
松原さん O . A さん

当日参加する先輩移住者のみなさん

東京より平成２９年にＩターン（妻
は鳥取県内の出身でＪターン）。現
在は、市内の企業で勤務し、その傍
らで県東部にＵＩＪターンした方々
のネットワーク「鳥取ふるさとＵＩ
(友愛)会」の役員としても、交流会等
の各種行事や情報発信等で活躍中。

参加団体一覧

子育て

仕 事

住 宅

農 業

移住全般

NPO法人鳥取・森のようちえん・風りんりん

鳥取公共職業安定所

（公社）鳥取県宅地建物取引業協会

（一財）鳥取市農業公社

鳥取市役所（地域振興課）

８/３１
１３：００ ～１６：００

土土

※相談受付は１５:４０まで

●鳥取市のご紹介（映像等）

●先輩移住者との異充トーク（フリースペースあり）

●個別相談
　 （鳥取市・子育て・就職・住宅・農業の専門スタッフによる専門相談）

お名前
住 所

電 話

メール

年 齢

ＦＡＸ

参加人数 人

鳥取市移住( 異充 )相談会 参加申込書 （ＦＡＸ： 0857-21-1594）
ＷＥＢ申込は
こちらから

当日参加も
可能です

問合せ ： 鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口 （鳥取市市民生活部 地域振興課内）

　　０１２０-５６７-４６４　ＦＡＸ： ０８５７-２１-１５９４　　　 chiikishinko@city.tottori.lg.jp

下記の必要事項をご記入のうえ、下記問合せ先へＦＡＸ送信してください。
電話、メールでのお申し込みは、下記内容をお伝えください。

ふりがな

参加申込

参加無料

相談会概要

２０１９

鳥取市お試し体験施設
無料招待券が当たる！
>>> 詳しくは裏面をチェック >>>

移住 異充

２０１９年 住みたい田舎ベストランキング 第１位

都会生活の中では味わえない鳥取暮らしならではの異なった充実異充とは？

い じ ゅ う

まずは
相談し

て

みませ
んか？

大学進学・就職のため８年間東京
で暮らしていたが、平成２７年に
鳥取県内へ移住し町おこし事業に
携わる。平成３０年に鳥取市へＵ
ターンし、現在は自身の移住経験
を活かして、鳥取市の移住定住に
関わる仕事をしている。

〒５４０-００２９ 大阪府大阪市中央区本町橋２-３１

会場 ： シティプラザ大阪 ４階 「凛の間」

Osaka Metro 堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 12・1号出口より徒歩 6分
Osaka Metro 谷町線・中央線「谷町四丁目」駅  4号出口より徒歩 7分

０６-６９４７-７８８８

阪神高速道路1号環状線本町出口（右側車線が出口）より左折、出口側からすぐ
駐車場ホテル地下階 170 台、タイムズ 24（有料）

地下鉄

お車

>>> 裏面でピックアップ >>>
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「のんびり・ゆったり」鹿野で温泉生活はいかがですか？

お試し体験施設＆鳥取体験ガイド

森のようちえん「風りんりん」は鳥取市宮谷を拠点として、鳥取市内の森や
里山、川、砂丘、海、自然公園などをフィールドとして活動するようちえんです。
「だめ、危ない、汚い、早く」をなるべく子どもたちに言わず、大人の指示で
なく子どもが自分で考え決める「見守り保育」を大切にしています。令和２年
１月には「企業主導型・森のようちえん・風りんりん」も開園し県内初の園
舎のある森のようちえんが誕生します。鳥取の美しい自然の中でのびのびと
子育てをしませんか？親子が幸せになれる子育てがここにはあります。

NPO法人鳥取・森のようちえん風りんりん
代  表：徳本  敦子
電  話：０９０-５５８８-６８５７
Email：info@furinrin.com
HP : https://furinrin.com

ＮＰＯ法人 鳥取・森のようちえん「風りんりん」

「育てる」ではなく、「育つ力を見守る」という育て方

湯川住宅団地

定期借地権の月額賃料：９,９００～１３,６００円（鳥取市から賃借して５１年間利用する。）

しあわせマイホーム

支援金制度開始！

（最高２００万円）

鳥取市土地開発公社
〒680-0022 鳥取市西町２丁目 311 番地
　   tott11@tottori-kk.or.jp　　 http://tottori-kk.or.jp

鳥取市内の分譲情報

鳥取・倉吉の中間地 快適な車移動の拠点あおや

望町団地

定期借地権付土地制度もご利用になれます。土地購入資金は不要です。

定期借地権の月額賃料：４,３００～5,5００円
　　　　　　　　　　　　　　 鳥取市から賃借して５１年間利用する。

【所在地】鳥取市鹿野町今市字櫻馬場ノ上 他　【道路】団地内区画道路：
幅員 6.0m　【学校】市立鹿野学園（小中一貫校 /施設分離型）　【交通】JR
浜村駅から鹿野温泉公園バス停下車徒歩５分　【法令上の制限】都市計
画区画域内（建ぺい率 70・容積率 400％）　※温泉分担金 1,620,000 円

【所在地】鳥取市青谷町養郷  【道路】区画道路：幅員 6.0m  【学校】市
立青谷小学校、市立青谷中学校　【交通】JR 青谷駅より小畑行奥崎バ
ス停下車徒歩９分     【法令上の制限】都市計画区域外　※団地内は概
ね「土砂災害警戒区域」に指定されています。

【Email】jyutaku@city.tottori.lg.jp
【  HP  】http://www.city.tottori.lg.jp

鳥取県住宅供給公社
〒680-0803 鳥取市田園町４丁目 204 番地（タナカビル２階）
      jutaku@jkk-tottori.or.jp        http://www.jkk-tottori.or.jp

鳥取市役所 都市整備部 建築住宅課

  最多土地価格帯

８００万円台

 最多土地価格帯

４００万円台

鳥取市への移住をお考えの方にご提案！一定期間鳥取暮らしをお試しい
ただける「鳥取市お試し定住体験」で移住（異充）を体験してみませんか。
農林漁業、温泉めぐり体験などに参加し、鳥取の気候や風土を体感して
いただくとともに、就職活動や住宅探しの拠点として、体験施設をご利
用いただけます。地域の人々と交流しながら、実際に鳥取暮らしを体験
してみてください。詳しくは相談会で！

鳥取暮らしを「お試し」で体験しませんか？

主催 ： ふるさと鳥取市 ・ 回帰戦略連絡会 （事務局 ： 鳥取市市民生活部地域振興課内）

共催 ： 認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター　大阪ふるさと暮らし情報センター

１組限定！お試し体験施設無料招待券が当たります！

鳥取市移住（異充）相談会の会場でアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で

定期借地権に関する窓口
〒680-8571 鳥取市尚徳町 116 番地

【TEL】0857-20-3291
【FAX】0857-20-3059

浜村鹿野温泉Ｉ.Ｃから車で約７分 鳥取市の中心市街地から車で２０分、倉吉市から車で２０分

問合せ 問合せ
０８５７-２２-４７４２ ０８５７-２７-７３３３

HP

の ぞ み ま ちゆ か わ

HP

問合せ ： 鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口 （鳥取市市民生活部 地域振興課内）

　　０１２０-５６７-４６４　ＦＡＸ： ０８５７-２１-１５９４　　　 chiikishinko@city.tottori.lg.jp

ピックアッ
プ

異充を体験

鳥取ぐらしを
体験しよう！

あなただけのプランでガイドします♪

自然のなか
で

のびのび

↑お試し体験施設は市内に８か所あります。

【土地面積】237.94~326.00㎡

土地面積
298.85~
357.78㎡


