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山陰道・鳥取西道路

2019 年夏までに開通予定

「鳥取西道路」は、山陰道「鳥取 IC」から「青谷 IC」までの 19.3 ㎞の区間です。現在、鳥取 IC
から鳥取西 IC の区間が開通しており、
「鳥取西 IC」から「青谷 IC」までの区間が 2019 年夏までに完
成する見込みです。
この区間が開通すると、鳥取自動車道と県中部がつながり、県内の東西方向の移動がますます便利
になり、所要時間の短縮が図られます。また、開通区間の各インターチェンジからは、吉岡温泉や浜
村温泉、鹿野（しかの）温泉などの観光地へのアクセスが便利になるほか、浜村鹿野温泉 IC には隣
接して道の駅も新設されます。
※鳥取西道路、道の駅の情報は、平成 30 年 12 月現在のものです。開通時期等が変更となる場合があ
ります。
【鳥取西道路 開通効果】
鳥取西道路が開通すると、現在、鳥取西 IC から青谷 IC まで 31 分かかるところが 16 分短縮され、
15 分で移動することができます。特に、鳥取市白兎付近の渋滞の緩和が期待されます。

■道路に関する問合せ 県庁道路企画課 電話 0857-26-7351
URL https://www.pref.tottori.lg.jp/118746.htm
【鳥取西道路沿いにオープン

道の駅「西いなば 気楽里（きらり）」
】

道の駅には、鳥取市西部地域の海産物や農産物の販売、地元
食材にこだわったレストランなどが整備される予定です。ま
た、
「足湯」が設けられ、温泉が多いこの地域ならではの施設

道の駅 完成イメージ

となる予定です。
■所在地

鳥取市鹿野町岡木 280-3

■施設設備 農畜産物・海産物・売り場、レストラン、農水産
物加工施設、イベントスペース、足湯ほか
■問合せ

（オープン前まで）鳥取市観光戦略課
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電話 0857-20-3227

【インターチェンジを降りて

鳥取市西部地域を周遊しよう】

インターチェンジの付近には、吉岡温泉や鹿野温泉、浜村温泉といった温泉地や、あおや和紙工房
などの観光施設が多数あります。鳥取西道路のインターチェンジを活用して、周遊観光を楽しみまし
ょう。
＜吉岡温泉 IC＞
IC の名称にもあるとおり、IC 近くには、千年を超える歴史
のある「吉岡温泉」があり、江戸時代には池田公の一の湯とし
て栄えていました。
2018 年４月には、日帰り入浴施設「吉岡温泉会館

一ノ湯」

がオープン。温泉街には２カ所の足湯もあり、気軽に温泉を楽
しめます。
■吉岡温泉問合せ 吉岡温泉旅館組合 電話 0857-57-0800
吉岡温泉 一ノ湯

＜浜村鹿野温泉 IC＞
こちらも IC の名称とおり、IC 近く
には、名峰・鷲峰山を望む静かな保養
地「鹿野温泉」や、日本海に面した場
所にある「浜村温泉」があり、宿泊は
もちろん、日帰り入浴や足湯で気軽に
鹿野温泉 足湯

浜村温泉 足湯

温泉を楽しむことができます。

日本海が一望できる絶景スポット「魚見台（うおみだい）」は、
ドライブの休憩場所としても人気です。
■浜村温泉問合せ 気高町観光協会 電話 0857-82-0829
■鹿野温泉問合せ 鳥取市鹿野往来交流館 童里夢（ドリーム）
電話 0857-38-0030
＜青谷（あおや）IC＞
「青谷 IC」周辺には、世界でも数例といわれる「弥生人の脳」が発見された「青谷上寺地（あおや
かみじち）遺跡」の遺物を展示する「青谷上寺地遺跡展示館」や、郷土の歴史や文化を紹介する企画
展の開催や、ジオパークの魅力を発信する「あおや郷土館」があります。
また、伝統工芸品である「因州和紙」の展示見学や紙漉き体験ができる「あおや和紙工房」もあり、
この地ならではの歴史や文化を知ることができます。

青谷上寺地遺跡展示館

あおや郷土館

あおや和紙工房

■鳥取市観光の問合せ （一社）鳥取市観光コンベンション協会 電話 0857-26-0756
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鳥取因幡路を巡る日帰りバスツアー「鳥取・因幡Ｇバス」運行

昨年好評だった鳥取市西部地域を巡る日帰りバスツアー「鳥取・因幡Ｇバス」が今年も運行されま
す。紙漉き体験（ランプシェードづくり）や、鹿野城下町まち歩きの体験ができ、日本海が見渡せる
魚見台や新たに開設された鳥取砂丘ビジターセンターなど、人気のスポットを巡ります。
昼食付きでお得に楽々観光できるバスツアーです。
■運行日 平成 31 年３月 16 日（土）
、３月 23 日（土）
■出発時間 10:30 鳥取駅発（所要時間約７時間）
■料金 大人（中学生以上）4,000 円、子ども 3,000 円
■定員 40 名／１日
■申込締切 出発日２日前の 17:00 まで
■問合せ （一社）鳥取市観光コンベンション協会
電話 0857-26-0756

鹿野城下町

URL http://www.torican.jp/information/鳥取因幡ｇバス-geo-west-コース
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初春イベント

ひな祭り

【もちがせ流しびな】
もちがせ流しびなは、鳥取市用瀬町に伝わる伝統行事で、毎年、旧暦３月
３日に行われます。男女一対の紙雛を桟俵（さんだわら）に乗せ、桃の小枝
やひし餅などを添えて、災厄を託して千代川（せんだいがわ）に流します。
当日は、ひな流しや流しびなづくりの体験もあり、用瀬の町なかでは、民
家の軒先などでひな飾りが公開されます。
■開催日 平成 31 年４月７日（日）※旧暦３月３日
■開催場所 鳥取市用瀬町別府（もちがせ流しびなの館周辺）
＜もちがせ流しびなの館＞
もちがせ流しびなの館は、流しびなの行われる千代川沿い
にあり、江戸時代をはじめ、各時代のひな人形やひな飾り、
加茂人形や御所人形など、約 1,000 体の人形が常設展示され
ています。
各種流しびなに関するグッズや鳥取の代表的なお土産は、
隣接する観光物産センターで購入することができます。
館内では昼食をとることもでき、団体昼食メニュー「雛ものが
たり」が好評です。無病息災の「さん俵」にのせた料理は、四季
折々の地元の食材が使われ、季節毎に工夫が凝らされています。
■人数 ２～40 名 ■予約

２日前まで

■料金 1,500 円、2,000 円の２種類（税込）
■問合せ もちがせ流しびなの館 電話 0858-87-3222
URL

http://nagashibinanoyakata.jp/
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雛ものがたり（2,000 円）

【石谷家のお雛さま展】
国指定重要文化財「石谷家住宅」で、石谷家所有のひな人形のほか、明治・大
正・昭和のひな人形などが住宅や蔵に展示されます。
歴史的建造物が数多く残る豪壮な邸宅の空間と、歴史あるひな人形が醸し出
す世界をお楽しみください。
■開催場所 石谷家住宅（智頭町智頭 396）
■開催期間 平成 31 年１月 18 日（金）～４月７日（日）
■問合せ

石谷家住宅（（一財）因幡街道ふるさと振興財団）
電話 0858-75-3500

URL https://www.ifs.or.jp/

【三朝温泉雛めぐり】
三朝温泉街の旅館や商店などに、それぞれ特色のあるお雛
さまが飾られ、温泉街でひな巡りを楽しめます。
展示施設に設置されたスタンプを集めると、プレゼントが
もらえるスタンプラリーも開催されます。
■開催場所 三朝温泉街（三朝町三朝）
■開催期間 平成 31 年２月 15 日（金）～３月 15 日（金）
■問合せ

三朝温泉観光協会 電話 0858-43-0431

【奥大山ひなまつりコレクション】
江府町江尾（えび）地区で開催されるひなまつりで、民家や
事業所など約 60 カ所にひな人形が飾られます。特産品などの
販売もあり、江府町の春を感じながら地区を散策できます。
■開催場所 江府町江尾周辺
■開催期間 平成 31 年３月下旬～４月上旬
■問合せ

江府町観光協会 電話 0859-75-6007
URL http://hinacolle.site/
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若桜鉄道の観光列車

第２弾「八頭号」が３月に登場

現在、若桜鉄道で運行されている観光列車「昭和号」に続き、平成 31 年３月２
日には、観光列車第２弾となる「八頭号」が登場する予定です。車両の外装は、八
頭町の特産品「花御所柿」が熟した色をイメージしています。
■問合せ 若桜鉄道（株） 電話 0858-82-0919
（一社）麒麟のまち観光局 電話 0857-50-1785
URL https://www.wakasa-railway.com/showa/
平成 30 年 12 月 25 日発行
鳥取県内の最新イベントや観光情報をご案内しています。マスコミ、旅行会社の皆様をはじめ、多くの方にご活用
いただけるよう定期的にお届けします。複製・転載可です（著作権表示が付いている記事等は除く）
。また、写真は
イメージです。ご不明な点はお問合せください。バックナンバーはホームページよりご覧ください。
〔編集・発行・問合せ〕公益社団法人鳥取県観光連盟 電話 0857-39-2111 ファクシミリ 0857-39-2100
E-mail kanren@tottori-guide.jp ＜インスタ始めました！「insta_tottori」で検索！＞
鳥取県観光情報（とっとり旅の生情報）
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URL https://www.tottori-guide.jp/

