
１ 新型コロナウイルス感染症からの鳥取市復興・再生プランについて （Ｐ２～２０）

２ 方針１「ひとを引き付け、ひとを呼び込むまちづくり」について

（１）方向１「地方移住の希望を取り組む」の主な取り組みについて （Ｐ２１～２８）

（２）方向２「観光・インバウンドの再生」の主な取り組みについて （Ｐ２９～３３）
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新型コロナウイルス感染症からの鳥取市復興・再生プラン

【方針１】ひとを引き付け、
ひとを呼び込むまちづくり

●プランの位置づけ

総合計画等の各種計画と整合性を図りながら、コロ
ナからの復興・再生のため当面重点的に取り組む施策
の方向を示します。

【方針２】稼ぐ力と魅力を高め、
ひとが暮らし続けるまちづくり

●方向１ 経済・雇用の好循環の加速・拡大
(視点)再生可能エネルギーの開発と地産地消、新分野への事

業展開、円滑な労働移動、若年層の就職ニーズに合っ
た雇用創出、多様な主体の労働参画、労働生産性の向
上、人材育成 農林水産業のスマート化や担い手確保、
鳥獣対策、適正な森林管理と経営体、木材利用、漁業
資源管理 等

（参考）持続可能な経済成長の実現、工業の振興、商業
とサービス業等の振興、農林水産業の成長産業化

●方向２ まちの価値と魅力を高める
（視点）防災減災、国土強靭化、駅周辺の賑わい創出、南北線

対応、自動運転やＭａａＳ、光ファイバや5G、コンパク
トシティ、歴史や景観、日本遺産など歴史や文化資源
の魅力向上・発信強化、小さな拠点 等

（参考）地域防災力の向上、シティセールスの推進、文化芸術
によるまちづくりの推進、文化財の保存・整備による
「まちづくり」資産の形成、生活基盤の充実、中心市街
地の活性化、魅力ある中山間地域の振興、交通ネット
ワークの充実、地域情報化の推進、循環型社会の形成

●方向１ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
（視点）総合的な少子化対策、結婚支援、不妊治療、出産費用

支援、産後ケア充実、女性活躍、仕事と家庭の両立、
保育や地域での子育て相互援助、多様な子育てサー
ビス、GIGAスクール、コミュニティ・スクール 等

（参考）結婚・妊娠・出産への支援、結婚・出産・子育て支援、
教育の充実・郷土愛の醸成、生涯学習の推進、男女
共同参画社会の形成

●方向２ 誰一人取り残さない包摂のまちづくり
（視点）孤独・孤立・生活困窮等への支援、居場所、重層的支

援、健康寿命の延伸 等
（参考）協働のまちづくりの推進、地域福祉のまちづくりの推

進、超高齢社会に向けたまちづくりの推進、多文化共
生のまちづくりの推進、健康づくり・疾病予防・介護
予防の推進、スポーツ・レクリエーションの振興

ＳＤＧｓ デジタル化の加速 グリーン社会の実現 危機対応力の強化
協働 広域連携

復興政策推進の視点

基本的な考え方

●方向１ 地方移住の希望を取り込む
（視点）地方創生テレワークの推進（転職なき移住） やサテラ

イトオフィス、ワーケーションの推進、子育て世代の移
住の重点支援、関係人口の創出拡大 等

（参考）商業とサービス業等の振興、ふるさと・田舎回帰の推進

●方向２ 観光・インバウンドの再生
（視点）鳥取砂丘の再生、観光資源の磨き上げやコンテンツ造成、

エコツーリズム・ジオツーリズム、多言語化、無料wi 、
キャッシュレス決済、混雑対策 等

（参考）滞在型観光の推進

●復興・再生の方針

復興・再生の方向

復興政策の中心に「ひと」を据え、「ひと」を中
心に、コロナ後の持続可能な地域経済の再生と
市勢の振興を図り、鳥取市を次の世代にしっか
りと引き継ぎます。

●復興・再生に取り組む基本姿勢

◆人々の行動変容や社会変化を的確に取り入れ、
まちの力とします。

◆若年層の希望をかなえ、暮らせるまちをつくり
ます。

◆少子化に歯止めをかけるとともに、持続可能で
包摂的なまちをつくります。

【方針３】ひとり一人にやさしい、
ひとを大切にするまちづくり

「人」に着目した３つの方針に、６つの施策の方向に沿って、復興・再生を推進

●目的

コロナ禍の収束後を見据えた、地域経済の立て直しと、
コロナ禍を教訓とした新しい社会づくりを進め、全ての
市域の均衡ある発展と、住んで良かった、住み続けたい
まちとなるための取組を進めます。

～ 地域経済の立て直しと
将来を見据えた取組 ～
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新型コロナウイルス感染症からの鳥取市復興・再生プラン

ひとり一人にやさしい、
ひとを大切にするまちづくり

ひとを引き付け、
ひとを呼び込むまちづくり

コロナ禍で、都会での生活よりも、自然に囲まれ
た地方での生活に魅力を感じる人が増えています。
多くの人に鳥取市を知っていただき、移住につなげ、
さらに鳥取市に帰ってくる若者を増やします。

●夢や希望をかなえよう

（主な取組）
□結婚の希望をかなえるお手伝い
□スマホで簡単！電子母子手帳やテレビ電話相談等の
便利な子育て支援サービスを新展開

□保健師等の切れ目のない妊娠・出産・子育て支援で、
あんしん子育てＮｏ１のまち

□訪問型産後ケアの新展開など、母子の心と体の健康
保持を支援

□保護者の希望にこたえる！放課後児童クラブやファ
ミサポなど保育サービスの充実で、あんしん子育て
のまちへ

□仕事･家事･自分時間の調和した生活ができるまちへ
□オンライン学習や英語教育の充実など、児童生徒の
夢や希望をかなえる学びを応援

□郷土を愛し、豊かな心を育む、児童生徒の体験・交
流活動を推進

□地域運営型の合同部活動を推進し、
児童生徒が選べる部活動に など

「明るい未来
プラン」です！

稼ぐ力と魅力を高め、
ひとが暮らし続けるまちづくり

若者はまちの活力の源です。都会ではなく、鳥取
市での生活を選ぶ若者を増やし、若者の定着に取り
組むとともに、誰もが暮らしやすいまちづくりを進
めます。

子どもは地域の宝です。結婚や子育てに夢や希望
が持てるまち、子どもたちでにぎわうまち、そして、
みんなで支え合い、助け合う、ひとを大切にするま
ちづくりを進めます。

働く 暮らす 結婚 出産移住 遊ぶ 子育て 教育交流 安全・安心魅力発信 健康 福祉

～ みんなでひらこう 明るい未来 ～

働く

●「とっとりし」で働こう

（主な取組）
□地元企業の認知度アップなど、若者の地元就職を

促進
□脱炭素先進地域づくり戦略で新たなビジネス機会

を創出
□田んぼの中での微生物発電など、「ＳＤＧｓ未来

都市プロジェクト」を推進
□新しい仕事にチャレンジ！働く人の仕事の学びを

応援
□生涯現役！元気高齢者や外国人材の活躍で、企業

の成長支援
□インターネットショップを活用し、市内事業者の

販売促進やブランド力を向上
□事業再構築やデジタル化で、企業の新たな成長戦

略を支援
□スマート技術で実現！魅力的で成長する農林水産

業の推進
□研修支援や農業と他の仕事を組合せた働き方など

で、農林水産業の新たな担い手確保を推進
□世界の貨物が行き交うミナト「鳥取港」へ
など

●「とっとりし」に移り住もう、帰ろう

(主な取組）
□鳥取砂丘等を舞台にワーケーションを展開
□都市部等の企業のサテライト事業所など、企業の
地方分散の流れを取込む

□交流人口や関係人口でとっとりしファンを増やし、
若者など多くの世代に選ばれるまちへ

□とっとり暮らし情報をインターネットで広めよう
□移住データ分析で、まちの魅力向上大作戦 など

故郷

「アフターコロナ・ウイズコロナ」の社会
においては、人と人とのつながりを大事にす
る『人を大切にするまち、鳥取市』を合言葉
に、将来を見据え、住んでよかった、住み続
けたいまちとなるための取り組みを、みんな
で力を合わせて進めていきましょう。

故郷

［ 次頁へ］ ［ 次頁へ］ ［ 次頁へ］
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ひとり一人にやさしい、
ひとを大切にするまちづくり

ひとを引き付け、
ひとを呼び込むまちづくり

●「とっとりし」で暮らそう
（主な取組）
□市内どこでも「ピカッと光」で超高速インターネット
利用

□山陰新幹線を実現させ、関西圏をより身近な生活圏に
□南北線を早期に完成させ、より早くて快適で便利な高
速道路を

□夢の無人自動運転がつくる未来型生活交通システムを
推進

□“ピッ！”キャッシュレスで楽ちん・便利な公共交通
□地域で支える共助交通で、誰でも気軽におでかけ
□「ちょっと東京まで」を叶える交通アクセスの充実
□便利で快適、歩いて楽しめるまちなか暮らしを推進
□いつまでも暮らせる農山村の「小さな拠点づくり」
□伝統工芸産業の活性化や人材確保で、農山村のにぎわ
いづくり

□文化芸術や歴史の風薫るまちづくり
□防災・減災や国土強靭化で、災害に強いまちづくり
□地球にやさしい脱炭素のまちづくり
□コロナに負けない！市民スポーツの活動を支援
□生涯学習などのデジタル化で、便利な学びのサービス
を提供 など

稼ぐ力と魅力を高め、
ひとが暮らし続けるまちづくり

●誰にもやさしいまちにしよう

（主な取組）
□福祉まるごと相談員の配置など、相談機関の「つな

がりの力」で市民の困り事を解決！
□ひとりぼっちをつくらない、全国初！「社会的孤立

防止サポーター」を地域に養成
□誰にも出番がある！「役割・出番づくり」で地域の

孤立を防止
□「すごい！地域食堂」を拠点に、市民参加の困り事

解決の仕組みづくり
□地域で高める福祉力！「話し愛・支え愛」の推進
□生活に困難を抱える子どもの居場所づくりを推進
□女性が心と体の悩みを自由に話せる居場所を開設

□スマホへプッシュ配信！防災アプリで聴覚障がい者
や若年層にあんしん提供

□障がいのある人の活動・交流拠点を身近な地域に充
実させ、地域交流を推進

□身近な地域に認知症相談支援センターを新設！認知
症の相談支援を充実

□スマホで簡単！どこでも気軽にオンライン保健指導
で、市民の健康をサポート

□医療・福祉専門職が市民の集いの場で健康指導「ス
トップ！フレイル作戦」

□市民の生命（いのち）と生活（くらし）を守る感染
症対策 など

［ 前頁へ］ ［ 前頁へ］ ［ 前頁へ］

●「とっとりし」に行こう、楽しもう

（主な取組）
□防災情報の多言語配信などで、外国人にもあんし
んなまち

□旅行会社と連携した魅力ある旅行プランづくり
□柳茶屋キャンプ場など砂丘西側エリアの再生

□多鯰ヶ池周辺のツーリズム環境の充実
□鳥取城跡周辺に観光客を呼び込み新たなにぎわい
づくり

□大阪・関西万博を見据え、外国人観光客が訪れた
くなる情報発信と観光メニューづくり

□「世界発→鳥取行き」鳥取砂丘コナン空港の国際
線化

□ようこそ、ようこそ クルーズ客船誘致でまちの
活性化

□好きなタイミング、好きな場所で、好きな時間利
用できる自転車でまちなかへお出かけ！

□若者が集まるまちへ、都市魅力度アップ作戦
など
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【方針１】ひとを引き付け、 ひとを呼び込むまちづくり

[方向１]地方移住の希望を取り込む

CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
とっとりはワーケーション
の適地です

ワーケーションの推進を図るため、官民が連携した
組織体制を確立するとともに、ワーケーションの適
地としての魅力を全国に発信する。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
企業立地・支援
課

2
新しい観光スタイルによる
施設利用者の確保

ワーケーションの拠点や県の認定を受けた「サイク
リストに優しい宿」など観光客の新しい受入スタイ
ルの構築に向け、山紫苑の改修を行い、宿泊施設と
して魅力向上を図ります。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
観光・ジオパー
ク推進課

2
都市部等の企業のサテラ
イト事業所など、企業の
地方分散の流れを取込む

1
企業の地方分散の流れを本
市に取り込む

企業の地方へのオフィス移転やサテライトオフィス
進出を後押しするため、お試しワークやテナント改
修のための経費を支援します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
企業立地・支援
課

3

交流人口や関係人口で
とっとりしファンを増や
し、若者など多くの世代
に選ばれるまちへ

2
関係人口で鳥取ファンを増
やす

中山間地域において、県外大学生と地域住民が協働
した関係人口を創出するイベント等に取り組む地域
を拡大させます。

新規
令和４年度
（予定）

市民生活部 地域振興課

4
とっとり暮らし情報をイ
ンターネットで広めよう

1
とっとり暮らし情報をイン
ターネットで広めよう

ポータルサイトやソーシャルメディアを活用して、
移住支援だけでなく、本市の各種取組・施策、とっ
とり暮らし情報等を移住検討者により効果的に届け
るため、専門家等に外部委託を行い情報発信をおこ
ないます。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

市民生活部 地域振興課

5
移住データ分析で、まち
の魅力向上大作戦

1
移住データ分析による鳥取
市の魅力向上大作戦

移住定住に関する相談・支援業務を通じて蓄積した
データをもとに、移住先として良い点・悪い点など
を専門家により分析し、関連部署への情報共有や相
談業務・支援制度へのフィードバックにより選ばれ
るまちとして魅力向上を図ります。

新規
令和４年度
（予定）

市民生活部 地域振興課

新型コロナウイルス感染症からの鳥取市復興・再生プラン

［施策一覧］

1
鳥取砂丘等を舞台にワー
ケーションを展開
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[方向２]観光・インバウンドの再生

CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
防災情報の多言語配信な
どで、外国人にもあんし
んなまち

1
防災情報の多言語配信で、
外国人にも安心なまち

防災アプリ等の導入による防災情報の多言語配信
で、観光で訪れる外国人に安全・安心を提供しま
す。

新規
令和３年度

（１月補正対
応）

危機管理部 危機管理課

2
旅行会社と連携した魅力
ある旅行プランづくり

1
旅行会社と連携した旅行商
品の造成・販売

鳥取砂丘や砂の美術館、カニなどが楽しめる人気の
高い旅行商品を割引料金で造成・販売し、観光需要
の創出を図ります。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
観光・ジオパー
ク推進課

3
柳茶屋キャンプ場など砂
丘西側エリアの再生

1
柳茶屋キャンプ場等の一体
的な運営と砂丘西側拠点施
設の整備

民間活力の導入による柳茶屋キャンプ場及び周辺２
施設の一体的な活用に向け、県と連携し必要な整備
等を行います。

新規
令和４年度
（予定）

経済観光部
観光・ジオパー
ク推進課

4
多鯰ヶ池周辺のツーリズ
ム環境の充実

1
多鯰ヶ池周辺整備による
ツーリズム環境の充実

砂丘東西を結ぶ多鯰ヶ池エリアに、ウォーキングや
水に親しむアクティビティに必要な木道や東屋など
の整備を行い、ツーリズム環境の充実を図ります。

新規
令和４年度
（予定）

経済観光部
観光・ジオパー
ク推進課

5
鳥取城跡周辺に観光客を
呼び込み新たなにぎわい
づくり

1
城跡周辺観光の振興による
新たな観光拠点化

復元整備が進む鳥取城跡周辺での観光案内など受入
環境を充実し、観光拠点としての利便性の向上や機
能強化を図ります。

新規
令和３年度

（１月補正対
応）

経済観光部
観光・ジオパー
ク推進課

6

大阪・関西万博を見据え
た、外国人観光客が訪れ
たくなる情報発信と観光
メニューづくり

1
大阪・関西万博を見据えた
インバウンド向けコンテン
ツ・モデルコースの造成

２０２５年の大阪・関西万博に向け、ＤＭＯや１市
６町が連携し体験コンテンツ等の新規開発や販売促
進、広域周遊モデルコースの造成などを進め、イン
バウンド需要の回復につなげます。

新規
令和４年度
（予定）

経済観光部
観光・ジオパー
ク推進課

7
「世界発→鳥取行き」鳥
取砂丘コナン空港の国際
線化

1
「世界発→鳥取行き」鳥取
砂丘コナン空港の国際線化

鳥取砂丘コナン空港の国際線就航に向け、県と連携
し海外航空会社へのエアポートセールスを展開しま
す。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 交通政策課

8
ようこそ、ようこそ　ク
ルーズ客船誘致でまちの
活性化

1
ようこそ、ようこそ　ク
ルーズ客船誘致でまちの活
性化

クルーズ客船の誘致に向けたポートセールスを展開
し、観光誘客の促進を図ります。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 交通政策課
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

9

好きなタイミング、好き
な場所で、好きな時間利
用できる自転車でまちな
かへお出かけ！

1
好きなタイミング、好きな
場所で、好きな時間利用で
きる自転車でお出かけ

中心市街地の回遊性を向上させるためシェアサイク
ルの導入を検討します。併せて、自転車が走行可能
な路線の整備検討を図ります。

新規
令和４年度
（予定）

都市整備部
中心市街地整備
課

10
若者が集まるまちへ、都
市魅力度アップ作戦

1
「いいね 」を届けるPUSH
型SNS情報発信プロジェク
ト

SNS（LINE、Instagram、Youtube等）によるPUSH型
広報媒体の充実とチャットボット、セグメント配信
等による運用システムの構築します。

新規
令和４年度
（予定）

企画推進部 秘書課広報室

2
Wi-Fiを利用した地域の魅
力発信でワイワイ賑わいの
まち

公共の場（市有施設等）における公衆無線LAN未整
備地域に対するWi-Fi環境を整備します。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

企画推進部
経済観光部

情報政策課

3
いつでも、どこからでもス
マホで手続き！便利で簡単
な電子市役所サービス

「とっとり電子申請サービス」で提供する行政手続
きを令和３年度末までに大幅に拡充し、市民の利便
性を高めます。
「公共施設予約システム」を拡充し、予約可能施設
の拡充、利用料金のキャッシュレス化により、市民
の利便性を高めます。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

企画推進部

情報政策課
政策企画課地方
創生デジタル化
推進室
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【方針２】稼ぐ力と魅力を高め、ひとが暮らし続けるまちづくり

[方向１]経済・雇用の好循環の加速・拡大

CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
地元企業の認知度アップ
で、若者の地元就職を促進

地元企業での小規模な職場体験プログラムとオンラ
インでの事前・事後学習を組み合わせ、地元企業の
認知度を向上させることで、地元就職やＵターン就
職を促進を図る新たな取組を今年度から市内２校に
おいてモデル的に行っていますが、この取組を麒麟
のまち圏域全体に拡大し、地域全体での若者の地元
就職を進めます。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
経済・雇用戦略
課

1
脱炭素先進地域づくりを展
開

「鳥取市スマートタウンエネルギー構想」に基づ
き、民間事業者とともに進めている「エネルギーの
地産地消」と「地域内経済循環」を更に加速させる
ため、地域と共生する再エネ発電等の開発支援(新
たな地元電源の開発)と防災などの地域課題解決に
資するエネルギー供給の仕組み(蓄電池等を組み合
わせたローカルグリッド)を構築し、地域の脱炭素
化と住み続けられるまちづくりを進めます。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

経済観光部
経済・雇用戦略
課

2
企業のスマート農業への参
入を促進

再生可能エネルギーを活用してスマート農業を実践
しようとする企業を支援します。

新規
令和４年度
（予定）

経済観光部
企業立地・支援
課

1
新たな再生可能エネルギー
の開発・供給を推進

地元企業のリサイクル材を活用した微生物発電の実
用化に向け、研究開発にかかる経費を支援します。

新規
令和４年度
（予定）

経済観光部
企業立地・支援
課

2
ＳＤＧｓ未来都市プロジェ
クトの実現を目指す

ＳＤＧｓ未来都市に選定された食とエネルギーの自
給自足が達成できる地方都市の実現に向け、経済・
環境・社会の三側面とそれらをつなぐ統合的な取り
組みを進めていきます。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
企業立地・支援
課

1
地元企業の認知度アップ
など、若者の地元就職を
促進

2
脱炭素先進地域づくり戦
略で新たなビジネス機会
を創出

3

田んぼの中での微生物発
電など、「ＳＤＧｓ未来
都市プロジェクト」を推
進
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

4
新しい仕事にチャレン
ジ！働く人の仕事の学び
を応援

1
円滑な労働移動促進による
人材不足分野での人材確保

人材不足分野（医療、福祉、建設、警備、運輸）に
係る資格取得を支援し、人材確保につなげることで
企業活動の持続的発展に取り組みます。

新規
令和４年度
（予定）

経済観光部
経済・雇用戦略
課

1
生涯現役！元気高齢者の人
材派遣で企業の成長支援

（公社）鳥取市シルバー人材センターが実施する高
齢者派遣事業を支援することで、市内企業の人手不
足解消に取り組みます。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
経済・雇用戦略
課

2
外国人材を登用し地元企業
の労働力不足を解消

地元日本語学校の安定した経営に向け支援するとと
もに、市内企業の日本語学校を活用した外国人材の
確保を促進するための支援を行います。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
企業立地・支援
課

6

インターネットショップ
を活用し、市内事業者の
販売促進やブランド力を
向上

1

鳥取市公式インターネット
ショップを活用し、市内事
業者の販売促進及び販路拡
大を推進・市内商品のブラ
ンド力の向上

市内事業者が本市公式インターネットショップを活
用し、域外への販路を拡大します。また、インター
ネットショップの広告宣伝を行い、市内産品の認知
度を高め、ブランド力向上に寄与します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
経済・雇用戦略
課

1
中小企業・小規模事業者等
のデジタル化の強力な推進

中小企業・小規模事業者等が、注文や決裁等につい
てデジタルツールを導入する取組について支援する
とともに、モバイルオーダーやキャッシュレス決裁
を活用する者を増やすため、ポイント付与等の取組
を実施します。

新規
令和４年度
（予定）

経済観光部
経済・雇用戦略
課

2
企業の事業再構築及びデジ
タル化をバックアップ

企業がコロナからの事業立て直しを図るため、新分
野への参入や事業実施方法の転換、デジタル化のた
めの経費を支援します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

経済観光部
企業立地・支援
課

5
生涯現役！元気高齢者や
外国人材の活躍で、企業
の成長支援

7
事業再構築やデジタル
化、企業の新たな成長戦
略を支援
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

8
スマート技術で実現！魅
力的で成長する農林水産
業の推進

1
デジタル技術を活用したス
マート農業の推進

①多品目の生産現場でスマート農業機器の導入を飛
躍的に進めるため、市独自の支援制度を構築しま
す。
②梨、イチゴでの実証事業の成果を生産団体等に横
展開し、産地の成長を図ります。
③スマート農業技術を習得しようとする人材に対し
研修環境の提供と技術習得に支援を行います。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

農林水産部 農政企画課

2
ＩＣＴを活用した鳥獣害対
策

ＩＣＴを活用したスマート檻罠や鳥獣捕獲確認シス
テムを導入し、センシングデータ等に基づいた鳥獣
の生息域、被害対策の実施状況、捕獲情報等をマッ
ピングし、それに基づいた効率的な捕獲や対策の実
施を図ります。

新規
令和５年度
（予定）

農林水産部 農政企画課

3
デジタル技術を活用した新
たな販路の開拓

①ブロックチェーン技術等、最新のデジタル技術を
活用した利便性の高い販売・流通システムの構築を
支援します。
②ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰに取り組む生産者や６次産業
化を目指す者を支援するなど、生産・流通における
トレーサビリティの強化に取り組みます。
③農産物の効率的な地産地消を実現するため、保冷
施設整備の支援などコールドチェーンの強化に取り
組みます。

新規
令和４年度
（予定）

農林水産部 農政企画課

4
先進技術を活用した地元産
材の流通促進

①先進技術のレーザ測量成果を活用した森林資源情
報の取得とオープンデータ化を推進します。
②効率的な需給マッチングを可能とする木材デジタ
ル市場の構築を支援します。
③ドローンや高性能林業機械（ハーベスタ等）など
の先進技術の導入を支援します。

新規
令和４年度
（予定）

農林水産部 林務水産課

1
半農半Ｘによる新たなライ
フスタイルの実現

①アフターコロナに半農半Ｘでの就農を志向する者
に対し、就農舎での研修と就農支援を行います。
②地元大学生の農業生産現場への雇用を推進するこ
とで、農業を見据えた新たな働き方を提案します。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

農林水産部 農政企画課

2
新規農林水産業従事者のス
キルアップの強化

農林水産業に従事する際の研修を強化するととも
に、スタートアップに必要な資機材の導入や労働環
境の改善に資する取組みなど、職業として定着する
までの課題解決に総合的に取り組みます。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

農林水産部
農政企画課
林務水産課

10
世界の貨物が行き交うミ
ナト「鳥取港」へ

1
世界の貨物が行き交うミナ
ト「鳥取港」へ

コンテナ貨物船の定期就航に向けたポートセールス
を展開します。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 交通政策課

9

研修支援や農業と他の仕
事を組合せた働き方など
で、農林水産業の新たな
担い手確保を推進
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[方向２]まちの価値と魅力を高める

CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
市内どこでも「ピカッと
光」で超高速インター
ネット利用

1
市内どこでも「ピカッと
光」で超高速インターネッ
ト利用

超高速インターネット利用環境が未整備の地域への
光ファイバー網の整備を進め、令和４年４月以降、
順次サービス利用を開始します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

企画推進部 情報政策課

2
山陰新幹線を実現させ、
関西圏をより身近な生活
圏に

1
山陰新幹線を実現させ、関
西圏をより身近な生活圏に

関西圏の都市部との時間距離が短縮され、通勤等を
含む生活圏域が飛躍的に拡大する山陰新幹線整備の
実現に向けて要望します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 都市企画課

3
南北線を早期に完成さ
せ、より早くて快適で便
利な高速道路を

1
南北線を早期に完成させ、
より早くて快適で便利な高
速道路に

期成会の要望活動により山陰近畿自動車道　鳥取～
覚寺間(通称：南北線)の早期整備を促進し、交通渋
滞の緩和、利便性の確保を図ります。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 都市企画課

4
夢の無人自動運転がつく
る未来型生活交通システ
ムを推進

1
夢の無人自動運転がつくる
未来型生活交通システム

公共交通の無人自動運転化を図り、持続可能な公共
交通を確保します。

新規
令和３年度
（実施中）

都市整備部 交通政策課

5
“ピッ！”キャッシュレ
スで楽ちん・便利な公共
交通

1
“ピッ！”キャッシュレス
で楽ちん・便利な公共交通

利便性・汎用性が高いキャッシュレスシステムを導
入し、公共交通の利便性の向上を図ります。

新規
令和３年度

（１月補正対
応）

都市整備部 交通政策課

6
地域で支える共助交通
で、誰でも気軽におでか
け

1
地域で支える共助交通で、
誰でも気軽におでかけ

交通空白地域などに共助交通を導入し、住民生活を
支える生活交通を確保します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 交通政策課

7
「ちょっと東京まで」を
叶える交通アクセスの充
実

1
「ちょっと東京まで」を叶
える交通アクセスの充実

新規交通事業者の参入を促進し、首都圏への交通ア
クセスを向上させます。

新規
令和４年度
（予定）

都市整備部 交通政策課
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1 まちなかの憩い空間の充実

公共空地や道路空間などの公共空間において安心し
て集える仕組みづくりを推進します。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

都市整備部
中心市街地整備
課

2 一目でわかる案内の充実

市民へ分かりやすい案内を実施するため、統一的な
デザインによる案内サインの整備を図ります。【統
一的なデザインの案内看板の整備】 既存（拡充）

令和４年度
（予定）

都市整備部
中心市街地整備
課

9
いつまでも暮らせる農山
村の「小さな拠点づく
り」

1
いつまでも暮らせる農山村
の「小さな拠点づくり」

「小さな拠点」の取り組みを中山間地域内の未実施
地域に拡大させます。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

市民生活部 地域振興課

1
農山村の雇用をつくり人材
を派遣する協同組合を設立

地域内の複数事業者の仕事を組み合わせて年間を通
じた仕事を創出し、それぞれの地域事業者に派遣す
る仕組みをつくります。

新規
令和５年度
（予定）

市民生活部 地域振興課

2
伝統工芸産業の活性化によ
る中山間地域のにぎわい創
出

伝統工芸等後継者育成について、現在行っている研
修生や研修受入事業者への支援に加えて、研修後に
本市で伝統工芸を伝承し従事できるための支援を新
たに行うことで、地域での伝統工芸産業の活性化を
図ります。

新規
令和５年度
（予定）

経済観光部
経済・雇用戦略
課

1
若手芸術家が集い、つく
り、交流する場を新設

空き店舗を活用し、若手芸術家集団の活動拠点を中
心市街地内に整備することで、文化芸術のまちづく
りを推進します。

新規
令和５年度
（予定）

企画推進部 文化交流課

2
地域ぐるみで地元芸術家を
応援する機運を醸成

市内の小学校等が鳥取市芸術家バンク登録者に公演
等を依頼する場合の経費を助成することで、地元芸
術家の活用を促進します。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

企画推進部 文化交流課

8
便利で快適、歩いて楽し
めるまちなか暮らしを推
進

10
伝統工芸産業の活性化や
人材確保で、農山村のに
ぎわいづくり

11
文化芸術や歴史の風薫る
まちづくり
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
被災者を迅速に支援！電子
申請サービス

国が整備する新たな基盤システムを連携・活用して
利便性を向上を図ります。

新規
令和４年度
（予定）

危機管理部 危機管理課

2
地域みんなでわがまち防災
力強化

自主防災会連絡協議会の避難所運営に関する防災資
機材等の整備や事業を支援し地域防災力の強化を図
ります。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

危機管理部 危機管理課

3
地域は自ら守る！消防団の
魅力向上

消防団の活性化を図るため、鳥取市消防団活性化対
策検討委員会を中心に議論し、消防団活動の活性
化、機能別消防団の導入の検討など魅力ある消防団
として団員確保に努めます。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

危機管理部 危機管理課

4
ＩＣＴ技術を活用した農業
用施設等の長寿命化・防災
減災対策

農業用ため池等の農業用施設に水位計や監視カメラ
の設置、デジタルマップの作成等を行うことで適切
な維持管理による生産性の向上を図るとともに、豪
雨時には迅速に現況を把握し地域住民の避難行動に
役立てます。

新規
令和５年度
（予定）

農林水産部 農村整備課

5
水位上昇！緊急排水ポンプ
車で浸水防止

豪雨時における更なる浸水対策として緊急排水ポン
プ車を導入し浸水被害の軽減を図るととも、過去に
浸水被害が発生した地域の浸水想定区域図を作成・
公表し、迅速な避難判断に資する情報の発信を強化
します。
・緊急排水ポンプ車の購入
・樋門、排水機場の内水位監視システムを整備し
Webで情報発信
・内水浸水想定区域図の作成（令和３年度：鳥取市
正蓮寺、青谷町駅前、河原町佐貫）

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 都市環境課

6
ＡＩ道路パトロールであん
しんドライブ

今後直面する道路パトロールにおける人手不足に対
応するため、道路の不具合を検知するＡＩ技術を開
発する。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 道路課

7
木造住宅の耐震化を促進
し、安全安心な住まいを確
保

木造住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修を推進
し、木造住宅の耐震化を促進することで、災害に強
いまちづくりを進めます。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

都市整備部 建築指導課

12
防災・減災や国土強靭化
で、災害に強いまちづく
り

13



CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

13
地球にやさしい脱炭素の
まちづくり

1
鳥取版！地球にやさしい脱
炭素のまちづくり

本市の公共施設の再生可能エネルギー由来の電力へ
の切り替えや太陽光発電設備の設置などの脱炭素に
向けた取組を市が率先して進め、示していくこと
で、市民や事業者への広報・啓発活動となり、一人
ひとりに自分ごととして捉えてもらうことで、環境
に対する意識改革、行動変容につなげます。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

環境局 生活環境課

14
コロナに負けない！市民
スポーツの活動を支援

1

スポーツパーソンと体育施
設のマッチング！コロナに
負けないスポーツ再生に向
けての活動支援

スマート予約システムにより利用者と体育施設の
マッチングを行い利用者の利便性の向上を図るとと
もに、スポーツ活動中のコロナ予防のため、体温測
定カメラや除菌噴霧器等の貸出を実施する。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

教育委員会事
務局

生涯学習・ス
ポーツ課

1
いつでも！どこでも！誰と
でも！在宅で視聴する生涯
学習講座の展開

圏域住民を対象に生涯学習講座をネット配信やＤＶ
Ｄ配布するなど遠距離や時間に拘束されない学習環
境を提供します。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

教育委員会事
務局

生涯学習・ス
ポーツ課

2
電子図書館で図書館をもっ
と身近に、便利に！

３６５日２４時間、いつでも・どこにいても、現在
の読書環境に障がいを感じている人（高齢者や障が
い者等）も、インターネットを通じて電子書籍の貸
出、返却等ができる環境づくりを進めます。

新規
令和３年度

（１月補正対
応）

教育委員会事
務局

中央図書館

15
生涯学習講座などのデジ
タル化で、便利な学びの
サービスを提供

14



【方針３】ひとり一人にやさしい、ひとを大切にするまちづくり

[方向１]結婚・出産・子育ての希望をかなえる

CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
結婚の希望をかなえるお
手伝い

1
結婚の希望をかなえるお手
伝い

若者の出会いの場の創出など、結婚の希望を叶える
支援を行います。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

企画推進部 政策企画課

2

スマホで簡単！電子母子
手帳やテレビ電話相談等
の便利な子育て支援サー
ビスを新展開

1
妊娠・出産・子育てへの切
れ目ない支援

従来から取り組んでいる鳥取市子育て世代包括支援
センター（こそだてらす）を中心とした対面型の相
談支援に加え、新たに「電子母子手帳」を活用した
妊娠・出産・子育てに関する情報提供や、保健師・
助産師等によるオンライン相談対応の導入、
YouTubeによる離乳食の作り方の動画配信を実施す
るなど、非対面による相談支援の充実を図ります。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

健康こども部
健康・子育て推
進課

3

保健師等の切れ目のない
妊娠・出産・子育て支援
で、あんしん子育てＮｏ
１のまち

1
妊娠・出産・子育てへの切
れ目ない支援

妊娠期から子育て期まで気軽に相談ができ、切れ目
のない子育て支援を行う「鳥取市子育て世代包括支
援センター」（こそだてらす）や各総合支所におい
て、全ての妊婦への面談や電話等による相談対応を
行い、安心して出産できるよう支援します。
また、出産後は新生児訪問や乳幼児健診の機会を捉
え、心身状況や育児環境等の確認を行い、必要に応
じて関係機関と連携をとり保護者への支援を行うこ
とにより、育児に関する不安解消を図ります。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

健康こども部
健康・子育て推
進課

2
発達支援が必要な児童の育
ちをつなぐサポートファイ
ルの作成

乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまでのライフ
ステージにおいての切れ目のない発達支援を行うた
め、各関係機関における支援情報を、保護者が一つ
にまとめることができるファイルを、作成、配布
し、支援の充実を図ります。

新規
令和５年度
（予定）

健康こども部
こども発達支援
センター

15



CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

4
訪問型産後ケアの新展開
など、母子の心と体の健
康保持を支援

1
訪問型産後ケアを開始し、
安心子育て支援

家庭などから十分な支援が受けられず、体調不良や
強い育児不安等がある出産後4か月未満の母子で、
産科医療機関への来所が難しい方のため、新たに訪
問型の産後ケア事業を開始し、母親の身体的・心理
的ケア、保健指導や育児相談、育児手技についての
指導を行います。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

健康こども部
こども家庭相談
センター

1
園と保護者をスマートに繋
げる環境を整備

市立保育園へネット環境を整備し、ICT化すること
で、保護者と園で日々の出欠確認やお便りがスマホ
を使ってスムーズにできるようにします。また、保
育士の事務時間が短縮されることで、日々の保育に
一層集中することができます。

新規
令和３年度

（１月補正対
応）

健康こども部 こども家庭課

2
ファミサポの充実で、子育
てサービスを利用希望に答
える

ファミリーサポートセンターの提供会員の増加に取
り組み、保護者の多様な子育サービスの利用希望に
応えます。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

健康こども部 こども家庭課

3
学校施設活用型「放課後児
童クラブ」で、児童の放課
後保育を充実

学校内の教室を基本とした学校施設活用型の放課後
児童クラブ運営を進め、クラブ数の拡充を図り、保
護者の保育の希望にこたえます。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

教育委員会事
務局

学校教育課

6
仕事･家事･自分時間の調
和した生活ができるまち
へ

1

仕事(WORK)と家事(HOUSE 
WORK)と自分時間(ME TIME)
の調和した生活モデルを作
成し女性の負担を軽減！

現在、かがやき企業の認定などワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調和）を推進する取組みを
行っているが、さらに一歩進んで、仕事(WORK)と家
事(HOUSE WORK)と自分時間(ME TIME)の調和した生
活モデルの実現に向けた取組をテーマとして募集
し、民間団体等の知見を活用した取組みによって女
性の負担を軽減します。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

人権政策局 男女共同参画課

5

保護者の希望にこたえ
る！放課後児童クラブや
ファミサポなどの充実
で、あんしん子育てのま
ちへ
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
いつでもどこからでも児童
生徒がオンライン学習

小・中・義務教育学校の体育館や特別教室等でのオ
ンライン学習、校外でのオンライン学習、緊急時等
のオンライン学習ができる環境を整備します。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

教育委員会事
務局

学校教育課

2
児童生徒のコミュニケー
ション能力を育てる英語教
育

外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置に加え、オンライ
ン学習機会の充実を図り、英語によるコミュニケー
ション能力を育成します。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

教育委員会事
務局

学校教育課

3
夢や希望に向かって活躍す
る人材の育成

要保護・準要保護世帯のほか、高校等就学前の生徒
がいる世帯のうち、経済的に困窮する世帯に対する
支援により、子どもの進路選択を後押しします。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

教育委員会事
務局

学校保健給食課

8
郷土を愛し、豊かな心を
育む、児童生徒の体験・
交流活動を推進

1
子どもたちに舞台芸術の体
験機会を提供

小・義務教育学校が鳥の劇場で観劇やワークショッ
プを体験する場合の経費を助成することで、豊かな
心をもつ人づくりを推進します。

新規
令和４年度
（予定）

企画推進部 文化交流課

2
子どもたちに姉妹都市を体
験体感する機会を提供

小・中・義務教育学校が研修旅行等で国内姉妹都市
を訪れる場合の経費を助成することで次世代の交流
を促進します。

新規
令和５年度
（予定）

企画推進部 文化交流課

3
郷土を愛し、豊かな心を育
む体験活動

ふるさと体験や職場体験、県内修学旅行などを推進
し、人や地域とつながる機会を深めることで自分の
未来を拓いていく教育活動を推進します。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

教育委員会事
務局

学校教育課（総
合教育セン
ター）

9
地域運営型の合同部活動
を推進し、児童生徒が選
べる部活動に

1
地域運営型の合同部活動
で、児童生徒が選べる部活
動を実現

教員の長時間勤務の是正に向けて、引き続き、部活
動運営の地域移行を引き続き推進するともに、新た
に地域団体と連携し、少子化のため部活動が組めな
い学校同士の「合同部活動」を推進し、生徒の部活
動環境の充実を図ります。
【合同部活動の概要】
①受け皿となる地域団体が合同部活動を運営

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

教育委員会事
務局

生涯学習・ス
ポーツ課
学校教育課

7

オンライン学習や英語教
育の充実など、児童生徒
の夢や希望をかなえる学
びを応援
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[方向２]誰一人取り残さない包摂のまちづくり

CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1

「ほかにお困りごとは？」
様々で複雑な生活上の困り
ごとに対応する相談支援体
制の強化

相談支援員を増員するとともに、ＳＮＳを活用した
オンライン面談等を新たに開始し、様々な困難を抱
えた方々への相談支援体制の強化を図ります。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

人権政策局
人権推進課（中
央人権福祉セン
ター）

2
複数の相談機関を専門相談
員が「つながりの力」で解
決！

重層的支援体制を担う「相談支援包括化推進員」を
中央人権福祉センターに配置し、市の福祉分野の横
断的な支援体制を整備、支援の進捗状況等の把握と
伴走型支援が可能となるよう調整を図ります。

新規
令和４年度
（予定）

人権政策局
人権推進課（中
央人権福祉セン
ター）

2

ひとりぼっちをつくらな
い、全国初！「社会的孤
立防止サポーター」を地
域に養成

1
「ひとりぼっちをつくらな
い」全国初！社会的孤立防
止サポーターを養成

新たに中央人権福祉センターに配置する「アウト
リーチ支援員」を中心に、地域で「社会的孤立防止
サポーター養成講座」を開催して当該サポーターを
養成し、支援が届いていない孤立者又は世帯の早期
支援につなげます。

新規
令和４年度
（予定）

人権政策局
人権推進課（中
央人権福祉セン
ター）

1
誰にも出番がある！「役
割・出番づくり」で地域の
参加支援

孤立しがちな人や困難を抱えている人などが、地域
の住民活動等に参加し「役割・出番」を持つことに
より、社会とのつながりを作りながら生活していく
ための支援を行います。

新規
令和４年度
（予定）

人権政策局
人権推進課（中
央人権福祉セン
ター）

2
一人一人に寄り添った社会
とのつながりづくり

本人のニーズに応じた社会資源とのマッチングを行
います。

新規
令和４年度
（予定）

福祉部 地域福祉課

4
「すごい！地域食堂」を
拠点に、市民参加の困り
事解決の仕組みづくり

1
「すごい！地域食堂」を拠
点に、市民参加の困り事解
決の仕組みづくり

地域食堂を拠点にした地域の支え合いと多様な人々
の参画により、住民が主体的に地域課題の解決を試
みる活動を創出するための支援を行います。

新規
令和４年度
（予定）

人権政策局
人権推進課（中
央人権福祉セン
ター）

1

福祉まるごと相談員の配
置など、相談機関の「つ
ながりの力」で市民の困
り事を解決！

3
誰にも出番がある！「役
割・出番づくり」で地域
の孤立を防止
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

1
インターネットで楽らく検
索、人権啓発教材

人権啓発教材のインターネット検索システムを導入
し、非対面・迅速な検索の実現と、円滑な貸出につ
なげる。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

人権政策局 人権推進課

2
『地域で高める福祉力』
「話し愛・支え愛」の推進

鳥取市社会福祉協議会と協働し、社会的孤立や引き
こもり、生活困窮、8050問題など、潜在的な課題を
地域で発見し、地域で支援策（社会資源も活用）を
話し合える場づくりなど、体制づくりを支援しま
す。併せて、潜在的な課題を抱えた人について、必
要な支援機関につなげていく伴走型支援を行いま
す。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

福祉部 地域福祉課

6
生活に困難を抱える子ど
もの居場所づくりを推進

1
生活に困難を抱える子ども
の居場所を設置

様々な要因で生活に困難を抱える子どもに、学校で
もない、家でもない第三の居場所を提供し、学習支
援や入浴、食事等の生活習慣の定着を図ります（現
在、日本財団が実施している事業を、令和４年度か
ら鳥取市が拡大して継承）。

新規
令和４年度
（予定）

健康こども部 こども家庭課

7
女性が心と体の悩みを自
由に話せる居場所を開設

1

女性のこころとからだに関
する悩みなどを自由に話せ
る機会をつくり、女性特有
の悩みを解消！

男女共同参画センターを活用し、女性特有の健康問
題に関するセミナーの開催や、こころとからだの悩
みを自由に話せる機会をつくり、不安を抱えた女性
たちが互いに支え合いながら女性特有の悩みを解消
します。

新規
令和４年度
（予定）

人権政策局 男女共同参画課

8

スマホへプッシュ配信！
防災アプリで聴覚障がい
者や若年層にあんしん提
供

1
スマホへプッシュ配信！防
災アプリで防災情報の発信

防災アプリを利用し、視覚的な防災情報の伝達方法
を充実させ、聴覚障がい者や若年層に安心を提供し
ます。

新規
令和３年度

（１月補正対
応）

危機管理部 危機管理課

9

障がいのある人の活動・
交流拠点を身近な地域に
充実させ、地域交流を推
進

1
身近な地域に障がいのある
人の活動・交流拠点を新設
し、地域交流を推進

障がいのある方、一人ひとりが生きがいを見つけ、
創作活動や交流ができるように地域活動支援拠点を
１箇所増やし、２箇所とします。

既存（拡充）
令和４年度
（予定）

福祉部 障がい福祉課

5
地域で高める福祉力！
「話し愛・支え愛」の推
進
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CD
取組の名称（大区分）
（※プラン掲載名）

CD 取組の名称（中区分） 取組の内容 取組種別 実施時期 部局名
課（室・ｾﾝﾀｰ）

名

10
身近な地域に認知症相談
支援センターを新設！認
知症の相談支援を充実

1
身近な地域に認知症相談支
援センターを新設し、認知
症の相談支援を充実

市民に分かりやすい身近な地域の認知症の相談場所
として、各地域包括支援センター内に新たに「認知
症相談支援センター」を設置し、認知症の方やその
家族が相談しやすい環境を整備し、必要な支援につ
なげます。

新規
令和４年度
（予定）

福祉部 長寿社会課

11

スマホで簡単！どこでも
気軽にオンライン保健指
導で、市民の健康をサ
ポート

1
どこでも気軽にオンライン
保健指導

保健指導（特定保健指導等）に、従来の来所型によ
る直接（対面）面談に加え、チャットツール等を活
用したオンライン面談を導入し、令和３年度中に運
用を開始します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

福祉部
健康こども部

保険年金課医療
費適正化推進室
健康・子育て推
進課健診推進室

1
しゃんしゃん体操で健康指
導、身近な地域で「健康づ
くり教室」を開催

従来から市が市民への普及を進めている市民健康体
操「しゃんしゃん体操」の取組に加え、しゃんしゃ
ん体操普及員や 、健康づくり地区推進員、運動指導
士による市主催の「健康づくり教室」を開催し、コ
ロナ禍での中高齢者の身体機能の低下防止や孤立解
消を図ります。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

健康こども部
健康・子育て推
進課

2

看護職等医療専門職が皆さ
んの身近な場所に伺ってフ
レイル予防のお手伝い
「ストップ！フレイル作
戦」

地域の高齢者全体の健康保持やフレイル（外出自粛
や社会とのつながりの減少により起こる心と身体の
機能低下）リスク改善のため、看護職等による①ご
自宅への訪問保健指導②サロン等の通いの場でのフ
レイル予防教室③地域で生活する高齢者の健康保持
に必要なことについて話し合う「健康とくらしを考
える会」を実施します。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

福祉部
健康こども部

長寿社会課
健康・子育て推
進課

1
市民の生命（いのち）と生
活（くらし）を守る感染症
対策

早期かつ積極的な疫学調査・検査を実施すること
で、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図り、
市民の生命と生活を守ります。

既存（継続）
令和３年度
（実施中）

健康こども部 保健医療課

2
明るい照明、自動水栓で非
接触！安心して遊べる公園
に

令和3年度より実施している不特定多数の方が利用
する都市公園を対象とした既設の手洗い場の自動水
栓化に併せて、ＬＥＤ照明灯及び防犯カメラを整備
し、新型コロナウイルス感染リスクの軽減及び防犯
対策を図ります。

既存（拡充）
令和３年度
（実施中）

都市整備部 都市環境課

12

医療・福祉専門職が市民
の集いの場で健康指導
「ストップ！フレイル作
戦」

13
市民の生命（いのち）と
生活（くらし）を守る感
染症対策
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コロナ禍における移住促進の取組 ~戦略的情報発信の強化~ 市民生活部地域振興課

移住定住
相談窓口

交流人口

関係人口

移住・定住検討者

アクセス解析、発信情報・サイト改善

伝えたい情報（魅力）を
伝えたい人に効果的に届ける

WEBメディアの活用

WEBメディアを活用した本市の施策・魅
力情報発信の成果・課題を解析し、各課
で共有。発信情報やサイト改善の仕組み
を整え、移住希望者が鳥取市とつながる
機会の拡大を図る。

＜移住促進の入り口の見直し＞
移住希望者の鳥取市への関心を高め、相談窓口へ繋げるための取り組みの充実
WEBメディアの活用とアクセス解析による戦略的な情報発信
コロナ禍における地方移住への関心の高
まりを捉え、移住促進のメインターゲッ
トである若者・子育て世代を中心に様々
な層へ鳥取市の魅力を効果的に届ける。

専任相談員によるきめ細
かな移住支援
関連部署との情報共有や
連携対応の充実
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コロナ禍における移住促進の取組 ~戦略的情報発信の強化~ 市民生活部地域振興課

内閣府：（第3回）首都圏生活者の移住意向調査（R03.06）より引用

0 10 20 30 40 50 60

その他

YouTube等で各自治体が提供する移住PR動画

自治体情報を掲載している
営利ウェブサイト移住ナビなど

Yahoo！知恵袋などの相談サイト

移住関連の大規模なイベント・フェア

Twitter・FacebookのようなSNS

各自治体情報をまとめた非営利のWebサイト
JOINのウェブサイトなど

友人からの紹介・口コミ

新聞

総務省の移住情報のウェブサイト
全国移住ナビ

移住や田舎暮らしを扱う雑誌

自治体が準備している移住相談窓口

各自治体のウェブサイト

テレビ

インターネットの移住関連の記事

【子育て環境が移住先にあるかどうか調べるために、
有力な情報源は何だと思いますか（複数選択）】

（％）

一般社団法人移住・交流推進機構：「若者の移住」調査（H29）より引用
【参考資料】

地方移住への関心（東京圏在住者）
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鳥取市におけるワーケーション、サテライト
オフィス等誘致の取り組み

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、企業のテレワークの導入やワーケーション
の推進、オフィスの縮小移転・地方分散等の流れが加速しています。
本市は、鳥取砂丘を代表とする広大な自然を有し、かつ人口最少県の県庁所在地であり、

日本で一番密を回避できる地であるとともに、都市圏からの交通の利便性に優れ、大規模広
域災害のリスクが少ない都市として、ワーケーションやサテライトオフィス進出に適してい
ると言えます。

業者が主体となったワークプレイス拠点の整備支援や、積極的な情報発信、ビジネ
スマッチング活動、ワーケーション事業等を展開していくことで、本市の魅力を県内外に広
く伝え、本市へのワーケーションやサテライトオフィスの進出を進めていきます。

1
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今後の働き方 二地域居住とワーケーション

二地域居住 ワーケーション

ワークとバケーションを合わせた造語であり、
リゾート地などの環境で仕事をすること

地方と都会を行き来して、豊かな暮らしと利
便性の2つを享受するライフスタイルのこと

経済団体、東京の大企業等との連携の下、①地方、②東京に立地する企業、③働き手 にとってメリットのあ
るリモートワークやサテライトオフィスの在り方を検討するとともに、政府関係機関におけるリモートワーク
の方向性についての調査検討を進め、しごとの地方移転と社員等の地方移住を推進。
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オフィス・24

OFFICE 24
＠鳥取市今町2-218

マーチング・ビル

MARCHING bldg.
＠鳥取市栄町627

鳥取市

トベルモ

ToBelmo
＠鳥取市湖山町北2丁目201

既開設テレワーク拠点
今後新規オープン予定

広がるテレワークの拠点
サンド・ボックス・トットリ

SAND BOX TOTTORI
＠鳥取市浜坂1390-224
来春オープン予定

鹿野山紫苑
＠鳥取市鹿野町今市972-1 キリン・スクエア

麒麟square
@鳥取市幸町71（鳥取市役所内）

トットリ・プレイズ

TOTTORI PLAY’S
@鳥取市今町2-151 鳥取大丸5階
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新たなワークプレイス拠点を整備
地域が持つ資源から鳥取方式の先駆型ビジネスを創出し、地域課題を県外企業とともに解決するため、県内外の事業者等が
利用する、新しいワークプレイスを提供します。

「鳥取砂丘」を「サンドボックス」と称し、県内外の先駆型ビジネスに取り組む企業が集結する。
「鳥取式ベンチャー人材養成プログラム」を行い、地方で活躍する人材の発掘から入居企業への斡旋、市内へのサテライトオフィス立地
へ繋げ、地域・企業・観光客がwin-win-winの関係になる、新たなビジネスを創出する。

サンド・ボックス・トットリ

SAND BOX TOTTORI
2022年春OPEN!

共創型・鳥取式ベンチャー人材の養成拠点

整備予定地
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とっとりワーケーションネットワークの構築

地域連携DMO
(一社)麒麟のまち観光局

鳥取県 鳥取商工会議所 鳥取市

鳥取がワーケーションの適地として選ばれる地域を目指すため、地域連携DMO
（麒麟のまち観光局）が主体となって、『とっとりワーケーションネットワー
ク協議会』の設立に向けて取り組んでいます（令和４年度設立予定）。
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ワーケーションからの企業立地
ワーケーションにより鳥取市の魅力を感じていただくとともに、コワーキングスペースでの交流・協働を通じて、新たなビジネスマッ
チングを創造し、本市への移転やサテライトオフィス進出による企業立地の促進を図ります。
鳥取市では、企業のニーズに応じたきめ細やかな優遇制度を設けています。

[A] 鳥取ワーク視察・トライアル経費を支援 [B] オフィス移転・新設経費を支援

補助率 1/2 1/2

補助限度額 50千円/人 かつ 500千円/社 10,000千円

対象事業

オフィスを本市内に移転又は新設しよう
と検討している事業者が、試験的に本市
内に滞在し、オフィス環境を視察したり
鳥取ワークを体験するための経費

オフィスを本市内に移転又は新設す
る事業者が、本社又はサテライトオ
フィスを構築するために要する経費

補助対象者 5人以上の企業 5人以上の移転

オフィス移転支援事業補助金

対象事業 ソフトウェア業、デザイン業、イン
ターネット付随サービス業など

補助対象経費 借室料

補助金額 対象経費の1/6

補助期間 操業開始から5年間。1年ごとの実績に
より交付

年間補助限度額 10,000千円/年

情報通信関連企業立地促進補助金

とっとりの魅力発信
鳥取市のワーケーション情報や支援策、その他お役立ち情報をわかりやすく配信しています。

鳥取市企業立地・支援課
＠ＳＤＧｓ未来都市でワー
ケーション！
＠ｔｏｔｔｏriｃｃｈi ｔｏｔｔｏrｉｃｃｈｉ
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[方向２] 観光・インバウンドの再生

経済観光部 観光・ジオパーク推進課

・柳茶屋キャンプ場など砂丘西側エリアの再生
・鳥取城跡周辺に観光客を呼び込み新たなにぎわいづくり
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城跡周辺観光の振興による新たな観光拠点化（その１）
１．本市の観光課題と求められる方向性

現 状現 状 目指すべき方向目指すべき方向

目 標目 標

「砂丘、仁風閣などを見ただけで
他の観光地に移動してしまう」
※通過型（従来型）観光スタイル

滞在型観光への転換による観光振興

中心部の観光資源を活かした

「とっとりまちなか観光」の確立・充実
中心部の観光資源を活かした

「とっとりまちなか観光」の確立・充実

２．「とっとりまちなか観光」の柱

エリア区分 主な観光資源、コンテンツ
１ 鳥取城跡・仁風閣

（擬宝珠橋、太鼓御門含む）
・城跡および歴史
（吉川経家と羽柴秀吉の攻防、池田家と徳川家、ほか）

２ ・寺社仏閣（庭園含む）、文化財、建造
物、自然、醸造所等

３ 中心市街地
30



復元整備が進む鳥取城跡周辺地域での観光案内など受入態勢を構築し、観光拠点として
の利便性や機能強化を図ります。

城跡周辺観光の振興による新たな観光拠点化（その２）

３．当面の取組概要

№ 項 目 主な取組主体 内 容
１ ガイド体制の構築 市観光コンベン

ション協会等
■週末賑わいイベントの定期開催等
キッチンカー出店等による賑わいイベントの開催、
総合案内人の配置

■観光商品の造成
甲冑ガイドモニターツアーや、食事付き鳥取城跡ト
レッキングプラン等の開発・実施

２ フリーWi-Fi整備 鳥取市 鳥取城跡を訪れる観光客等の利便性の向上を目的にフ
リーWi-Fi環境を整備します
【整備想定エリア】

一帯、二ノ丸一帯周辺

３ ライトアップ実証事業 鳥取市 山頂や石垣、仁風閣などへライトアップを施す実証事
業を行い、観光スポットとしての魅力向上や滞在型観
光の推進を図ります
【実施予定期間】
2週間程度
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鳥取砂丘の観光振興、活性化及び保全ついて、鳥取県と地方自治法に基づく連携協約を締結

柳茶屋キャンプ場など砂丘 側エリアの再 （その１）

鳥取砂丘ビジターセンターの開館（H30.10 砂丘東側に開館）を契機に砂丘西側エリアのあり方の議論が活発化

旧砂丘荘跡地（市遊休地）

サイクリングターミナル 柳茶屋キャンプ場 砂の美術館 鳥取砂丘ビジターセンター

民間商業施設

砂丘東側エリア

砂の美術館や鳥取砂
丘ビジターセンター、

集まる砂丘観光の中
心エリア

昭和５０年代に整
備された公共施設
や市の遊休地、老

などがあるエリア
砂丘西側エリア

砂丘東側
エリア

鳥取市への提言：リゾートホテルの誘致、
サイクリングターミナルと柳茶屋キャンプ場の整備

鳥取県への提言：こどもの国と周辺の市施設との連携
環境省への提言：ビジターセンター西側施設の整備

改訂後の構想等の実施に向け、鳥取
砂丘未来会議が関係行政機関へ提言

連携する内容 （５項目）

①鳥取砂丘の観光振興の推進、②鳥取砂丘の保全と利活用、

③鳥取砂丘西側エリアにおける滞在環境の上質化の推進 ※市が主体

④鳥取砂丘の交通環境の整備、⑤情報共有の推進

（R2.4.8）

鳥取砂丘の貴重な自然・景観を保全し、
観光振興、活性化に向けて一体的に取
り組むよう連携協約を締結

砂丘西側エリアの特徴（砂丘東側エリアとの比較）

（R3.12.23）

32



柳茶屋キャンプ場など砂丘 側エリアの再 （その２）
砂丘西側エリアの整備予定等

ワーケーション拠点（民間） フィールドハウス（国県）

休憩舎（県）老朽化した商業施設（民間）

Ｒ４年春開業予定 Ｒ５年春開業予定 Ｒ６年開業予定

こどもの国（県） 旧砂丘荘跡地（市遊休地）

リゾートホテル（民間）

Ｒ５年春の開業５０周年
に向けて県が整備を予定

こどもの国キャンプ場（県）

サイクリングターミナル（市） 柳茶屋キャンプ場（市）

鳥取砂丘西側エリアの整備に関連した取組等

誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ
造成実証事業

自動運転バス実証運行事業

自動運転バス

鳥取砂丘の魅力向上や、
池等の利活用を促進するため、毎年１０
件程度のイベントを採択し、補助金等で
支援

日本一のすなば魅力まるごと事業

遊び場すなばちびっ子砂丘探検隊

多鯰ヶ池周辺整備事業

ウォーキングや水辺の
アクティビティ普及の
ための環境整備等

ウォーキング 水辺のアクティビティ

木道等の整備

夜の砂丘を月面に
見立てた滞在コン
テンツの実証実験

持続可能な次世代
公共交通システム
導入の実証実験
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