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2019

自然豊かな

子 育て環 境 、

そして

温 かい 人 た ち が

迎えます

来

楽

暮
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鳥取に来て、地域の人とコラボレーションしながら、一緒に楽しむ暮らし。鳥取県からの提案です。

ば

まさ たか

あさ

りゅう た

ろう

せい

の

すけ

よりよい子育て環境を求めて

み

豊かな自然、温かな地域、教育など
よりよい子育て環境を求めて
ち

●千葉正隆 さん ●麻美 さん ●隆太朗 くん ●正之助 くん

探すなか︑若桜町へ立ち寄って見

かけに長野県へ︒

かった﹂という千葉正隆さん・麻
せてもらったのが︑山間部に建つ

［ちづちょう］

だ

けん

た

ろう

ふみ

こ

はる

よう

野外フィールドが充実！
森のようちえんに魅せられて
まえ

●前田賢太郎 さん ●史子 さん ●悠 くん ●瑛 くん

太郎さん・史子さん夫妻は︑２

０１４年から暮らしている︒

き

れ︑豊かな森林資源を活かした

﹁山下和美さんの漫画﹃数寄で

なり︑人見知りが激しかった子

﹁森のようちえんに通うように

にも感動して移住を決めた︒

れてみると︑米や水のおいしさ

そう︒実際に町の様子を見に訪

こに通わせたい﹂と強く思った

やスケールが明らかに違い︑
﹁こ

舎になる自然そのものの美しさ

たが︑森林や清流といった学び

だ︒同様の活動は全国で見られ

まったのが﹁森のようちえん﹂

て調べてみたとき︑まず目にと

そう語る史子さんが町につい

を持ったのがきっかけです﹂

い取り組みをしているなと興味

する〝疎開保険〟制度など︑面白

いて︑災害時の避難生活を保障

す

ユニークな取り組みで名高い智

す！﹄に智頭町のことが載って

スギの銘木の産地として知ら

智頭町

頭町︒その田園地帯で︑前田賢

智頭町の自然のなかでのびのび
成長中の子どもたち。

﹁もともと田舎で子育てをした
美さん夫妻︒２人とも秋田県出
この古民家︒改めて見学に訪れ︑
２０１６年８月に移住した︒
﹁集落のみなさんが歓迎会を開
いてくださいました︒うれしか

の せん

鳥取県の南東部に位置する若

ったですね﹂と正隆さん︒
ひょう

桜町は︑氷ノ山をはじめとする
山々に囲まれ︑豊かな緑と清流
に恵まれている︒
子育て環境の整
備にも力を入れ︑幼保連携型の
認定こども園﹁わかさこども園﹂
は第１子から保育料と給食費が
無料で︑小中一貫校もある︒
﹁親子遠足や自然遊び教室︑ア
ート教室︑フルーツ狩り︑園外
保育など︑行事が毎月あり︑隆

どもが今では誰とでも自分から

コミュニケーションがとれるよ

うになったんです﹂

日常的に近隣の野原で転げま

わったり︑水遊びをしたり︑
﹁本

当にたくましくなりました﹂と

史子さんは目を細める︒

※内容は2017年掲載時のものです。

太朗はこども園へ行くのがとて
も楽しそうです﹂と麻美さん︒
正隆さんは今後︑若桜町商工
会のメンバーとジビエカレーな
定だという︒ 年暮れには次男

どを提供する飲食店を始める予
の正之助くんも誕生した︒若桜
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町でのびのび育っていくだろう︒

築40年ほどの家を購入。改修に町の補
助金を利用した。

［わかさちょう］

身で結婚後は神奈川県で暮らし

わかさこども園の前の広場で。
芝生の上で、スキップの練習。

神奈
川県
Iター から
ン

2

若桜町
ていたが︑東日本大震災をきっ
古民家を格安で購入してリフォーム。費
用の一部は町の補助金を活用した。

長野
県か
Iター ら
ン

1

の び の び 子 育 て ＆ 暮 ら す！
鳥取県は、保育所や小児科の数が多く、また地域で子育てを支援する取り組みをしているなど、
まさに
「子育て王国とっとり」。なにより、豊かな自然は子育てに最適です。

3

しゅう いち

りん

かぜ の すけ

「自然保育」と「見守り保育」を実現
子ど もも大人もみんな幸せ！
とく もと あつ こ

●徳本敦子 さん ●修一 さん ●凛 ちゃん ●風之介 くん ●
ひめ ちゃん

取市へ移住した︒子どもたちを
づ ちょう

鳥取市は︑﹃田舎暮らしの本﹄
智頭町の﹁森のようちえん ま

ち

２０１９年版﹁住みたい田舎﹂ベ
るたんぼう﹂に通わせたことで︑

自主性や仲間への思いやりを身

﹁森のようちえん﹂では︑園児は

取市で︑﹁鳥取・森のようちえん・
につける︒よほどの危険がない

ふう

風りんりん﹂を開設したのが徳
かぎり口を出さない︑という園

敦子さんは神奈川県生まれ︒
鳥取市生まれの修一さんと出会

話を焼かず︑見守ることを学ぶ︒

ンを希望した︒驚いたものの︑都

ち︑
修一さんが鳥取市へのＵター

と思いました︒幼いころは自然

なかったので︑自分でつくろう

﹁鳥取市に﹃森のようちえん﹄が

護者は少なくない︒

﹁子育てが楽になった﹂と話す保

会暮らしに疑問を抱いていた敦

「風りんりん」が週1回のクッキン
グを行う
「柳茶屋キャンプ場」
。ほ
かにもフィールドは市内13カ所。

フィールドとして使っている里山
で。山並みがきれいに見えるこ
こは敦子さんのお気に入り。

る力と知恵を育む︒

豊かな自然が子どもたちの生き

顔を見せる敦子さん︒鳥取市の

よりの英才教育なんです﹂と笑

のなかで思いきり遊ぶのがなに

子さんも賛成︑２００９年に鳥

い結婚︒都内で数年過ごしたの

の方針に︑保護者もあれこれ世

本敦子さんだ︒

部門で１位となった︒そんな鳥

ストランキングの大きなまち

［とっとりし］

徳本さんの考えも変わった︒

鳥取市

﹁総合﹂
﹁若者﹂
﹁自然の恵み﹂３

神奈
川県
U・Iタ から
ーン

鳥 取 県 で

育を行う園を﹁自然保育を行う

自然のフィールドを活用して保

鳥取県では︑県内の恵まれた

７カ所︒

﹁自然がっこう 旅をする木﹂の

michikusa﹂
︑倉吉市の

園﹂として認証している︒

認証の基準として︑活動時間︑

安全対策について定められてい

対象年齢︑人員配置︑設備及び

現在︑認証されているのは︑

る︒

智頭町の﹁智頭町森のようちえ

ん まるたんぼう﹂
﹁空のしたひ

ろば すぎぼっくり﹂︑鳥取市の
せい き

ふう

﹁いきいき成器保育園﹂﹁鳥取・森

のようちえん・風りんりん﹂
﹁空
ほ う き ちょう

山ぼくじょうようちえん ぱっ

か﹂︑伯耆町の﹁森のようちえん

さん

つよし

毅

か

毅さんはもともと米子市出身

転︒ボロボロだった家を自分た

つけた空き家との出合いから一

めをしていたが︑香澄さんが見

すみ

●香澄 さん

田舎過ぎ ず、都会過ぎ ず、
ちょうどいい米子市でカフェを開業
●安達

で︑愛知県名古屋市で会社勤め

ちで改修し︑ 年に﹁おうちカフ

当初︑毅さんは米子で会社勤

ことを始めたいと移住を決めた︒

をしていた︒名古屋市出身の香

ェ しぇ・あん﹂を開業した︒８

澄さんは話す︒

いしいです﹂と料理研究家の香

れい︒なにより食材が新鮮でお

店もデパートもあるし︑海もき

過ぎず︑ちょうどいいところ︒お

﹁米子市は︑田舎過ぎず︑都会

澄さん夫妻︒

８年に移住した安達毅さん・香

業都市である米子市へ︑２００

鳥取県の西側の中心的な商工

［よなごし］

澄さんと出会い結婚︒からだが

［みささちょう］

三朝の空気と湯のよさに即決
地産地消の料理店を開く

たま がわ ひろ ゆき

●玉川泰之 さん

朝町に立ち寄る︒

らだが楽になったんです︒
﹃あ

﹁三朝温泉を訪れたら︑心とか

っ︑ここだ﹄と思いました﹂

鳥取県の知人に誘われ︑移住

した日々を送る︒自分の店を持

を耕し︑温泉に入り︑のんびり

してもらい移住︒仕事の傍ら畑

不動産業者から空き家を紹介

を４カ月かけてめぐった際に三

ていねいな料理と味のよさが

れしい﹂と笑う︒

から健康になってもらえるとう

料理で︑からだの外と内の両方

います︒三朝温泉の湯とうちの

朝産や鳥取産︑山陰産を使って

﹁地産地消を心掛け︑すべて三

を受け︑
﹁味賞三朝屋﹂を開業︒

の起業支援や商工会のサポート

空き店舗の情報をもらうと︑町

ちたいと思っていた玉川さんは︑

を考えるようになり︑鳥取県内

年に日本へ帰国︒

たが︑ゆっくりと過ごすために

事し︑海外では料理長としてＶ

８年︑ カ国で 年も料理に従

玉川さんは東京出身︑日本で

さん︒

１６年にオープンした玉川泰之

創作料理店﹁味賞三朝屋﹂を２０

あじしょうみささや

投入堂などを有する三朝町で︑

なげいれ どう

朝温泉と︑国宝の三徳山三沸寺

み とくさんさんぶつ じ

世界屈指のラドン含有量の三

三朝町

ＩＰなどにも料理を提供してき
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海外
か
Iター ら
ン

5

米子市
動くうちにＵターンして新しい

年の間にはさまざまな困りごと
や悩みもあったが︑２人で乗り
越えてきた︒
年１月には︑毅さんの実家
屋 しぇ・あん﹂としてリニュー

12

三朝温泉の温泉本通りに面
した
「味賞三朝屋」
。

評判を呼び︑訪れるお客様も増

えている︒

※内容は2017年掲載時のものです。

を自分たちで改修︑
﹁海辺の山小
アルオープンした︒毅さんのお
父さんは宮大工で︑２００坪も
ある庭には工房や倉庫︑さまざ
まな材木や木工機械が残ってい
る︒今後はそれらを活用して︑木
工などができる体験工房の開設
も予定している︒

料理のひとつひとつに愛情を込め、手づくりしている。

10

15

新しくオープンした
「海辺の山小屋
しぇ・あん」店内にて。

19

愛知
県
U・Iタ から
ーン

4
天気がよければ夫婦で近くの弓
ヶ浜海岸を散策する。浜に流れ
着いたシーグラスを拾うことも。

鳥 取 県 で チ ャ レ ン ジ！開 業
鳥取県には、移住者がその地域で新しく仕事を始めやすい環境が整っています。
県や市町村による起業のための支援をはじめ、地域の人たちの温かい応援もあります。

い

やす なり

米子や鳥取、島根にも出かけやすい
立地でドッグカフェをオープン
いま

大阪府の化学工場に勤務︒店長

で︑看板犬が接客をするスタイ

なかったが︑店長は経験者︒一方

ぶちたけ

し

地域おこし協力隊から定住へ
美しい岩美の海のそばで民宿を運営
ま

●間 淵 武 志 さん

﹁ 年ほど前にダイビングで岩

青 く 澄 んだ 海 と 風 光 明 媚 な 景

美町を訪れ︑海のきれいさにび

す︒僕はこれが好きですね﹂

り︒近所付き合いがとても密で

たらビールのお礼をもらった

なって返ってきたり︑雪かきし

す︒サザエをあげたらおかずに

﹁周囲の人の温かさがいいんで

ライしている︒

しぼりワカメの販売などにもト

を決断︒民宿と素潜り漁のほか︑

淵さんは岩美町に定住すること

客さんが増えた︒任期終了後︑間

年後には初年度の７倍にまでお

生︒さまざまな方法でＰＲし︑３

事は︑休眠中だった龍神荘の再

地域おこし協力隊としての仕

単身で着任した︒

し協力隊に応募︒２０１４年に

岩美町に住みたくて︑地域おこ

もも生まれたが︑海のきれいな

経験した︒途中で結婚し︑子ど

バイトなど︑さまざまな仕事を

始まり︑居酒屋の経営︑漁師の

た間淵さんは︑家業の営業から

大阪で紳士服販売店に生まれ

っくり！ ﹃住みたい﹄と思いま

だのが間淵武志さんだ︒

﹁昭和民宿 龍神荘﹂を引き継い

りゅうじんそ う

岩美の海まで歩いて５歩という

色︑1200年もの歴史を誇る

山陰海岸ジオパークに属し︑

［いわみちょう］

した﹂

岩美町

岩井温泉もある岩美町︒そんな

20

●今井康誠 さん

日本有数の漁獲量を誇る境漁
港や﹁水木しげるロード﹂などを
有する境港市︒ＪＲ境港駅から
車で８分ほどの﹁ドッグカフェ
もふもふ﹂は︑オーナーの今井康
誠さん︑境港市在住の店長︑ス
タッフ１人︑
さらに看板犬のロン
グコートチワワ３匹とブルドッ

と知り合いで山陰へよく訪れて

ルのドッグカフェに必要な動物

今井さんには飲食店の経験が

いたが︑愛犬と入れる店が少な

持っていた︒とんとん拍子に話

取扱責任者の資格を今井さんが

今井さんは和歌山県出身で︑

たちでつくろう﹂という話に︒

素潜り漁の魚突きでヒラメをゲットし、笑顔の間淵さん。

［さかいみなとし］

く不便に感じたことから︑
﹁自分

が進み︑２０１７年 月に﹁ドッ
グカフェもふもふ﹂をオープン︒
﹁店の設備などには︑市の創業
支援補助金を活用しました﹂
お客さんが増えていくにつれ
店が手狭になったことから︑今
の場所へ移転した︒
﹁境港は︑鳥取も島根もどちら
にもアクセスがいい︒あと海鮮
移転後の経営も順調で︑米子︑

がおいしいです︵笑︶﹂

「昭和民宿 龍神荘」はリピーターが多い。

大阪
府か
Iター ら
ン

7

境港市
グ１匹が出迎えてくれる︒

今井さんと常連のお客様たち。看板犬
のロングコートチワワやお客様のワンち
ゃんも一緒に。

鳥取︑島根などのほか︑地元の
お客さんも増えている︒

※内容は2017年掲載時のものです。

11

大阪
府か
Iター ら
ン

6
「ドッグカフェもふもふ」の前で、
今井さんと看板犬のブルドック
「親分」
。

町︒
かつて大国主命が蘇った神話

おおくにぬしのみこと

がら里山暮らしができる南部

西日本の名峰・大山を眺めな

を訪れ︑里山の素晴らしさに感

機構︶のフィールドワークで同町

代にＪＡＳＣＡ︵全国学生連携

佑さんと前山寛文さん︒学生時

●前山寛文 さん

まえ やま ひろ ふみ

人の活躍を応援する町で
自分の
“やりたいこと”を実現
わた らい こう すけ

●渡會昂佑 さん

も伝わる町は︑
〝再活の町〟のフ
動して意気投合︒アルバイトと

だい せん

レーズを掲げ︑
人が活躍できる町
有志で集めた３５０万円で卒業

さい かつ

として注目が集まっている︒
と同時に合同会社﹁ジブンゴト﹂

9

［なんぶちょう］

２０１７年春に大学を卒業し
を設立した︒

東京
都
U・Iタ から
ーン

こ

温かな地域の人たちと、
地質を活かした農業にひかれて

ゆう

こし協力隊として働く︑秋山竜

が並ぶ︒そんな北栄町で地域お

がり︑産直市場に大きなスイカ

日本海に面して北条砂丘が広

﹁北栄町は農業が盛んで︑特に

ろ︑農業をすすめられた︒

京相談窓口で相談をしたとこ

ふるさと鳥取県定住機構の東

いと考えたんです﹂︵竜一さん︶

●祐子 さん

一さん・祐子さん夫妻︒竜一さん

火山灰土壌﹃黒ぼく﹄の土による

あき やま りゅういち

は鳥取市出身︑祐子さんは北海

農業があると聞き︑その土で作

●秋山竜 一 さん

道出身で︑以前は東京都で暮ら

物を育てたいと思いました﹂
︵祐

現在︑竜一さんは﹁北栄ドリー

１７年７月に着任した︒

地域おこし協力隊として︑２０

栽培の︑祐子さんは妻波地区の

つ ま なみ

協力隊に応募︒
竜一さんはイチゴ

そこで︑北栄町の地域おこし

くろ

し︑２人とも介護の仕事に従事

子さん︶

［ほくえいちょう］

していた︒

北栄町

﹁僕が 歳を機に鳥取に戻りた
40

渡會さんは東京都出身︒
﹁私た
ちの世代は〝知らない人には声
をかけない〟と教えられてきま
したが︑ここは真逆︒近所付き合
いが密で︑
挨拶から知り合いがど
世界です﹂と話す︒

んどん増えていく︑
東京にはない

ム農場﹂でイチゴ栽培に従事︒

﹁夏場のハウス作業は︑ 度に

極めなど︑経験が必要とされる

カは手入れや交配︑収穫期の見

﹁農作業は面白いですが︑スイ

カ畑で農業を学んでいる︒

地元農家・河辺恭教さんのスイ

かわ べ やすのり

が主な仕事︒さらに交流のある

信︑地域行事に関する活動など

を守る活動や農産物の魅力発

祐子さんは︑妻波地区の農地

なくて大変です﹂と苦労を話す︒

もなるので︑暑さと湿気に慣れ

40

福岡県出身で長崎大学に通っ
ていた前山さんは︑﹁周りの人た
ちが〝大きい仕事や刺激的なこ
とは大都市でないとできない〟
ということに違和感があった﹂と
いう︒
企業の看板ではなく自分たち
の力で起業した２人︒町内の空
き家を借りて住み︑学習塾と地
域活性化事業に取り組む︒
﹁塾では︑子どもたちが将来︑自
分の生きたい人生を送れるよう
に︑みんなで１つのテーマを話し

北栄町は全国屈指のスイカの産地。特に大栄スイカは糖度11度以上で、
甘くシャリ感がある。

8

南部町
て南部町にＩターンした渡會昂

２人の住まいは、地元NPO
「なんぶ里山
デザイン機構」の賃貸物件。

都・長
崎
Iター 県から
ン
東京
借りている家の縁側で、渡會さん
（左）と前山
さん。スイカは塾の生徒からもらったもの。

楽 し む！ 自 分 ら し い 暮 ら し
地域の文化を担ったり、経験を活かして仕事をしたり、趣味を楽しんだりと、自分らしく暮らす移住者が多くいます。
また、人の温かさと強い絆も鳥取県の魅力の1つ。移住後にあなたらしい暮らしができるよう、サポートします。

動画サイト「YouTube」に鳥取県へ移住した方々の
暮らしぶりがわかる動画をアップしています。先輩移

業のこと……、たくさんの「いいね！」をお届けします。
住者の生の声で、鳥取県の美しい海、子育て環境、農

合うなど︑コミュニケーション力
を育むことにも重点を置いてい
ます﹂︵渡會さん︶
移住して１年半︒塾以外にも
生産組合の営業も行うなど︑仕

事の幅を広げている︒さらに︑そ

れぞれの目標もできつつある︒

﹁南部町には素晴らしい里山が

あります︒それを活かして︑自分

が 好 き なトレイルランニング

︵※︶
の大会を開催し︑
地域や自然

を愛するランナーが集う町にし

ていきたい﹂︵前山さん︶

﹁ここでの仕事︑経験︑交流から

得たものを糧に地方で必要とさ

れる人になりたい︒ 相方のトレ

ことが多く難しいですね﹂

師匠である河辺さんは︑
﹁若い

だい

就農者が来てくれるのは︑うれ

栄スイカというブランドがあり︑

えい

しいですね︒ここ北栄町には大

販売ルートができているのが利

点です﹂と話す︒

大栄スイカは︑出荷の際に生

産者のシールが貼られる︒祐子

さんは﹁いつか﹃秋山﹄の名前を

貼ったスイカを出荷するのが夢

です﹂と目を輝かせる︒

﹁地域のみなさんが﹃支えてあ

げないと﹄という気持ちで私た

任期終了後は︑２人で独立就

ちを歓迎してくれています﹂

農を目指すという︒温かな人た

ちに囲まれて︑秋山さん夫妻の

夢は豊かに実りそうだ︒

いいね！ とっとり

イルランナーとしての夢もサポ

ートしていきます﹂︵渡會さん︶

とっとり移住定住ポータルサイトでもご覧になれます。

秋山さん夫妻が暮らす
のは、妻波地区にある
広い一軒家。

祐子さんにていねいに教える河辺さん。

ホームページ作成や地元の農事

2人が講師を務める
「ジブンゴト塾」。町営交流拠点施設
「えんがーの
富有
（ふゆう）
」にて開講している。

※中長距離の陸上競技で、舗装路以外の山野を走るもの。山岳レースともいわれる。

地域 の魅力を

「Yo
uTub
e」
先輩
移住 に
者
の
動画
をアッ
プ

・大阪～鳥取：約2時間半 ・大阪～鳥取：約2時間半
・大阪～米子：約3時間半 ・大阪～米子：約3時間半
・名古屋～鳥取：約4時間半 ・名古屋～鳥取：約3時間半
・名古屋～米子：約5時間 ・名古屋～米子：約4時間

境港市

岩美町

湯梨浜町
北栄町
大山町 琴浦町

日吉津村
米子市
南部町

伯耆町

倉吉市

鳥取市
八頭町

三朝町

江府町

智頭町

日野町

若桜町

日南町

・羽田～鳥取：約1時間10分
・羽田～米子：約1時間15分

＝無料区間

「とっとり移住応援メンバーズカード」
申込募集中！
鳥取県への移住をお考えのみなさまをサポートする「とっとり移住応
援メンバーズカード」。お店でカードを提示していただくと、移住前後
に利用が見込まれる商品・サービス等の優待を受けることができます。
※サービス内容はお店によって異なります。

●詳しくはこちら▶

ファイナンシャルプランナーが移住前後の生活もシミュレーション！

公益財団法人 ふるさと鳥取県定住機構
移住のご相談は…
※かけた地域によって 鳥取・東京・大阪いずれかの窓口につながります

鳥取相談窓口

（利用時間／平日8：30～17：15）
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町115-1
鳥取駅前第一生命ビル1階
☎0857-50-0137
e-mail iju-tottori@furusato-tori.org

〒105-0004 東京都港区新橋1-11-7
新橋センタープレイスビル2階
とっとり・おかやま新橋館内 ※2019年4月末～
夜間
休日
（利用時間／木～土18：00～20：45
日・祝10：00～18：00）

◆とっとり暮らしサポートセンター

（利用時間／平日8：30～17：15）
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2200
大阪駅前第3ビル22階 鳥取県関西本部内
夜間
休日
（利用時間／月～水17：15～20：45
土・日・祝12：00～20：45）
とっ

とっとりこらぼ

（利用時間／平日10：00～18：00）

とり

こ

ら

（利用時間／10：00～18：00 ※月・木・祝を除く）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階 ふるさと回帰支援センター内

090-1657-7470

ぼ

「鳥取来楽暮」※全市町村の相談窓口も紹介しています。

https://furusato.tori-info.co.jp/iju/

発行／鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局とっとり暮らし支援課 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220 ☎0857-26-7128 発行月／平成31年3月
※
『田舎暮らしの本』
（宝島社）の記事
（平成29年7月号～平成31年3月号）
を再構成し、作成したものです。
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OK

