拡大を防止するとともに、市民一人一人が感染予防に努め命を守

る行動を心掛けることが大切です。 

介護保険サービスのうち、通所系サービス及び短期入所サービスをご利用の皆様にお

かれましては、当面の間は可能な限り自宅等で待機することを検討くださいますようお

願いします。 

 

※上記の対応は、現段階のものであり今後の状況により変わる可能性もあります。 

 

 

ホームページ用原稿
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健康こども部の対応健康こども部の対応

項目 対策内容

狂犬病予防集合注射の
中止

【生活安全課】
４月１２日（日）以降の狂犬病集合予防注射を中止す
ることを決定。（市内１２の動物病院で集合注射と同じ手
続きが可能）

⇒７６会場のうち４５会場を中止
※中止情報をHPに掲載
※飼い主に対し集合注射中止の案内ハガキを送付予定。

乳幼児健診の延期
【健康・子育て推進課】
・4月13日以降の乳幼児健診の延期
・保健センター貸館停止

①対策本部

＜対応状況等＞
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項目 対策内容

◆県内感染期（国内
感染期）に伴う各部
の対応

【こども家庭課】

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、４月１１
日（土）から当面の間、次の施設を休止。

○子育て支援センター １４施設
○児童館 １２施設

一時預かり事業（保護者のリフレッシュを目的とする利
用のみ）についても当面の間、受入れを中止。

【周知方法】
・各施設を通じて利用者へ周知
・市ホームページにも掲載し、周知を徹底
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農林水産部の対応農林水産部の対応

項目 対策内容

所管施設の休業

休業要請（連絡済み）
○指定管理施設（１２施設）
○農産物加工施設（９施設）
○鳥取クレー射撃場
○新規就農者技術習得支援施設
※既に予約・利用依頼があったものは、4/11 5/6は全てキャ
ンセル等の対応をおこなっている。

①対策本部

＜対応状況等＞
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都市整備部の対応①都市整備部の対応①

項目 対策内容

◆県内発生早期におけ
る各部の対応状況

〇交通事業者等に対し感染発生状況について情報提供及び
対応状況を確認（4/10 13 00）

〇商店街振興組合、中心市街地活性化協議会等を通じ、イ
ベント関係者等への情報提供（4/11）
〇パレットとっとり「市民交流ホール」の休業要請（4/10）

〇公園内のスポーツ施設・屋内施設の利用制限（4/11）
・各施設管理者に対し、利用受付及び施設利用（11日、12
日の予約者を含む。）の中止、並びに屋内施設への立入禁
止措置を指示
・屋内施設におけるアルコール消毒等による除菌の徹底指示

〇鳥取大学前駅駅舎内における待合用椅子の使用禁止措
置、青谷駅バス待合所の立ち入り禁止措置（4/11 13時
50分完了）

①対策本部

＜対応状況等＞
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都市整備部の対応②都市整備部の対応②

項目 対策内容

◆県内発生早期におけ
る各部の対応状況

〇市営住宅の各集会所
・管理人に対する利用中止の要請及び利用中止の貼紙の貼
り付け（4/11完了予定）

〇職場内の感染防止措置の実施
来客の窓口間隔を広くとる、相談時間短縮の協力要請
応対時のマスク着用の励行など

◆県内感染期における
各部の対応方針

〇公共交通機関の多数の便での運休に備え、特に運行を維
持すべき路線（病院行き等）や時間帯に関する交通事業者
等との調整。

〇公園施設の指定管理者及び樋門やポンプの業務受託者へ
業務継続計画・体制の確保を依頼
〇所管施設の利用制限の継続

①対策本部

＜対応状況等＞
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都市整備部の対応③都市整備部の対応③

項目 対策内容

◆県内発生早期におけ
る各部の対応状況

〇所管施設への消毒剤の散布（①鳥取駅前広場、駅南広
場、駅北地下道、②鳥取大学前駅待合室、駅前広場、トイ
レ、③青谷駅トイレ、④浜村駅トイレ）
〇鳥取大学前駅駅舎内における待合用椅子の使用禁止措
置、青谷駅バス待合所の立ち入り禁止措置の継続

〇職場内の感染防止措置の継続
〇他部署への支援

①対策本部

＜対応状況等＞
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下水道部の対応下水道部の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応

下水道等施設の包括的民間委託受託者へ業務継続に係る
体制確保を改めて依頼。
また、下水処理に係る薬品等備蓄品の在庫確認・確保、手
洗いやマスク着用による予防対策の実施も改めて依頼。

①対策本部

＜対応状況等＞
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教育委員会部の対応教育委員会部の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）おける各部の対応

【学校関係】
一先ず授業・部活動は継続するが、児童生徒・教職員
の感染が判明した場合、またその家族が感染するなど

した場合などで、事情に応じて、学校の臨時休業や個
別の出席停止などの対応を行う。
ただし、複数の学校で感染者が発生した場合は、鳥取
市保健所とも相談の上、市内全域の学校の臨時休業に
ついても迅速に判断することとする。
放課後児童クラブについても、これまでと同様の対応
とする。

【所管施設関係】
社会教育・スポーツ・文化財関係施設については、4月
11日より当面の間施設利用を中止しており、その取扱
いを継続する。

①対策本部

＜対応状況等＞
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水道局の対応水道局の対応

項目 対策内容

局庁舎における感染拡大
防止策

・窓口、現場で市民対応を行う職員へ備蓄マスクを配布（継
続）

・執務室内への立入制限を行うとともに、不特定多数が触れる
部分などの消毒を定期的に実施

水道料金の支払の猶予等
の相談（継続）

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、収入が大幅に
減少するなどで水道料金の支払が困難な方に対し、支払の猶
予等の相談を受ける。

・水道局ホームページに上記内容を掲載。また、下水道使用
料についても同様の内容を掲載

①対策本部

＜対応状況等＞
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市議会事務局の対応市議会事務局の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応 これまでの対応を継続することとし、特別な変更なし

①対策本部

＜対応状況等＞
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国府町総合支所の対応国府町総合支所の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応

○市有施設休業（地区体育館、学校開放施設、農業加工
施設等）連絡済み
○地区公民館貸館事業中止ー連絡済み
○指定管理施設の休業等の対応状況確認
○市民相談のための対応フローの再確認

①対策本部

＜対応状況等＞
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福部町総合支所の対応福部町総合支所の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感
染期）に伴う各部の対応

・市有施設等の休業、学校開放事業及び公民館の貸館休止
について利用者に連絡し、各施設に周知文の掲示を行った。

①対策本部

＜対応状況等＞
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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 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応

・支所内所属⾧参集のもと、コミュニティセンター、地区公民
館休業にかかる各施設の対応状況確認
・防災無線放送による市有施設休業の周知徹底

①対策本部

＜これまでの対応状況等＞
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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 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応
情報収集

・国や県等を通じての必要な情報収集、市対策本部によ
り県市内の発生状況、市民生活等の状況及び対応方針
等の情報収集

情報提供

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の市内発生状況、4月11日から原則
休業・休止となる用瀬町内の具体的な市有施設名及び
保育園・学校の対応を、防災行政無線を通じて本日午
前(午前10時20分)、午後(夕方)に情報提供

・使用予約者への連絡と問合せ対応

予防・まん延防止
・来庁者や職員への感染予防策の更なる周知・徹底
・市以外が主催する集客ｲﾍﾞﾝﾄの、開催中止の決定(4/26

用瀬山系ﾄﾚｲﾙ交流大会)

市民生活及び経済の
安定確保

・職員等への感染に備え、既に策定している事業継続計
画及び支所消毒実施要領の職員への更なる周知・徹底

・市が申請窓口となる予定の緊急経済対策の情報収集

①対策本部

＜対応状況等＞
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佐治町総合支所の対応佐治町総合支所の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応

・生涯学習・スポーツ課及び文化財課所管施設の臨時休館の
チラシ掲示及び施設利用予定者への休館の周知
・農産物加工施設管理者への休館についての連絡と臨時休
館のチラシ掲示
・支所等来庁者への手指消毒徹底についてチラシ掲示

①対策本部

＜対応状況等＞
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気高町総合支所の対応気高町総合支所の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応

【休館・使用中止】
気高町コミュニティセンター、気高町農業者トレーニングセンター、
気高町勤労者体育センター、気高町龍見台テニスコート、気
高町運動広場、気高町運動場、
気高リサイクル・ドリームハウス
【貸館・イベント中止】地区公民館
【事務所を除き休業】鳥取市気高保健センター
【休業】気高町農産物加工施設
【団体利用自粛要請】
宝木グリーンバンク(河川公園)、気高町浜村砂丘公園(ヤサ
ホーパーク)のグラウンドゴルフ利用団体

上記内容をＨＰに掲載

①対策本部

＜対応状況等＞
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鹿野町総合支所の対応鹿野町総合支所の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）おける各部の対応

・各地区公民館へ事業及び貸館休止について対応確認

・市有施設（学校開放・鹿野保健センター）の利用休止につ
いて連絡

・指定管理施設の休業措置について状況把握

①対策本部

＜対応状況等＞
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青谷町総合支所の対応青谷町総合支所の対応

項目 対策内容

◆県内感染期（国内感染
期）に伴う各部の対応

・各地区公民館へ公民館事業及び貸館業務休止等の対応
について連絡

・市有施設（学校開放事業・青谷町コミュニティセンター）へ
の利用休止について利用者へ連絡（8件）

・指定管理施設への休業措置について確認把握

①対策本部

＜対応状況等＞
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