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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
暮
楽
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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。

ま

ゆ

ゆき

と

子ど もは一日中外で元気に遊べ、
大人は自然体でいられる場所
よこ やま たか とし

緒に︑
シュノーケリングやＳＵＰ

●横山貴俊 さん ●真由 さん ●幸音 くん

アウトドアが好きで︑田舎で
なども体験したという︒

︵スタンドアップパドルボード︶

ん夫妻︒
﹁いわみ暮らし体験会﹂
で遊んで︑それから畑で作業を
してと︑一日中︑元気に外でなに

﹁保育園から帰ってくると︑海

貴俊さんは岩美町の地域おこ
かしています︵笑︶︒虫も大好き

さに触れ︑移住を決意した︒
し協力隊に応募︒２０１７年５
でカブトムシやクワガタを捕っ

で︑とてもいい子育て環境です﹂

自然が豊かで︑周囲の人が親切

たり︑ホタルも見に行きました︒

ったりしていたが︑
今ではすっか

当初︑砂で足が汚れるのを嫌が

都会っ子だった幸音くんは︑

月に家族とともに越してきた︒

に参加して地域の人たちの温か

暮らしたいと思っていた横山さ

［いわみちょう］

と真由さん︒

たに えい すけ

えい

た

ている団体だ︒

●小谷英介 さん ●まどか さん ●英太 くん

お

夏は海遊び、冬は雪遊び
四季を感じながら子ど もが育つ

な﹄と﹂

んでいたので﹃住んでみようか

真剣にそして楽しそうに取り組

﹁﹃築き会﹄の方がまちづくりに

きず

い︑さまざまな話を聞いた︒

先輩移住者や地域の人と触れ合

山町に住んでいる知人を訪ね︑

まどかさんは話す︒たまたま大

１６年に大山町へ移住した小谷

もしていませんでした﹂と︑２０

﹁田舎で子育てするなんて想像

［だいせんちょう］

築き会は︑大山町で移住相談

んは話す︒

よりうれしいです﹂と︑まどかさ

のびのび育っていることがなに

﹁大山の自然のなかで︑英太が

た教育が行われている︒

グするなど︑町の自然を活用し

育所では大山の参道をハイキン

たいです﹂︒大山寺に近い大山保

を感じながら育つ環境はありが

は海遊び︑冬は雪遊びと︑四季

然のフィールドに困らない︒夏

﹁大山町は海も山もあって︑自

英太くんも授かった︒

てきた英介さんと出会い結婚︒

るなかで︑大山町にＵターンし

移住後にさまざまな活動をす

英介さんの実家の畑で。英太くんは裸足で歩く
のが大好きだという。

大山町

窓口や交流イベントなどを行っ

「コモレビト」のデッキで、大山をバックに。

地域おこし協力隊の任期終了
後は自分たちで畑をして︑魚も
獲って︑それを提供する宿を開
きたいと話す︒
﹁自分たちが自然体でいられる
素朴な環境が心地いい﹂と貴俊
さんは笑う︒
自分で獲った魚介類や自家野菜を提供
する宿を営む中村さん
（奥）に教わって、
野菜を収穫する。

東京
都
I・Uタ から
ーン

2

岩美町
り砂浜が大好き︒真由さんと一

東浜海岸を散歩する横山さん家族。白い砂浜と青い海が広がる。

大阪
府か
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。

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

かった﹂という千葉正隆さん・麻
探すなか︑若桜町へ立ち寄って見

かけに長野県へ︒

美さん夫妻︒２人とも秋田県出
せてもらったのが︑山間部に建つ

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。

身で結婚後は神奈川県で暮らし

﹁もともと田舎で子育てをした

［わかさちょう］

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
ったですね﹂と正隆さん︒
の せん

鳥取県の南東部に位置する若
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︒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
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

町でのびのび育っていくだろう︒

の正之助くんも誕生した︒若桜
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鳥 取 県 で
※内容は2017年掲載時のものです。

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

3

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
る︒
づ ちょう

現在︑認証されているのは︑
ち

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

天然石のアクセサリー作家として人気が高い真
由さん。

岩美町
［いわみちょう］

●横山貴俊 さん

●横山真由 さん

「アルマーレ」は、絶景の海岸線を望むイタリアンレストラン。

ハンドメード作家として
アクセサリーをネット販売

地域おこし協力隊として
レストラン
「アルマーレ」
で働く

「岩美の海は本当にきれいで。本州にこんなところがあるんだと
感動しました」と話す真由さん。岩美町への移住前から、ハンド
メード作家として天然石のアクセサリーをネット販売していて、
人気が高い。
「ネット販売は、どこでも仕事ができることが利点で
すね」。スノーボードやサーフィンを楽しみ、夕方は息子の幸音
くんと海や畑で過ごし、あいた時間でアクセサリーをつくる。
「も
のづくりのよさは、自分の好きな時間にできることです」と有意
義な時間の使い方をしている。

大阪府でサラリーマンをしていた貴俊さんは、海のきれいさと
地域の人の温かさに触れ、岩美町への移住を決意。地域おこし協
力隊として、JR西日本の豪華寝台列車「TWILIGHT EXPRESS
瑞風（みずかぜ）」の立ち寄り観光先のレストラン「アルマーレ」
でピザ担当として働く。
「当初、ピザ窯をガスで温めていたので、
地域の人と協力して山に入り、薪づくりから始めました」と話す。
任期終了後も岩美町で暮らしたい貴俊さんは、自分たちで改修
して宿を開く物件を購入した。貴俊さんに岩美町の魅力を聞く
と、
「自然体でいられる素朴な環境が心地いい」と笑う。

チ ャ レ ン ジ！ 鳥 取 で 働 く
鳥取県で自分なりの働き方を見つけた人たちをご紹介。
起業・開業、在宅ワーク、地域おこし協力隊など、スキルを活かして働くことができます。
家で作業するまどかさん。
「大山町の魅力を伝えた
い」
と話す。

スタッフと打ち
合わせをする小
谷英介さん（左）。

大山町
［だいせんちょう］

移住前のキャリアを活かし
観光PRや地域の商品をコーディネート
東京で広告やパッケージなどのデザインをしていたまどかさ
んは、大山町の知人を訪れたことから移住。移住後、周囲の人
からさまざまな仕事を紹介された。
「店や家の解体や掃除でした
が、今までと違い新鮮でした」と笑う。現在は、夫の英介さんが
経営する「コモレビト」の企画立案のほか、大山周辺を紹介する
「大山トリップカード」の制作や地域の商品のコーディネートな
ど、
企画立案からデザインまで行う。
「大山町は海も山も田畑も美
しい、クオリティーの高い田舎。一次産業の方がいてこその風景
なので、そこにかかわる仕事をしていきたい」と話す。

●小谷英介 さん

●小谷まどか さん

まどかさんが手がけた観光案内
「大山トリップカード」
。

大山の懐に抱かれるように建
つジビエカフェとホテルがある
「コモレビト」。1階は大山町
観光案内所だ。

地域と観光の交流拠点として
カフェとホテルをオープン
大山町にUターンした英介さんは、Iターンしたまどかさんと出
会い結婚。2017年7月に、大山の麓に「コモレビト」をオープンし
た。カフェでは、大山ジビエ工房で精肉されたイノシシ肉を使っ
たジビエメニューを提供するなど、地元食材をできるだけ活用し
ている。また通訳ガイドの資格を活かし、19年秋からは「大山参
道ホテル 頂 ITADAKI」も開業。
「宿泊された方と地域の方が
かかわれる場所にしたい」と英介さんが話すとおり、ホテルに泊
まり、周辺の提携旅館で夕食や朝食をいただき、各種アクティ
ビティも楽しめる施設となっている。

そう たい すけ

あ

ゆ

み

●亜友美 さん

泰介さんの仕事は鳥取県立倉吉

家は町内の賃貸住宅を借り︑

しやすそうだと移住を決めた︒

ら︑鳥取県への移住を考える︒移

ハローワークで紹介してもらっ

［なんぶちょう］

だい せん

雄大な大山が見える家を即決
地域おこし協力隊として活動

さん

まい

舞

わた なべ

●渡邉

住定住サポートを担っているＮ

１８年４月に着任した渡邉さん

﹁この家は︑
雄大で美しい大山が

し︑家を紹介してもらった︒

フ︑町の人を紹介する﹁なんぶの

ーケットの手伝い︑講座スタッ

や﹂での運営管理やサンデーマ

こめ

地域交流スペース﹁ えん処 米

は︑デザイン機構に出向︒町の

見えるのがよくて決めました﹂

里人﹂のインタビューなど︑さま

を開設したいですね﹂

将来は︑ここで森のようちえん

も南部町で暮らしたい︒そして︑

も誘ってくれます︒任期終了後

くださるし︑
お祭りやイベントに

を好きに穫っていいよと言って

﹁みなさん親切で︑畑から野菜

などを行う︒

当し︑野外クッキングや川遊び

は︑子どもたちとの森遊びを担

だ︒また︑講座スタッフとして

んカフェｍｏｍｏ﹂もその一環

米や﹂で定期開催している﹁えほ

ざまな活動をしている︒
﹁えん処

地域おこし協力隊として２０

どころ

構︵以下︑デザイン機構︶に相談

思った︒さっそく︑南部町で移

を見て︑
﹁ここに住みたい！﹂と

部町の友人のもとを訪れ︑大山

ンマークへと留学︒帰国後︑南

ちえんに感銘を受け︑本場のデ

稚園で働いていたが︑森のよう

保育士の渡邉さんは大阪の幼

南部町

ＰＯ法人なんぶ里山デザイン機

家の縁側は、大山を望む特等席。
「この
場所にいると時間が経つのを忘れてし
まいます」
。

東郷湖の風景に魅せられて移住
毎日の足湯に、海や山も満喫
さ

●佐相泰介 さん

﹁湯梨浜町は空気が澄んでいる
し︑水もおいしい﹂
﹁東郷湖がきれいでしょう︒こ
そう話すのは︑２０１９年３

の風景に魅かれました﹂
月に大阪府から湯梨浜町へ移住
した佐相泰介さん・亜友美さん︒
自然やスポーツが好きなこと︑
保育士の亜友美さんが﹁森のよ

住相談会や移住体験ツアーに参

た︒亜友美さんは森のようちえ

うちえん﹂に憧れていたことか

加︑さらに湯梨浜町のお試し住

移住後は︑あちこちの足湯に

んで勤務している︒

大阪
府か
Ｉター ら
ン

5

［ゆりはまちょう］

宅で暮らしてみた︒そして︑ほ

入ったり︑ハワイ海水浴場へ出
かけたり︑水郷祭の湖上花火大
会を見たりと湯梨浜町を満喫︒
冬は︑お互いの趣味であるスノ
心を躍らせている︒

ボやショートスキーができると
亜友美さんは︑将来︑自分た
ちで森のようちえんを開園した
いと話す︒そのときには︑大学
介さんも一緒に携わりたいとい

で野外体験活動を学んでいた泰
う︒大好きになった湯梨浜町で
夢が膨らむ︒

大学時代から渡邉さんが集めた絵本が自由に読める
「えほんカ
フェmomo」
。

はわい温泉にある足湯
「福禄寿の
湯」。
「毎日、足湯に入れるなんて
贅沢ですよね」
と亜友美さん。

湯梨浜町
どよく田舎でほどよく町で暮ら
湖面に映る山並みが美しい東郷湖。めぐみのゆ公園には、
散策や温泉卵づくりによく訪れる。

大阪
府か
Ｉター ら
ン

4

鳥 取 県 で 自 分 らしく暮 ら す !

自然が豊かで風光明媚な鳥取県。移住したみなさんは、その美しい風景を眺め、
地域の名所や行事を楽しんでいます。そこには、豊かな自分らしい暮らしがあります。

ゆみ

樹木の専門家が林業の町へ
森林・林業の知識を地域へ還元
ま

そう話しながら芦津セラピー

●真弓 さん

﹁昔から日本の山々は採草地や
ロードを案内してくれたのは︑

やま もと ふく じゅ

薪炭林として利用されてきまし
山本福壽さん︒鳥取大学農学部

●山本福壽 さん

た︒戦後︑スギやヒノキなどの針
し︑その後２年間は鳥取大学乾

の教授を務め︑
２０１６年に退職

しんたん りん

葉樹人工林に変わってきました
燥地研究センターで特任教授を

あし づ

が︑智頭町の芦津渓谷には︑貴
重なスギの天然林が残っていま

よね だ のり こ

倉吉市の奥地にホーリーランドを発見
英語教室をはじめ、精力的に活動

の移住を考えた︒

典子さんの両親の介護が必要に

ひ る ぜんさん

住んだのが︑クリス・バンキャン

のまちへ２０１７年９月に移り

温泉があることで知られる︒こ

ところ︑関金町の奥地にたたず

バンク物件を案内してもらった

のが市の移住担当者だ︒空き家

いたので訪れると︑紹介された

倉吉市でワイナリーを経営して

そのころクリスさんの仲間が︑

ペンさん・バンキャンペン米田典

む日本家屋が目に留まった︒

﹁周辺は水が清らかで緑もきれ

歳まで幅広い世代が町内外か

評判が広がり︑今では３歳から

生きた英語が身に付くという

う力になりたかったんです﹂

の子どもたちが英語を話せるよ

教えてきた経験を活かし︑日本

﹁アメリカの大学や小・中学校で

語教室も立ち上げた︒

内中心部の空き店舗を借りて英

せて典子さんが代表となり︑町

ネット販売する業務を開始︒併

中部の特産品をアメリカ向けに

移住後︑クリスさんは鳥取県

ていたのも魅力でした﹂

ったんです︒
ワサビ田や畑が付い

さにホーリー︵堀︶ランドだと思

い︒
〝堀〟という地名を聞いてま

どもたちが独立し︑大阪にいた

郷アメリカで暮らしていたが︑
子

座を望み︑山陰屈指の古湯・関金

ざ

して賑わった関金町は︑蒜山三

せ き がね ちょう

鳥取県倉吉市の中心部から南

●クリス・バンキャンペン さん ●バンキャンペン米田典子 さん

!?

なったことをきっかけに︑日本へ

［くらよしし］

へ車で 分ほど︒
かつて宿場町と

倉吉市

子さん夫妻だ︒クリスさんの故

アメリカから倉吉市関金町へ移住したバンキャンペンさん夫妻。

20

［ちづちょう］

務めた︒専門は︑造林学︵樹木生
理学︶で︑特に樹木の生長や生理
にしている︒

のメカニズムなどを研究テーマ
福壽さんは岐阜県関ケ原町で
そま

山仕事をしてきた杣の家に生ま
れ︑
子どものころから山に親しん
福壽さんが九州大学の大学院生

で育つ︒妻の真弓さんは樹木医︒
だったときに造園業に勤めてい
た真弓さんと知り合い結婚した︒
福壽さんは九州やアメリカの
大学で勤務したのち︑
１９８８年
を機に鳥取市から智頭町へ転居

に母校の鳥取大学へ着任︒退職
した︒智頭杉で有名な智頭町は︑
面積の約 ㌫を山林が占める︒
﹁林業の町である智頭町は︑歴
根付いています﹂と福壽さん︒

史的な背景や生活のなかに山が
２人は自分たちの専門知識を
地域へ還元しようと︑任意団体

70

93

アメリ
カ
Ｉター から
ン

7

智頭町
す﹂

芦津セラピーロードにある樹齢100年ほどのスギ。大きな石の上に載るように伸びている。

岐阜
県か
Ｉター ら
ン

6

地 域 を フ ィー ル ド に 活 躍！
豊かな自然、引き継がれてきた文化や歴史、清らかな水や緑。
こうした鳥取県のフィールドに魅力を感じ、自分が持つ知識や経験を活かして役に立とうとする移住者が増えています。

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

そま

じゅく

﹁杣塾﹂を設立︒その後︑地方創
生事業として始まった﹁智頭の
やまひと じゅく

山人塾﹂の運営を杣塾が行い︑福
壽さんが塾長に︒事務局は︑国
の登録有形文化財である旧山形
小学校内に設けた︒
樹木の育て方︑苗のつくり方︑
病害虫への対応など︑
専門的な講
座のほか︑自然のなかを歩く︑採
取した葉っぱやキノコを調理し
て食べるなど︑一般の人が楽しめ
るプログラムも行っている︒
﹁山だけでなく︑
田舎で暮らすさ
まざまな知識を学ぶ場になれば
山や樹木への理解を広めてい

と思っています﹂

2

旧国鉄倉吉線廃線跡は、関金町内で 人のお気に
入りスポット。竹林が線路を囲む幻想的な光景だ。

ら通う︒

や ま もり

２人が将来の目標として見据

えるのが︑閉校となった山守小

学校の活用だ︒国内外の子ども

たちが集う場︑
あるいはワーキン

グホリデーの拠点やシェアオフ

ィスなど多目的スペースとして

使えないかと構想を練っている︒

学旅行生などの民泊の受け入れ

さらに︑関金町が力を入れる修

もスタートした︒

典子さんは自分で育てたトマ

トを使ったケチャップづくりや

味噌づくり︑クリスさんは地元

女子バスケットボールチームの

コーチと︑精力的に活動︒とき

には地元の名湯でリフレッシュ

鳥取の旬な話題や暮ら
しに役立つ情報、就活
情報、交流イベント情
報などを配信し、
「あな
た」と「鳥取」をつなぐ

きたいという山本さん夫妻︒
林業

しながら︑
関金でのカントリーラ

イフを謳歌している︒

鳥取の最新情報が満載のアプリ

の町・智頭町をフィールドに新し
い展開が待っていそうだ︒

Android版

iOS版

アプリが登場。とっとり
の最新情報が満載
（FULL）です。まずは
アプリをダウンロード！

関金町の中心部から少し山手へ入った自宅。
周囲を彩る山の緑と田園が気持ちいい。

いいね！ とっとり

関金町にある英語教室
「mismi
（ミズミー）English」
。

「Yo
uTub
e」
先輩
移住 に
者
の
動画
をアッ
プ

智頭の山人塾の事務局がある旧山形小学校
で、山本福壽さんと真弓さん。約81mもの長
い廊下が特徴だ。
旧山形小学校は、昭和17年建築の
木造校舎。山の大切さを学ぶ智頭
林業資料展示室などもある。

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

鳥取県で

とっとり移住定住ポータルサイトでもご覧になれます。

・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
・名古屋～米子：約5時間 ・名古屋～米子：約4時間

・羽田～鳥取：約1時間10分
・羽田～米子：約1時間15分

境港市

岩美町

湯梨浜町

日吉津村
米子市
南部町

北栄町
大山町 琴浦町

伯耆町

倉吉市

鳥取市
八頭町

三朝町

江府町

日野町

智頭町

若桜町

日南町

＝無料区間

“とっとり暮らし”
への３ステップ
ステップ

とっとり移住定住ポータルサイトなら、市町村の紹介や支援制
度などが掲載されていて、役立つ情報が入手できます。また、
鳥取県が設置している総合相談窓口や随時開催している相談
会などでも、情報収集や移住相談ができます。まずは気軽に
相談してみましょう。※ポータルサイトや相談窓口は下記参照。

1

情報を収集＆相談
ステップ

2

移住体験ツアーやお試し住宅などを活用して、実際に鳥取県
で暮らしを体感してみるのがおすすめ。個別案内してくれる市
町村もあります。

暮らしを体感
ステップ

3

仕事・家を見つける

➡
とっとり暮らしへ

（公財）ふるさと鳥取県定住機構がIJUターン者向けに就職支
援を行っているほか、鳥取県には農林水産業や起業・開業へ
の支援もあります。また、住宅のことなら、とっとり暮らし住宅
バンクシステムや市町村の空き家バンク、不動産検索サイトな
ど、多くの方法で探すことができます。

「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・ ●詳しくは
サービス等の優待を
こちら▶
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。

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
夜間
休日
（利用時間／木18：00～20：30
土・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／
（公財）ふるさと鳥取県定住機構 〒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 発行月／令和2年3月
※
『田舎暮らしの本』
（宝島社）の記事
（平成30年12月号～令和2年3月号）
を再構成し、作成したものです。
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