
 

 

 

鳥取県営鳥取空港特定運営事業の実施状況報告 

 

１．公共施設等運営権の概要 
施  設 名 鳥取県営鳥取空港 所 在 地 鳥取市賀露町及び湖山町 
施設所管課 県土整備部空港港湾課 連 絡 先  0857-26-7667 
運営権者名 鳥取空港ビル株式会社 事 業 期 間 平成30年7月1日～令和6年3月31日 
運営権の内容 ○空港運営等事業（空港基本施設等運営等業務、空港航空保安施設等運営等業務、国際会館運営等 

業務、駐車場施設等運営等業務、空港用地運営等業務） 
○環境対策事業 
○附帯事業（ハイジャック等防止対策、協議会等への参画、運営権者が提案する事業・業務（空港の 

就航促進・利用促進・空の駅化に関する事業）） 
○任意事業 

 
２．運営権者の概要 

法 人 名 鳥取空港ビル株式会社 所 在 地 鳥取市湖山町西４丁目110番地５ 
連 絡 先 電話：0857-28-1402 

FAX：0857-28-1415 
ホームページ 
ア ド レ ス 

http://www.ttj-ap-bld.co.jp/ 

設立年月日 昭和41年8月1日 代 表 者 代表取締役 中島 文明 
資 本 金 150,000,000円 県 出 資 額 33,340,000円（22.22％） 
役 員 数 取締役6人 

監査役2人 
職 員 数 29人（常勤役員除く） 

（うち県派遣 3人、県OB 5人） 
組 織 体 制 専務（1）－総務部長（1）  －総務・業務課長（1（兼務））－係長（3）－係員（6） 

               －営業課長（1）                  －係員（1（兼務）） 
 
－空港管理部長（1）－次長（1） －係長（2）－係員（14） 

主な業務内容 
（会社定款） 

鳥取空港における航空機の離陸又は着陸及び停留の用に供する施設の運用及び管理並びに整備、航空

旅客及び航空貨物の取扱施設その他の機能を確保するために必要な施設の運用、管理及び賃貸行並び

に整備、航空思想の普及、観光に関する事業、貸室業並びに施設、設備及び器具の賃貸業、航空事業者、

旅客及び貨物に対する役務の提供、食堂、喫茶店及び娯楽施設の経営、飲食物、旅行用、日用雑貨及び

観光土産品の販売、郵便切手、収入印紙、酒類、煙草、医薬品及び宝くじの販売、損害保険代理店業及

び旅行業法に基づく旅行業、駐車場業、広告宣伝及び広告代理店業、貸自動車業及び貸自動車取次業、

旅客、貨物運送取次業、施設管理運営業 
 
３．空港利用者数 

 ２０２１年度 
国内線 東京便 133,264人 
空港利用者（航空機利用者以外） 241,797人 
合計 375,061人 

 
 
 
 
 
 
 



 

４．鳥取県営鳥取空港特定運営事業の収支状況                             （単位：円） 
科 目 2021年度決算 

収 

入 

① 運営費交付金 458,532,779（416,847,988） 
② 着陸料収入 16,749,268（ 15,226,612） 
 定期便 
 チャーター便 
 その他 

16,264,223（ 14,785,662） 

0（      0） 

485,045（    440,950） 

③ 土地建物等貸付料収入 27,399,006（ 26,389,096） 
 土地使用料 

PBB等使用料 
 施設使用料 
 テナント賃料 
 広告収入 

16,303,928（ 16,302,501） 

0（      0） 

2,475,000（  2,250,123） 

5,907,664（ 5,370,640） 

2,712,414（  2,465,832） 

④ その他の収入 14,271,357（  12,974,054） 
A.収入合計（A=①＋②＋③＋④） 516,952,410（471,437,750） 

支 

出 

⑤ 空港等維持管理費 412,271,903（384,292,926） 
 人件費 
 維持管理費（灯火、消火救難、車両、修繕等） 
 光熱水費 
 大規模修繕費 
除雪費 

 事務費 
 その他 

103,754,620（103,432,619） 

212,804,976（193,589,333） 

11,126,891（ 10,139,593） 

57,800,000（ 52,545,455） 

19,250,000（ 17,500,000） 

1,409,255（  1,281,169） 

6,126,161（  5,804,757） 

⑥ 国際線ターミナル運営費（中央部を含む） 88,453,491（ 81,785,013） 
 人件費 
 維持管理費（警備、点検、清掃等） 
 光熱水費 
 その他 

15,569,100（ 15,501,694） 

39,229,294（ 35,663,005） 

21,828,962（ 19,844,521） 

11,826,135（ 10,775,793） 

B.支出合計（B＝⑤＋⑥） 500,725,394（466,077,939） 
コンセッション収支 16,227,016（  5,359,811） 

※（）内の数値は、消費税及び地方消費税の会計処理の税抜き方式での金額 
 

５．事業実績 

〇事業概況 

鳥取空港の年間利用実績は、前述の新型コロナウイルス感染症の影響により133 ,264人（対前年比144.9％、41,266人増、

利用率45.0％）となり、昨年度より増加したものの、新型コロナウイルス感染症の影響が無かった2019年度（第54期）の

388,571人と比較すると34％程度の水準となっています。国際チャーター便は昨年度と同様、就航はありませんでした。 

航空機利用者を除く空港来場者数も昨年度より増加し、年間実績は241千人（対前年比138.0%）となっておりますが、航空

旅客同様一昨年404千人と比較しますと6割程度の回復となっています。 

新型コロナウイルス感染症拡大が継続するなかで、先行きの見えない状況ではありましたが、ウイズコロナ、アフターコ

ロナの観点から、更なる「安全・安心の追求」「効率的かつ盤石な空港運営」「地域の賑わいづくりの拠点化」などを目指

して運営に取り組みました。 

なかでも厳しい経営が続いている航空会社及びテナント店舗に対しては、鳥取県から運営交付金の増額支援を受けて、着

陸料・停留料の減免、賃料・管理費等の減免を実施しました。 

更にテナント販売促進対策として、空港限定のプレミアム商品券の販売や、工夫をこらしたイベントを開催するなど「賑わ

い創出」「テナント販売促進」事業を実施しました。 



 

２０２１年度の主なイベント等(2021.4.1～2022.3.31) 

イベント名 開催日 

来場者数 

(参加者

数) 

内容 

赤井秀一オブジェ披露 4/23 ― 「名探偵コナン」の新しいカラーオブジェのお披露目 

麒麟獅子モニュメント設置 4/26 ― 
鳥取北ロータリークラブ創立６０周年を記念して空港に「麒麟獅

子舞」をモチーフにした鉄筋アートを設置 

ＧＷフェア2021 

「鳥取砂丘コナン空港 

GW手作りワークショップ」 

5/2～5/4 
3日間 

5085人 

大型連休に合わせて「手作りワークショップ」開催 

「オリジナル缶バッジ作り」「母の日手作りコースター」など 

ストロベリーナイト＆バス

ツアー 
5/22 (35人) 

「リトリファーム」での夜のいちご狩り体験と 

滑走路のナイトバスツアー 

（中止） 

母の日ワークショップ 
― ― 新型コロナウィルスの影響により中止 

父の日イベント 6/20 979人 
ワークショップ「お父さんの似顔絵メダルを作ろう」「メッセージ

ドリンクを作ろう」などを開催 

B737-700 型機鳥取空港ラス

トフライト撮影会 
6/25 (14人) 

退役する全日空ボーイング 737-700 型機のラストフライト撮影会

を実施（希望者を事前募集） 

夏休みわくわくキッズ旅行 7/22 47人 農協観光「わくわくキッズ旅行」（空港お仕事見学ツアー）を実施 

「未来の鳥取空港」フォト

コンテスト2021 
7/1～8/31 102作品 

鳥取空港の魅力的あふれる写真を募集 

10/2 空港フェスタ2021で優秀作品を表彰 

（中止） 

滑走路早朝マラソン2021 
  新型コロナウィルスの影響により中止 

（中止） 

東京オリンピック応援企画 
― ― 新型コロナウィルスの影響により中止 

サマーフェスタ2021 7/23,7/24 
2日間 

4,098人 

プレミアム商品券の販売の他、テナント店舗が限定品の販売や特

別割引など実施。ワークショップやミニゲームコーナーを開催。 

空港スマイルピアノ設置 8/12～ － 
鳥取ロータリークラブが創立 70周年を記念して、１F到着ロビー

に「空港スマイルピアノ」を設置。 

（中止） 

鳥取空港ナイトクルーズ＆

星空観察会（夏） 

  新型コロナウィルスの影響により中止 

空港フェスタ2021 10/2,10/3 
2日間 

3,096人 

鳥取空港について理解と関心を深めて頂くことを目的に開催。 

・タッチダウン、テイクオフ見学 

・C列車で行こう（改装した航空貨物コンテナに乗って空港内を見

学） 

・鳥取空港クイズ 

・鳥取空港フォトコンテスト表彰式 

・協賛店舗イベント 

・ANAプレゼンツ歴代CA制服コレクション など 



 

名探偵コナンコミックス

100巻刊行記念イベント 
10/18 726人 

「名探偵コナン」のコミックス 100巻が令和 3年 10月 18日に発

刊されるのを記念して、コナンホールに設置しているタペストリ

ーのデザインを期間限定で変更。 

ハロウインフェア2021 
10/23～

10/31 

9日間 

7,847人 

仮装した親子が空港内のテナントを巡ってお菓子をもらうイベン

ト。また各テナントにて限定商品を販売。 

キッズわくわくツアー 

 
11/23 (18人) 農協観光わくわくキッズ旅行2回目 

（中止） 

かにフェスタ連携イベント 

（ツインポート） 

― ― 新型コロナウィルスの影響により中止 

（中止） 

鳥取空港ナイトクルーズ＆

星空観察会（秋） 

  新型コロナウィルスの影響により中止 

クリスマスツリー点灯・ANA

羽田オーケストラ演奏会 
12/4 (約 150人) 

愛真幼稚園の園児によるクリスマスツリーの点灯に合わせ「ANAチ

ーム羽田オーケストラ」のコンサートを開催。 

Happy Christmas 

山陰三ツ星マーケット 
12/11,12 3,777人 

山陰三ツ星マーケットが厳選した飲食・雑貨などの販売 

空港ピアノを使用した演奏やダンスなどのステージイベント開催 

（中止） 

空港クリスマスビュッフェ

2021 

― ― 新型コロナウィルスの影響により中止 

（中止） 

星空観察会（冬） 
12/18  新型コロナウィルスの影響により中止 

第 3 回東京芸術大学ワーク

ショップin鳥取 
12/26 (約 65名) 

鳥取市出身の小林萌音さん他、3名のｸﾗﾘﾈｯﾄ・ﾌﾙｰﾄ奏者と 

県内高校の吹奏楽部とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ｺﾝｻｰﾄ開催 

受験生合格祈願イベント 1/5 ― 

受験のため飛行機利用する受験生を応援するイベント 

・ロビーに「合格祈願巨大絵馬」を設置 

・山口県防府天満宮の神主と巫女による祈祷を実施 

・合格祈願絵馬は大宰府天満宮に奉納 

鳥取空港ショコラフェア

2022 
2/4～2/14 

11日間 

4,835人 

バレンタインシーズンに合わせてショコラフェアを開催 

・テナント限定商品の販売 

・ガラポン抽選会 

・館内バレンタイン装飾 

・フォトブース設置 

湖山西小学校 2/4～2/25 ― 
鳥取空港近くの湖山西小学校の児童の絵画作品をコナンホールの

壁面に展示 

家族でわくわくキッズ旅行

開催 
3/5 14名 わくわくキッズ旅行3回目 

ＡＮＡ東京便搭乗率向上キ

ャンペーン 

10/1～ 

2/28 
― 

ＡＮＡ羽田発＝鳥取・米子線にご搭乗された方に各空港で使用で

きる共通商品券1,000円分を各空港 先着1,000名にプレゼント 



 

（中止） 

米と肉フェア連携イベント

（ツインポート） 

― ― 新型コロナウィルスの影響により中止 

春休みフェア 3/20 2,936人 
山陰三ツ星マーケット出店、空の駅女子会ワークショップ 

空港－かろいち間でシャトルバス運行 

鳥取砂丘コナン空港案内路

面設置記念ウォーキング 
3/20 (49人) 

かにっこ空港ロードのコナン路面シートの設置を記念して、 

ウォーキングイベントを開催 

※来場者数はイベント開催日のトータル数。 

※カッコ内の数字はイベント参加者数。 


