
令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費 
２項 企画費              新型コロナウイルス感染症対策総合調整課（内線：７６５６）   
２目 計画調査費                                 （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

コロナに打ち克つ新

しい県民生活推進事

業 

1,020 1,020 0 1,020

トータルコスト 24,678千円（前年度32,074千円）[正職員：3.0人] 

主な業務内容 庁内外との連携会議の運営、新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する普及啓発、

取組の推進 

工 程 表 の 政 策 内 容 「新しい県民生活」の定着と需要喚起の両立 

事業内容の説明          【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

官民連携会議である「鳥取県コロナに打ち克つ新しい県民生活推進会議」の開催や、地域で丸ごと感

染防止対策を徹底する「安心観光・飲食エリア」の普及促進を行うことで、新しい県民生活の定着と需

要喚起の両立を図っていく。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）

細事業名 内容 予算額 

１ 新しい県民生活

推進会議運営費 

新しい県民生活の定着や県内の需要喚起に向けた取組を官民

挙げて展開するため設置している「新しい県民生活推進会議」の

運営に要する経費 

20

２ 「安心観光・飲

食エリア」創出

支援事業 

＜安心観光・飲食エリア創出支援事業補助金＞ 

 「安心観光・飲食エリア」に関する協定を行った団体等が行う

ホームページ制作、のぼり・ポスター等の作成など情報発信の取

組に対して支援 

（補助限度額200千円、補助率1/2） 

1,000

合計 1,020

３ 事業目標・取組状況・改善点 

＜事業目標＞ 

・「鳥取県コロナに打ち克つ新しい県民生活推進会議」により「新しい県民生活」の定着や県内需要喚起に向け

た取組を官民挙げて展開していく。 

・地域で丸ごと感染防止対策を徹底する「安心観光・飲食エリア」の取組を促進する。 

＜取組状況＞ 

・令和３年度、「鳥取県コロナに打ち克つ新しい県民生活推進会議」を３回開催し、各界代表者や専門家と情報

共有、意見交換を行い県の取組に反映した。 

・「安心観光・飲食エリア」の定期点検及び第三者認証制度への誘導を実施した。 

＜改善点＞ 

・「安心観光・飲食エリア」の定期点検については、感染対策の徹底・レベルアップができている店舗について

は、点検内容を第三者認証制度への誘導・フォローに重点をおくなど店舗の状況に応じて適宜見直しを実施

した。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費 
１項 公衆衛生費             新型コロナウイルス感染症対策推進課（内線：７１５３） 
３目 予防費                                 （単位：千円）    

事 業 名 本年度 前年度 比 較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新型コロナウイルス
感染症医療環境整備
等事業

8,901,019 9,515,049 △614,030 8,837,255 63,764

トータルコスト 8,905,751千円（前年度9,519,802千円）[正職員：0.6人]
主な業務内容 契約、補助金等交付決定・支払事務
工 程 表 の 政 策 内 容 新型コロナウイルス感染症にかかる医療提供体制の整備
事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】
１ 事業の目的・概要 

新型コロナウイルス感染症対策を継続して実施するため、医療機関の設備整備等を支援するとともに、変
異株の特性に応じ、感染拡大時においてもメディカルチェックセンターや臨時の医療施設の設置等により、
必要な医療が適切な場所で提供できる体制を整備する。 

２ 主な事業内容                                  （単位：千円）
細事業名 内 容 予算額

医療機関の設備整備
に対する補助 
<国10/10> 

新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療や診察・検査等を行う入院協力医療機関や
救急・周産期・小児医療機関、高度医療提供を行う県が指定した新型コロナウイルス感
染症重点医療機関が設備整備を行う場合に補助する。 

1,000,000

新型コロナウイルス
入院病床確保（空床補
償）<国10/10> 

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病床をフェーズに応じて確保する入院協
力医療機関に対し、空床となる病床に応じて助成する。 
＜空床補償単価＞ 

区 分 ＩＣＵ ＨＣＵ その他
重点医療
機関(病棟
単位で確保)

特定機能病院等 436,000円 211,000円 74,000円
一般病院 301,000円 211,000円 71,000円

その他一般病院 97,000円 41,000円 16,000円

7,267,486

新型コロナ患者措置入院
自己負担分の県負担金 
<国3/4、単県> 

感染症法に基づく措置入院や宿泊・在宅療養の患者の自己負担部分、患者の搬送に係る
経費を負担する。 199,026

(新)メディカルチェッ
クセンター運営事業 
<単県>※ 

感染拡大により入院待機者が発生した場合においても、陽性者にメディカルチェックを
実施し、病状を評価した上で、保健所が入院・療養先を決定することができるよう、圏
域ごとに「メディカルチェックセンター」を設置する。 

66,000

(新)臨時の医療施設
運営事業 
<国10/10、3/4> 

感染拡大時に医療体制の強化として宿泊療養施設の一部を「臨時の医療施設」として設
置・運用する。 155,077

診療・検査医療機関支
援事業<単県>※ 

（１）院内感染に伴う休業補償制度
   診療・検査医療機関の医療従事者等が新型コロナウイルス感染症患者の診療また

は検査に従事したことにより、新型コロナウイルスに感染し、休業せざるを得ない
場合にその休業期間に対する補償を行う。 
・補助基準額：13,447円×直近1か月の1日当たり平均患者数×休業日数 
・補助上限額：3,000千円 

（２）新型コロナウイルス対応医療機関に従事する事務職員等の労災給付上乗せ補償 
保険加入支援事業 

   国補助制度の労災給付上乗せ補償保険加入支援事業の対象外となる事務職員が 
同保険に加入した場合に、その保険料の一部を支援。 
・補助基準額：年間保険料×1/2（１人当たり１千円を上限） 

（３）その他診療体制の維持・確保に必要な経費 

12,500

医療従事者等感染拡
大防止対策事業補助
金<国10/10> 

新型コロナウイルス感染症の入院協力機関が医療従事者の家族への感染防止及び院内
感染防止を目的として宿泊施設を確保する際に要する経費の一部を支援する。 
・補助率、補助上限額：10/10、1月当たり100千円/部屋もしくは1日当たり6千円/部屋

103,625

(新)後遺症外来体制
強化<単県>※ 

県内医療機関を対象に、新型コロナ後遺症の知見を有する医師を講師とした後遺症診療
に関する研修会を実施する。 500

県の緊急配布用個人
防護具等の購入 
<国 10/10、単県>※ 

医療機関や社会福祉施設等への緊急配布用として個人防護具等を購入する。
（N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋、キャップ、
タイベックスーツ） 

78,435

新型コロナウイルスクラ
スター対策費<単県>※ 

新型コロナウイルスに係るクラスター対策に要する経費や「新型コロナ安心登録システ
ム業務」の保守管理料に要する経費。 10,280

新型コロナ対策に係る
助言経費<国10/10> 

対策本部等において、専門家の専門的な意見を求め、対策の充実を図る。
1,190

新型コロナ外国人陽性
者等への多言語対応経
費<国10/10、単県>※ 

外国人陽性者や濃厚接触者等に対応するために必要な翻訳・通訳業務や多言語三者間通
訳サービスのための経費。 2,400

感染防止対策等に係る県
民への周知経費<単県>※

新聞折り込みやチラシにより感染防止対策等を随時周知する。
4,500

合 計 8,901,019

※県負担分に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当（国庫充当事業の県負担分を除く）

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・医療提供体制の維持・確保のため、検査体制の強化と県内医療環境のさらなる充実を図る。 
・最大確保病床数は人口比全国トップの350床(うち重症47床)、PCR検査能力は現在7,971検体／日まで引き上げ、県
内医療機関の約94％の318医療機関を診療・検査医療機関に登録した。また、患者急増時に鳥取方式＋αとして機動
的に医療提供体制を確保（ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸｾﾝﾀｰ、臨時の医療施設の設置等）した。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費 
１項 公衆衛生費             新型コロナウイルス感染症対策推進課（内線：７７７０）   
３目 予防費                                 （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）感染拡大傾向

時におけるPCR等検

査無料化事業

473,000 0 473,000 473,000

トータルコスト 473,789千円（前年度0千円）[正職員：0.1人] 

主な業務内容 無料PCR等検査を実施する民間事業者への支援 

工 程 表 の 政 策 内 容 － 

事業内容の説明          【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に示されている、感染拡大傾向時における感染

不安を感じる無症状の住民に対するPCR等検査の無料化に必要な事業を実施する。 

【検査無料化の概要】 

感染拡大の傾向が見られる場合、県知事の判断により「新型インフルエンザ等対策特別措置法」第24

条第９項に基づき、感染不安を感じる無症状の住民（ワクチン接種の有無を問わない）に対して検査受

検を要請した際、要請に応じた住民が受検する費用を無料化する。 

２ 主な事業内容 

「検査無料化」にかかる検査を実施する民間検査機関等及び市町村（市町村が検査機関等と連携して実

施する場合を含む）に対し、検査費用にかかる経費を支援する。 

事業内容 予算額 

対象 

事業者 

無料検査を実施するとして県に登録された以下の事業者 

・民間検査機関、薬局、医療機関、市町村 

473,000千円 

対象 

となる 

検査 

PCR検査・抗原定量検査等、又は抗原定性検査 

・いずれの検査も検体採取時に、研修を受けた者等の立会いが必要 

・受検者への結果通知が必要（メール・アプリ等でも可） 

・抗原定性検査は薬事承認された検査キットの使用が必要 

事業 

内容 

特措法24条9項に基づく検査受検を要請した場合の検査費用 

（実績に応じて支援） 

※ 検査体制整備にかかる費用は、令和3年度11月補正の繰越明許費で対応  

（11月補正予算額［繰越明許費］：232,000千円）

（財源） 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金「検査促進枠」を８割、同「県単独分」を２割充当 

  ※「ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業」は令和３年度で終了。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

＜事業目標＞ 

 感染拡大時の感染拡大防止対策の一つとして、県民に対して無料検査を提供するための体制を整備する。 

＜取組状況＞ 

 令和３年12月22日より本県における無料検査事業が開始。当初23か所だった無料検査場所は約60か所までに

増加（令和４年２月中旬・見込み） 

 事業開始から約１か月で約15,000回を超える無料検査を実施（令和４年１月末時点）

3



令和４年度一般会計当初予算説明資料 

 ４款 衛生費 
１項 公衆衛生費            新型コロナウイルス感染症対策推進課（内線：７１５３） 
 ３目 予防費                                （単位：千円）   

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

新型コロナウイルス
感染症検査体制整備
事業 

803,926 716,551 87,375 481,494 322,432

トータルコスト 811,812千円（前年度724,472千円）[正職員：1.0人] 

主な業務内容 診療・検査医療機関の登録管理、問合せ・相談対応、医療機関への検査委託事務 

工 程 表 の 政 策 内 容 － 

事業内容の説明            【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、県内の医療機関や検査機関と連携し、積極的に検査を

実施する。 

２ 主な事業内容 

         （単位：千円） 

細事業名 内容 予算額 

１ 保健所での検査 
（国1/2・県1/2、
一部単県） 
※単県分に臨時交付

金を充当

保健所の積極的疫学調査によって判明した濃厚接触者等や、各
保健所に開設している接触者等相談センターに相談のあった接触
者等に対して行政検査を実施する。 

429,935 

２ 「診療・検査医療
機関」での検査 
（国1/2・県1/2、
一部単県） 
※単県分に臨時交付

金を充当

県と協定を締結した保険医療機関において新型コロナウイルス
感染症の検査を行政検査として取り扱い、当該検査料の本人負担
分を公費負担することとされている。この仕組みとして、国保連等
の審査支払機関が医療機関に本人負担分を立替払いすることとな
っており、当該費用を県から審査支払機関に支払うもの。 
 なお、東部圏域については、鳥取市内の医療機関での受診分は鳥
取市が負担する。 

170,314 

３ 変異株発生時の
検査 
（国1/2･県 1/2） 

変異株発生時に県衛生環境研究所、県内の民間検査機関でスク
リーニング検査、ゲノム解析を実施する。 

50,324 

４ 妊婦に対するPCR
検査 
（国1/2・県1/2、
一部単県） 
※単県分に臨時交付

金を充当

新型コロナウイルス感染症への不安を抱える妊婦の不安払拭、
及び分娩を扱う医療機関の院内感染対策として分娩前の検査の費
用を支援する。 
負担上限額：1件あたり19,500円（負担率10/10） 

153,353 

合計 803,926 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、「鳥取方式」の感染拡大防止対策の一端として、幅広

い対象に対し、早期に検査を実施する体制を確保する。 

・令和２年11月から診療所等の身近な医療機関（診療・検査医療機関）で検査を受けられる体制に移行し、

新型コロナウイルス感染症に対応する医療機関同士の連携体制を再構築した。県内医療機関に継続的に

協力を要請した結果、登録は318医療機関（令和４年２月４日現在）に達し、人口対比で全国一位となっ

た。 

・県衛生環境研究所及び民間委託検査機関で変異株のスクリーニング検査等を実施し、速やかに変異株の

流行を捉えることにより、速やかな県民への注意喚起や、患者の入院調整に繋がった。 

 ・分娩前の新型コロナウイルス検査に対する補助制度を創設し、不安を抱える妊婦や医療機関の院内感染

対策を支援することとした。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

 ４款 衛生費 
１項 公衆衛生費            新型コロナウイルス感染症対策推進課（内線：８７１０） 
 ３目 予防費                                （単位：千円）   

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

新型コロナウイルス
感染症戦略的サーベ
イランス実施事業 14,254 11,747 2,507 14,254

トータルコスト 15,831千円（前年度13,331千円）[正職員：0.2人] 

主な業務内容 会議事務、研究調査委託事務等 

工 程 表 の 政 策 内 容 － 

事業内容の説明            【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

新型コロナウイルス感染症の感染動向を素早く探知し、リスク評価や対策立案できるよう戦略的サーベイ

ランスを実施する。 

２ 主な事業内容 

         （単位：千円） 

 区  分 事  業  内  容 予算額  

専門家チームの設置 ・専門家チーム会議の開催 

・専門家チームメンバーによるクラスター事案等のリスク評価 

744

新型コロナウイルス感染症

の発生動向分析及び活用 

・地理的情報システムを活用したサーベイランスデータの可視化 

・感染経路の追跡、ウイルスの病原性評価及びゲノム解析 

13,510

合  計  14,254

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・新型コロナウイルス感染症の感染動向を素早く探知し、リスク評価や対策立案する。 

・令和２年６月に新型コロナウイルス対策専門家チームを設置し、新型コロナ警報等の基準設定や感染事例

の分析等について専門的見地から助言をいただいている。 

・戦略的サーベイランスとして県内医療機関の検査情報を集約し、県ホームページでのマップ表示や感染

経路の追跡調査などに役立てることとしている。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費

１項 公衆衛生費          新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム（内線：７９７６）

３目 予防費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新型コロナウイル

スワクチン接種体

制整備事業

21,866 3,000 18,866 21,866

ト ー タ ル コ ス ト 45,524千円（前年度 3,792千円）〔正職員：3.0人〕 

主 な 業 務 内 容 連絡会議の開催、周知・広報、コールセンターの委託

工程表の政策内容 新型コロナウイルスワクチン接種に係る市町村との情報共有、支援の調整

事業内容の説明            【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

  新型コロナウイルスワクチン接種のために必要な体制のうち、都道府県の役割に係る事業について、着実

に整備することを目的とする。 

２ 主な事業内容 

 （１）市町村等と連携した接種体制の確保（2,300千円、国10/10） 

   市町村及び医師会等関係団体と連携し、円滑な接種体制を構築するための各種会議等を開催する。 

 （２）接種時期・ワクチンの安全性及び有効性等に係る周知・広報（9,836千円、国10/10） 

   接種時期・ワクチンの安全性及び有効性等について、各種媒体を用いて周知・広報する。 

（３）専門的相談体制の確保（8,950千円、国10/10） 

  副反応等、ワクチン接種に係る専門的な相談を受けるコールセンターの運営を委託する。 

（４）予防接種健康被害調査委員会の開催に係る経費（780千円、単県） 

   市町村から委託を受けて予防接種健康被害調査委員会を開催する。 

   ※財源に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当 

３ 事業目標・取組状況・改善点

 （１）事業目標 

新型コロナワクチン接種について、都道府県としての体制を整え、市町村の支援をすることにより、

県民の早期接種完了に向けた支援を行う。 

 （２）取組状況 

    ①新型コロナワクチン接種の状況 

      令和４年１月19日時点で、接種対象人口の84.7%が２回接種済みである。また、令和３年12月１日

から追加接種（３回目接種）を開始し、２回目接種から一定の接種間隔が到来した方から順次実施

している。 

    ②各種会議開催状況等 

      市町村、医療関係団体等から構成される新型コロナウイルスワクチン接種体制協議会（令和４年

１月21日時点 10回開催）の開催や圏域ごとに市町村や医師会と協議を重ねるなど、密接に連携を図

ることにより、接種体制の構築を円滑に進めている。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費 

 １項 公衆衛生費           新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム（内線：７９７６）

３目 予防費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）職域等におけ

るワクチン接種推

進強化事業

47,000 0 47,000 47,000

ト ー タ ル コ ス ト 48,577千円（前年度 0千円）〔正職員：0.2人〕 

主 な 業 務 内 容 職域における新型コロナウイルスワクチン接種に係る企業等への支援

工程表の政策内容 －

事業内容の説明             【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

企業や大学等の職域での円滑なワクチン接種実施にかかる会場運営等に要する経費に対して補助を行う。 

２ 主な事業内容 

項目 補助額 実施主体（補助対象） 予算額（千円） 

(１)国の加算措
置に伴う補
助金（間接
補助） 
(下図の②部
分) 

1,500円×接種回数 
（職域接種会場の
設置、運営に要する
経費） 

以下のいずれかの要件を満たす職域接種
を実施する企業・大学又は事業者団体等 
(ア)外部の医療機関が出張して実施する

職域接種であって、中小企業が商工
会議所等複数の企業で構成される団
体を事務局として共同実施するもの 

(イ)外部の医療機関が出張して実施する
職域接種であって、大学等の職域接
種で所属の学生も対象とし、文科省
が定める地域貢献の基準を満たすも
の 

７,０００ 
※新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交
付金を充当 

(２)県独自の支
援補助金 
(下図の③部
分) 

職域接種会場の設
置、運営に要する
経費から国負担額
を控除した額 
（下図の経費 
－（①＋②）） 

職域接種会場の申請を国に行った企業、
大学又は事業者団体等 
（取下げの団体も含む） 

４０,０００ 
※新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨
時交付金を充当 

＜参考：職域接種における支援スキーム＞ 

３ 事業目標・取組状況・改善点

（１）事業目標 

  職域接種実施を促進することにより、希望者への早期接種と市町村・医療機関の負担軽減を図る。 

（２）取組状況 

・市町村からの収入では職域接種経費をまかないきれない企業等に本補助金を支出することにより、企業

等の経費面の不安を無くし、積極的な職域接種実施につなげている。

・単独での実施が困難な事業者には、「鳥取型職域共同接種体制推進プロジェクト」への参画を県から働

きかけ、共同での職域接種の実現に向けた取組を実施した。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
２款　総務費
　２項　企画費  新時代 ・ ＳＤＧｓ 推進課 （ 内線 ： ７０９３ ）
　　２目　計画調査費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）とっと
りSDGsパート
ナーシップ加
速化事業

8,397 0 8,397 4,198 4,199

トータルコスト 21,803千円（前年度　0千円）［正職員：1.7人］

主な業務内容 SDGsビジネスアワード企画・調整・実施、SDGsパートナーシップ推進に係る企画・調整・マッチング・実施、
SDGsシーズン2022に係る企画・調整・実施、SDGs子ども伝道師に係る企画・調整・実施

工程表の政策内容 持続可能な地域社会づくりの推進

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　令和２年度以降、SDGsの普及啓発、実践拡大の土台となる各種取組を推進してきたことにより、「地域版
SDGs調査」（民間機関実施）で２年連続都道府県１位になるなど、SDGsの理念と実践は着実に本県に根付きつつ
ある。今後は、これまでに構築した土台を強化・発展させるとともに、県内におけるSDGsの更なる実践の後押し
となる制度を新たに創設することで、SDGsの達成に不可欠となるパートナーシップによる取組を更に加速させ
る。

２　主な事業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
区分 内容 予算額

とっとりSDGsビジ
ネスアワード事業

・SDGsの達成に向けて、県内でSDGs推進のモデルとなる優れた取組を行う企業を
表彰するため「とっとりSDGsビジネスアワード」を創設する。

1,860

とっとりSDGsパー
トナーシップ推進
制度

・県内事業者と「とっとりSDGsパートナー」とのパートナーシップを促すため、
新たなマッチング制度を構築・運用し、新たな取組の持続的創出や取組の輪の拡
大につなげる。
・パートナーシップを促す仕掛け作りとして、「地域社会の創り手（SDGs人財）
育成」をテーマに、学校と地域が連携して実践活動と映像学習コンテンツ制作を
行う「SDGsパートナーシッププロジェクト」を実施する。

2,537

とっとりSDGs子ど
も伝道師制度

・学校でSDGsを学んだ子どもたちを学級を単位として「子ども伝道師」に任命
し、学校における子どもの自律的かつ主体的なSDGsの普及啓発や実践拡大を図
る。

1,000

とっとりSDGsシー
ズン2022

・２年目となる鳥取発の普及啓発・実践強化期間「とっとりSDGsシーズン」をオ
ンラインイベントを中心に開催する。
・「とっとりSDGsシーズン2022」では、「SDGsポイント制度」の実証や、「とっ
とりSDGsビジネスアワード」の表彰式、「とっとりSDGs子ども伝道師」の任命
式、中国四国SDGs未来都市サミット（仮称）など、更なる普及啓発や実践拡大に
繋がるイベントを実施する。

3,000

合計 8,397

３　事業目標・取組状況・改善点

県内におけるSDGsの実践拡大を測る指標として、鳥取県令和新時代創生戦略のKPIである「とっとりSDGsパート
ナー登録件数」を事業目標としているが、令和３年４月に当初の目標であった「令和６年度末に300件」を達成したた
め、500件に上方修正している。　

【鳥取県令和新時代創生戦略のKPI（重要業績評価指標）：500件】※R４年１月末現在：424件
　令和３年度は、本県におけるSDGs達成に向けた取組状況を可視化するため、「鳥取県SDGsローカル指標」の設
定やSDGsに関する活動を行っている県内企業・団体の取組紹介を行うとともに、県民に向けたSDGsの普及啓発を
強化するため、SDGsポータルサイト「とっとりSDGs」の開設や「とっとりSDGs伝道師」の任命・派遣を実施する
などの取組を進めている。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
２款　総務費
　２項　企画費  新時代 ・ ＳＤＧｓ 推進課 （ 内線 ： ７０９３ ）
　　２目　計画調査費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）デジタ
ル支えあい社
会推進事業

45,000 0 45,000 45,000

トータルコスト 51,309千円（前年度　0千円）［正職員：0.8人］
主な業務内容 ポイント制度実証に係る企画・調整・実証事業の実施
工程表の政策内容 持続可能な地域社会づくりの推進

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　デジタル社会においても、本県の強みである「人々の絆（支えあい）」「人と地域のつながり」を更に育むた
めの仕組みの一つとして、デジタルを活用したポイント付与のプラットフォーム（基盤）の構築と効果的なポイ
ント付与にかかる実証を行う。
　実証のため構築するシステムは、各種施策の効果的な推進につながるポイント付与を実現する汎用性の高いも
のとし、デジタル社会における県民にとって使いやすいポイント給付の仕組みを実現する。

２　主な事業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 内容 予算額
「デジタル支えあ
いポイント制度」
プラットフォーム
構築

・国のマイナポイント制度と連動した、様々な分野での事業推進に活用でき
る、汎用性の高いポイント制度プラットフォームを構築する。

30,000

ポイント実証事業
に係る広報・問い
合わせ窓口運営

・広く県民が利用できるポイント制度とするため、多様な広報媒体によりポ
イント制度実証に係る広報を行うとともに、アプリ等の利用に不慣れな方に
も制度を活用してもらうための環境整備として、利用マニュアルの作成や、
相談窓口の設置を行う。

5,000

デジタル支えあい
ポイント実証

・ポイント実証期間中にマイナポイントとして獲得した「デジタル支えあい
ポイント（活動参加型、情報発信型）」を、楽天Edy、WAONの電子マネー（ポ
イント）を選択して利用できる仕組みとする。
※実証段階では楽天Edy、WAONとしているが、実証結果を踏まえ将来的にはそ
の他の電子マネーを取り扱うことも可能。

＜実証するポイント制度概要（主な事例）＞
　◎SDGsポイント制度
　　　SDGsの普及啓発・実践の拡大に資する取組・イベント等への参加
　　に対してポイントを付与。
　◎家事シェアポイント
　　　家事シェアや男性の家事育児参画をテーマとした講座やイベント
　　への参加等、家事分担の促進に関する行動に対してポイントを付与。
　◎健康ポイント
　　　健康意識の醸成や健康づくりに向けての行動変容を図るため、
　　健康づくりに資する取組に対してポイントを付与。
　◎「とりふる」登録ポイント
　　　移住定住の促進に向けた「とりふる」の学生等への登録を促進
　　するため、アプリへの登録に対してポイントを付与。

10,000

合計 45,000

３　事業目標・取組状況・改善点

県内におけるSDGsの実践拡大を測る指標として、鳥取県令和新時代創生戦略のKPIである「とっとりSDGsパート
ナー登録件数」を事業目標としているが、令和３年４月に当初の目標であった「令和６年度末に300件」を達成したた
め、500件に上方修正している。

【鳥取県令和新時代創生戦略のKPI（重要業績評価指標）：500件】※R４年１月末現在：424件
　令和３年度は、本県におけるSDGs達成に向けた取組状況を可視化するため、「鳥取県SDGsローカル指標」の設
定やSDGsに関する活動を行っている県内企業・団体の取組紹介を行うとともに、県民に向けたSDGsの普及啓発を
強化するため、SDGsポータルサイト「とっとりSDGs」の開設や「とっとりSDGs伝道師」の任命・派遣を実施する
などの取組を進めている。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
２款　総務費
　１項　総務管理費  広報課 （ 内線 ： ７０９７ ）
　　３目　広報費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

とっとり情報
発信費

70,437 70,437 0 70,437

トータルコスト 98,827千円（前年度　98,953千円）［正職員：3.6人］

主な業務内容 企画立案、関係部局・市町村・メディアとの連絡調整、業務委託、契約及び支払事務、予算・決算、広報ツー
ルの企画・制作・配布、インターネットによる情報発信・情報収集

工程表の政策内容 県外・海外向け情報発信の強化

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　全国での鳥取県の認知度・好感度向上のため、マスメディア等を活用して県外への情報発信をタイムリーかつ
効果的に行う。
　また、情報発信・コミュニケーションツールの技術の進展等、自治体広報を取り巻く環境の変化に即応してい
くため、ユーザー目線に沿った広報ツールの抜本改善を図るとともに、令和３年度に引き続き「デジタル時代の
鳥取県広報戦略検討委員会」を開催し、広報課題の解決策、中期的な県の広報の在り方等の検討に不断に取り組
む。

２　主な事業内容

（単位：千円）

No. 細事業名 内容 予算額
(1) 基幹的情報発

信
　年間を通して首都圏を中心としたマスコミに対してパブリシティ活動を行い、
番組制作・雑誌等への掲載を働きかけ、メディアでの露出を確保し、全国への情
報発信を行う。

県外情報発信担当機関相互に情報共有・情報発信手法の調整を図り、より効
果的な情報発信を実施する。
広報課で基幹的な情報発信を担い、旬の話題に応じたタイムリーな情報発信
を行う。

※PR会社へ業務委託。
※委託料は令和３年度１１月補正予算にて債務負担行為を設定済。

20,109

(2) 機動的運用型
情報発信

　緊急性・重要性の高いテーマに柔軟に対応することで、マスメディアなどを活
用した、タイムリーかつ効果的な情報発信を行う。

番組の誘致、著名人のイベントへの招聘（話題づくり）
放送・広告掲載
全国的な訴求力のあるイベントを支援

44,108

(3) マスメディア
等招聘経費

　テレビ番組プロデューサーやライター等メディア関係者を本県へ視察招聘し、
将来番組内での企画で採り上げてもらう。

410

(4) （新）デジタ
ル時代の広報
戦略展開事業

〔継続〕 デジタル時代の鳥取県広報戦略検討委員会経費
　委員会で、広報課題の解決策や中期的な県の広報の在り方を検討する。
〔新規〕 個人のニーズに合わせた情報発信を目的とした広報戦略展開経費
　令和３年度検討委員会での議論を踏まえ、以下の県政広報の改善を行う。
・「パーソナライズ型情報発信（個人が自分自身の取得したい情報を容易に

選択できる情報発信）」を実現するとりネットの改修や、「プッシュ通知
（ユーザーの都度の操作がなくても、スマートフォンのSNSアプリ等を通じ
て、情報がユーザーに配信される仕組み）」を可能とする「届く」広報
ツールの試行的導入　等

3,000

(5) その他事務費 2,810

３　事業目標・取組状況・改善点

　本県の情報や魅力を効果的に発信し本県の知名度や認知度を向上させるため、PR会社を活用したメディアへの
　　働きかけ及びプレスリリース等を効果的に行うことにより、首都圏メディアを通じた情報発信を推進している。
　　また、庁内関係部局との連携や外部専門家の助言を参考にしながら、様々な切り口による発信に努めている。

　情報発信に際しては、SNSの普及を踏まえ、対象に応じ最大の効果が得られるよう、発信内容に応じたツールの
選択を行うこととしている。
　また、令和３年度検討委員会での議論を踏まえ、個人のニーズに合わせた情報発信を目的として県政広報の改
善を行うとともに、中期的な県の広報の在り方についても検討を進める。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
２款 総務費 
 ２項 企画費                       女性活躍推進課（内線：７０７７） 

１目 企画総務費               （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

家族の笑顔をつくる家事シェ
ア・家事負担軽減促進事業 

3,350 4,300 △950 2,150 1,200

トータルコスト 7,293千円 （前年度 8,261千円）［正職員：0.5人］ 

主な業務内容 情報発信、普及啓発 等 

工程表の政策内容 男性の家事・育児、介護等へ参画促進 

事業内容の説明 【「地域女性活躍推進交付金」、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
誰もが地域や職場など様々な場でいきいきと活躍できる社会を目指し、家事、育児、介護等の負担が女

性に偏りがちな状況を解消するため、男性の家事等への参画を促進する取組を行う。 

２ 主な事業内容 
（１）広域的な情報発信・普及啓発事業〔島根県連携事業〕 
   社会全体が男性の家事、育児、介護への参画を当たり前のこととして捉え、応援する機運を醸成する

ため、多様な媒体による広域的な情報発信・普及啓発キャンペーンを行う。(期間:11月１日～11月30日)
（単位：千円） 

区分 予算額 内容 
（新）地元ローカ
ル番組と連携し
た情報発信 

850 テレビ局が島根県と共通であることを利用し、地元ローカル番組内での
コーナー枠を活用した情報発信・普及啓発を行う。 

社会全体の機運
醸成 

850 家事シェアや男性の家事等への参画を手伝いではなく当たり前のこと
として捉え、肯定する情報発信・普及啓発を行う。（テレビCMやウェブ
広告等多様な媒体での広報、特設サイトでの情報発信） 

企業風土の醸成 300 企業トップをはじめ同僚ら働く場の理解を深める情報発信・普及啓発を
行う。（ウェブ広告及び特設サイト等による情報発信） 

（２）男性の家事参画促進事業 

男性の家事参画を促進するため、家庭内での家事分担を進めるきっかけとなる取組を実施する。 
（単位：千円） 

区分 予算額 内容 
（新）「とっとり
家事シェアボー
ド」の作成・配布

500 家事の役割分担を日ごとに書き記すことが可能なボードを作成し、家事
シェアに関するイベント参加者等へ配布することで、家事分担の「見え
る化」、家庭内で楽しく分担を話し合う機会づくりを進める。あわせてボ
ードのフォーマットを県のホームページや SNS で公開する。 

（新）「とっとり
家事シェアポイ
ント」制度 

(2,000) 家事シェアや男性の家事等への参画をテーマとした講座やイベントへの
参加者等へ、電子マネー等への変換が可能な「とっとり家事シェアポイ
ント」を付与する。 
※デジタル支えあい社会推進事業で計上 

「とっとり家事
シェア手帳」を活
用した啓発 

150 家事分担を話し合うきっかけづくりとなる「とっとり家事シェア手帳」
(令和３年度作成)を婚姻届提出時に市町村窓口で配布するほか、県ホー
ムページ・SNS等で上手な使い方等を発信する。 

一緒にご飯を作
ろうキャンペー
ン

400 子どもの頃からの固定的な性別役割分担意識の解消と、男性の家事参画
を進めるきっかけづくりのため、小中学生と男性（父親等）がご飯作り
にチャレンジする写真を募集し、展示するほか、県内スーパーマーケッ
ト等と連携した料理教室を開催する。

家事負担軽減テ
クニックの発信

300 時短家電や家事代行サービス等の有効活用等の家事負担軽減テクニック
を収集し、「家事時短アイデア大賞」を実施するほか、県ホームページ・
SNS 等により発信する。

３ 事業目標・取組状況・改善点 
島根県と連携し、両県共通のイメージロゴやキャッチフレーズを用いた広域広報に取り組むとともに、

男性が家事等へ参画するきっかけとなる取組を進めているところであり、引き続き、家族で楽しみながら
家事シェアできるような仕掛けづくりを行っていく。 
 ※「鳥取県性にかかわりなく誰もが共同参画できる社会づくり計画」に定める目標値 

    ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 100分/日(令和7年度) ← 76分/日(平成28年度) 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
２款 総務費 
 ２項 企画費                       女性活躍推進課（内線：７７９２） 

１目 企画総務費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

女性活躍に取り組む企業支援
事業 

8,312 5,380 2,932 1,148 7,164

トータルコスト 17,775千円 （前年度 14,885千円）［正職員：1.2人］ 

主な業務内容 企業訪問、研修会の実施、補助金交付、実態調査 等 

工程表の政策内容 誰もが働きやすい職場環境づくり、女性活躍に向けた企業の取組の推進 

事業内容の説明                    【「地域女性活躍推進交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 
企業における女性活躍を推進するため、誰もが働きやすい職場環境づくり、女性の人材育成や就業継続に向け

た取組を行う企業を支援し、取組の横展開を図るとともに、企業における女性管理職登用等の実態把握を行う。 

２ 主な事業内容 
（単位：千円）

区分 予算額 内容 

（新）企業の女性
活躍推進モデル事
業

750 初めて女性管理職を登用して女性活躍推進に取り組む企業に対し、コ
ンサルタント派遣等により継続的にサポートするとともに、その取組
の経過や経営上のポジティブな変化等を広く紹介する。 

（新）経営者向け
アンコンシャス・
バイアス対応研修

238 県内企業の経営者等を対象に、固定的な性別役割分担意識や無意識の
思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消に向けた研修を開催す
る。 

女性活躍推進に向
けた課題対応研修 

476 多様な価値観、社会の変化に伴う新たな課題への理解を深める研修の
ほか、男女共同参画推進企業の女性活躍に資する取組や労務関連制度
のフォローアップを行う。 

女性活躍に取り組
む企業支援補助金 

5,080 男女共同参画推進企業が行う誰もが働きやすい職場環境の整備や女性
活躍推進の取組に係る経費の一部を助成する。 
（鳥取県経営者協会への間接補助事業） 

【支援内容】 

項目 対象経費等 対象企業 

①女性の積極採用支援 女性の従業員数が少ない企業の女性の積極採用のために要する経費 
（女性の採用説明会開催経費、女性向け採用パンフレット作成費等）

【補助率1/2、限度額10万円】

認定企業(※1) 

PU企業(※2) 

SU企業(※3) 

②誰もが働きやすい職場環
境整備支援 

誰もが安心して働きやすい職場環境整備に要する経費（女性更衣室、
多目的トイレの整備費等）      【補助率1/2、限度額25万円】

認定企業 

PU企業・SU企業

③女性のキャリアアップ等
支援 

人材育成研修、資格取得等に要する経費（講師謝金、講習料等） 
【補助率1/2、限度額20万円（PU企業）、10万円（SU企業）】

PU企業・SU企業

④離職者雇用奨励金 育児、介護等の理由により離職した女性を正社員として雇用した企業
への奨励金                【1企業あたり30万円】

PU企業・SU企業

⑤育児休業復帰支援 女性が安心して育児休業から復帰、就業継続できるよう育児休業時に
雇用していた代替職員を引き続き雇用する際に要する経費 

【月額上限10万×最長3か月】
PU企業・SU企業

※1 男女共同参画推進企業（認定企業）…家庭との両立に配慮し、誰もが働きやすい職場環境づくりを進める企業［R4.1現在891社］ 
※2 輝く女性活躍パワーアップ企業（PU企業）……認定企業のうち管理的地位に占める女性割合30％以上を目標に人材育成や環境整

備に取り組む企業［R4.1現在316社］ 
※3 輝く女性活躍スタートアップ企業（SU企業）……認定企業のうち管理的地位に占める女性割合15％以上を目標に人材育成や環境

整備に取り組む企業［R4.1現在2社］

（新）企業におけ
る女性の管理職登
用等実態調査

1,768 「管理的地位に占める女性割合」など県内企業における女性活躍の実
態を把握するための調査を行う。 
（対象：従業員10人以上の事業所） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・経済団体や市町村等との連携のほか、専門員による新規開拓やきめ細かなフォローアップを進め、女性
活躍に取り組む企業は着実に増加しており、引き続き、誰もが安心して働きやすい職場環境づくりを進
め、管理的地位で活躍する女性割合の向上を目指す企業を拡大する。 

※「第２次鳥取県女性活躍推進計画」に定める目標値 
輝く女性活躍パワーアップ企業登録数 500社(令和7年度) ← 316社(令和4年1月現在) 
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 令和４年度一般会計当初予算説明資料 
２款 総務費 
 ２項 企画費                      女性活躍推進課（内線：７０７５） 

１目 企画総務費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）日本女性会議 
2022in鳥取くらよし
開催支援事業 

1,000 0 1,000 1,000

トータルコスト 2,577千円 （前年度 0千円）［正職員：0.2人］ 

主な業務内容 補助金交付、大会事務局との連絡調整 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明     

１ 事業の目的・概要 

  男女共同参画に関する国内最大級の会議である「日本女性会議」が、令和４年10月に倉吉市で
開催されるに当たり、大会の成功によって県内の男女共同参画及び女性活躍の機運を一層高める
ため、開催経費の一部を補助する。 

※ 日本女性会議 
男女共同参画社会の実現に向けた課題の解決策を探るとともに、参加者相互の交流の促進

や情報ネットワーク化を目的として、全国から約2,000人が集う国内最大級の会議。 

【日本女性会議2022 in鳥取くらよし】 
＜開催日＞ 令和４年10月28日(金)、29日(土)、30日(日) 
＜主会場＞ 倉吉未来中心 
＜参加者＞ 約2,000人 
＜内 容＞ （１日目）分科会、交流会 

（２日目）開会式、全体会、閉会式 
（３日目）体験型見学 

２ 主な事業内容 

「日本女性会議2022in鳥取くらよし」の開催に係る経費の一部を補助する。 

＜補助金名＞ 日本女性会議2022in鳥取くらよし開催支援補助金 
＜交 付 先＞ 日本女性会議2022in鳥取くらよし実行委員会 

      ＜交 付 額＞ 1,000千円 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・大会の成功により、県内全体の男女共同参画及び女性活躍の機運を一層高める。 
・これまで、男女共同参画センター職員が実行委員会や分科会の企画運営部会に参加し、大会
開催に向けた協力を行ってきた。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
２款 総務費 

 ４項 市町村振興費                    ふるさと人口政策課（内線：７６５２） 

１目 自治振興費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

「ふるさと来ＬＯＶＥとっと

り」関係人口創出事業 
54,374 46,963 7,411 31,697 22,677

トータルコスト 82,764千円 （前年度 75,479千円）［正職員：3.6人］ 

主な業務内容 
委託契約の締結、委託業者との調整、イベント実施、要綱制定・交付決定、関係

団体・企業等との連携、連絡調整など 

工程表の政策内容 

・観光以上、定住未満のつながりで、地域や地域の人々 と多様に関わる「関係人口」の増加を目指すため、県内受け

皿づくり、受入れプログラムの支援や、ワーケーションの推進を行う。 

・移住者の相談体制を充実させるとともに、市町村や民間団体と連携して受入体制の整備・充実を図ることで県外から

の移住定住を促進。特に若年者のＩＪＵターンを促進することにより、若年層の転出超過に歯止めを掛ける。 

・県立ハローワークによる就職者の増加と企業の人材確保に向けた取組の推進

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

コロナ禍でテレワークが急速に普及し、働く場を選ばない概念が広く浸透する中で、都市部を中心

として働き方の変化へのニーズが高まっている。それとともに、都市圏に人口や企業が集中するリス

クが明らかになったことを受け、若い世代を中心に地方への関心が高まっている。 

  東京一極集中の解消に向けて都市部人財を地方に還流させるという動きが強まっている中、企業と

連携したテレワークや兼業などによる「転職なき移住」、ワーケーション、副業・兼業の推進による

幅広い分野での人財誘致の取組を強化し、多様な地域との関わりを促進することで、関係人口の拡大

や、ポストコロナに向けた移住拡大を図る。 

２ 主な事業内容 

（１） 兼業・副業などの新たな働き方支援                  （単位：千円） 

 区分 内容 予算額 

１ とっとり副業兼業プロジェクト

「鳥取県で週１副社長」 
【プロフェッショナル人材戦略拠点委託事業】

副業・兼業を希望する都市部ビジネス人材を県内

に誘致するため、WEBサイトでの求人募集、大企業等

の離・転職者ネットワークへの情報掲載、副業・兼業

人材を活用する企業への交通費助成等を行う。

※プロフェッショナル人材戦略拠点の運営経費は、とっとりプロフ

ェッショナル人材確保事業（県立鳥取ハローワーク）で計上 

20,730 

２【新規】副業・兼業人材活用セ

ミナー 
【プロフェッショナル人材戦略拠点委託事業】

企業等のビジネス人材を副業・兼業により活用する

事例等を紹介するセミナーを開催し、県内企業に人材

活用の方策を啓発する。

1,663 

３【新規】新聞折込広告等による

広報 
【プロフェッショナル人材戦略拠点委託事業】

「とっとり副業兼業プロジェクト」を新聞折込広告

等により紹介し、副業・兼業人材活用を行う事業所

を増やす。 

1,500 

４ 鳥取副業兼業サミットの開催 
【プロフェッショナル人材戦略拠点委託事業】 

県内での副業・兼業をテーマとするリモートセミナ

ーをトークショー方式で開催する。 

4,356 

  計 28,249

（２）先進的なワーケーション推進                     （単位：千円） 

 区分 内容 予算額 

１ ファミリーワーケーシ

ョン全県拡大事業 

民間主体のプログラムを支援することにより、ファミリー

ワーケーションの受入を全県に拡大する。 

＜鳥取県ファミリーワーケーションプログラム造成事業費補助金＞ 

県内の企業・団体におけるファミリーワーケーションプログラムの

造成・実施を支援する。  

 〔補助率〕1/2、〔上限額〕300千円  

＜プログラム造成の伴走支援＞ 

子育て中の都市部人財へアドバイザーを委嘱し、県内の企業・

2,394 
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団体による本県の特色を生かしたファミリーワーケーションプログラ

ムの造成を支援する。 

２ 地域課題を解決する鳥

取型福業モデルプログ

ラム推進事業（とっと

り翔ける福業） 

都市部の企業人財に影響力がある企業と連携し、都市部人

財が地域の自治体・企業とともにオンラインや地域でのフィ

ールドワークを通じて、多様な関わり方（自治体・企業でのプ

ロボノや“ノウハウ・スキル”の提供に対して鳥取県の特産品

で返礼する仕組み等）で課題解決を行うモデルプログラムを

実施する。 

10,500

３ とっとりとの多様な

関わり方発信事業 

都市部在住者に本県との関わりをもってもらうため、福業

を始めとしたワーケーション、プロボノ、二地域居住などの、

とっとりとの多様な関わり方を広く発信する。 

1,000 

４【新規】とっとりワーケー

ションネットワーク協議

会運営補助金 

交流先や受入プログラム等を紹介するコンシェルジュ機能を

担う自治体・地域DMOや県内関係事業者で組織する「とっとりワ

ーケーションネットワーク協議会」への事業運営補助を行う。 

 1,000 

５ ワーケーション実施

企業支援事業費補助

金 

県外企業・団体が行う本県でのワーケーションにおける県内

企業・団体等の人財や地域との交流等を推進し、関係人口の

創出・拡大を図る。〔補助率〕1/2、〔上限額〕1泊5千円

375 

６ オンラインワーケー

ションセミナー 

地方へのサテライトオフィス設置や地方でのリモートワーク等を検

討する企業等を対象に、本県でワーケーションを実施する魅

力が伝わるセミナーをオンラインで開催する。 

   400 

  計 15,669 

（３）「転職なき移住」支援                         （単位：千円） 

区分 内容 予算額 

【新規】「転職なき移住」
等移住支援事業補助金

企業と連携した「兼業・副業・転職なき移住」などの「新たな働き方」に

よる都市部から本県への移住に係る経費（転居費・リモート

通信経費等）を支援する。    １人当たり上限300千円 

4,500

（４）都市部等からの人財呼込みに向けたツアー事業               （単位：千円） 

区分 内容 予算額 

都市部からの人財の呼込みに向けたセミナー・

ツアー等の実施（転職なき移住、ワーケーショ

ン、兼業・副業等）

転職なき移住や、都市部企業人財に対するワ

ーケーション、兼業・副業促進に向けたツアー

を実施する。 

 2,500 

（５）ネットワーク形成 3,456千円 

「ふるさと来LOVEとっとり」メンバー制度による都市部人財のネットワーク化・「ふるさと来LOVEと

っとり」新規メンバー獲得のための県内若者との交流会を実施する。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

都市圏等在住者を受け入れて地域の活性化に取り組む地域・団体数 

       30団体（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】 

     ＩＪＵターンの受入者数 12,500人（R2～R6年度）【令和新時代創生戦略】 

    （令和２年度実績：2,136人、令和３年度上半期実績：919人） 

（２）取組状況・改善点 

・オンライン移住イベントやオンライン移住相談等を導入し、いち早くWEBを積極的に活用したＰＲを

スタートするとともに、兼業・副業、「転職なき移住」などによる本県への移住に向けた取組を行って

きた。今後も、移住定住を促進する関係機関とも連携し、移住潜在層の掘り起こしを行い、その後の

相談対応や実際の移住につなげていく。 

・都市での経済重視から地方における生活重視への価値観の変化による新たな働き方の変化へのニー

ズの高まりにいち早く対応し、都市部企業に影響力のあるプラットフォームと連携した先進的なワー

ケーションプログラムの実施や、全国初のファミリーワーケーションプランナー委嘱による都市部人

財の活用等の「ふるさと来ＬＯＶＥ（クラブ）とっとり」プロジェクトの推進により、コロナ禍にお

いても積極的に代替え手段を活用し関係人口を創出・拡大し、地域や県内企業の活性化、将来の移

住・企業のサテライト誘致などにつながる施策を展開した。 

今後は、複業とワーケーションとを組み合わせた地域課題解決型ワーケーションやファミリーワー

ケーションの推進により、都市部の企業人財との継続的な関係人口の創出・拡大を推進していく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２３７） 

１目 観光費 （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳             備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

健康のびのびアウトド
アツーリズム事業 

28,880 15,112 13,768 17,706 11,174

トータルコスト 32,823千円（前年度19,073千円）［正職員：0.5人］ 

主な業務内容
鳥取でのキャンプ「とりキャン」の魅力発信、アウトドアメーカーとの連
携による発信、補助事業の実施 

工程表の政策内容 観光キャンペーンの展開等による鳥取県の認知度の向上 

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 
自然を楽しむ体験観光の注目度が全国的に高まっていることから、新しい時代の鳥取のアウ

トドアツーリズムを様々な形で打ち出していくことで、観光誘客を図る。 

２ 主な事業内容                             （単位：千円）

区分 内容 予算額 

１ 
鳥取でのキャンプ「とりキ

ャン」の魅力発信 

キャンプ場検索・予約サイトと連携し、鳥取でのキャンプ「と

りキャン」の魅力を発信し、県内への誘客及び県内観光地

等の周遊を促す。 
5,000 

2 
アウトドアツーリズム県・鳥

取の発信 

アウトドア情報誌への掲載等を通じ、鳥取県がアウトドアツ

ーリズムに適した県であることを発信し、新たなブランドイメ

ージを展開していく。 
1,848 

3 
（新）キャンプ場利用環境

改善支援事業補助金 

県内キャンプ場の利用環境のレベルアップを図るための

設備整備等に要する経費の一部を支援する。 

（補助率：1/2、補助上限額：2,000千円） 
15,000 

4 
オールシーズンリゾート促

進事業 

（１）スキー場等における冬季以外の観光プログラムの充

実に取り組んでいる先進地事例の研修会開催等 

（２）オールシーズンツーリズム普及促進支援補助金 

雪に依存しない新たなメニュー造成に必要な器材の購

入経費等を補助 （補助率：1/2、補助額上限：2,000千円）

3,900 

5 
鳥取県着地型観光・体験

情報発信事業補助金 

大手体験予約サイトにおいて、体験アクティビティ及び本

県観光の魅力を発信するための経費を補助 

  （実施主体：県観光連盟、補助率：10／10） 
3,132 

合  計  28,880

３ 事業目標・取組状況・改善点 
豊かな自然を活用したアウトドアツーリズムへの観光客のニーズが高まっており、本県で体

験可能なキャンプやアウトドア体験の魅力を新たに情報発信するとともに、新たに県内キャン
プ場事業者が行う魅力あるキャンプ場の施設整備等に係る経費の一部を支援することにより、
更なる本県への観光誘客、県内周遊につなげていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２７３） 

１目 観光費                （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

ポストコロナ時代の
新たな観光推進事業 

72,130 7,000 65,130 69,730 2,400

トータルコスト 76,862千円（前年度11,753千円）［正職員：0.6人］ 

主な業務内容 補助金事務、連絡調整業務

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信

事業内容の説明  【「地方創生推進交付金」、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
中長期滞在者やリピーターなど新たな観光市場開拓を図り「何度も地域に通う旅、帰る旅」の促進

や、県内の特定地域における魅力的な滞在型観光エリアづくり、民間事業者による高付加価値化・リ
ピーター・富裕層獲得のための新たなコンテンツ造成に対する支援を行うこと等により、本県の観光
振興を図る。 

２ 主な事業内容 （単位：千円）

区分 内容 予算額 

１ (新)新たな観光市場開

拓・ニーズ対応推進事

業（第２のふるさとづ

くり事業） 

地方における自然体験や田舎回帰、地域課題への貢献に関

心を持つ方が増えている（新たな観光市場）中で、これら

の活動に関心を持っていただくことで中長期滞在者やリピ

ーターなどを増やし「何度も地域（第２のふるさと）に通

う旅、帰る旅」を促進する。 ※国予算（10/10）活用 

34,100 

２ 滞在型観光エリアづく

りの取組を促進するた

めの研修会開催 

滞在型観光エリアの候補となり得る地域の鍵となる人材育

成を図るため、滞在型観光の先進地域に携わった講師を招

聘した研修会を開催する。（全体研修会、個別相談会、候

補地視察） 

800 

３ 魅力ある滞在型観光エ

リアづくり推進事業 

県内観光事業者等による滞在型観光エリアづくりに要する

経費の一部を支援する。 

〇補助率等：２／３以内（限度額2,000千円） 

4,000 

４ (新)ＸＲ(※)の活用な

ど「新しい体験型コン

テンツ」造成支援事業 

新たな技術を活用するなど山陰固有の体験観光コンテンツ

を造成する民間事業者に経費の一部を支援する。【山陰両

県若手職員交流・連携プロジェクト】 

〇補助率等：２／３以内（限度額5,000千円） 

15,000 

５ (新)観光コンテンツ造

成支援事業 

多様化する観光ニーズに応えられる新たなコンテンツ造成

や既存コンテンツの磨き上げを行う民間事業者に経費の一

部を支援する。 

〇補助率等：２／３以内（限度額2,000千円、既存コンテ

ンツの磨き上げについては限度額1,000千円） 

15,000 

６ (新)観光ガイドマップ

のデジタル化支援事業 

公益社団法人鳥取県観光連盟の公式ホームページ内に配置

されているデジタルマップについて、観光情報の拡充を行

うことにより観光パスポート「トリパス」のサービスと連

動させ、旅行者の周遊性を高める。 

〇補助率：１／２ 

3,230 

合計 72,130 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
長期滞在につながる魅力的な観光エリアを創造していくエリアコーディネーターを中心とした体制を

県内の複数エリアで構築し、観光消費額の増加につなげていくとともに、付加価値の付く新たな観光
コンテンツや既存コンテンツの磨き上げ等を行うことにより、県内への誘客を図る。 

※ＸＲ(ｸﾛｽﾘｱﾘﾃｨ)とは、現実世界と仮想世界を融合することで、現実にはないものを知覚できる技術の総称をいう。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２７３） 

１目 観光費               （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）おもてなし日本
一鳥取づくり推進事
業 

5,000 0 5,000 5,000 0

トータルコスト 5,789千円 （前年度 0千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 研修会開催及び補助金事務等 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 

事業内容の説明    【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

   観光客の満足度を高め、再訪を促すため、県内観光事業者・団体がおもてなしのスキルアップ

を図る取組（コンシェルジュ、ストーリーテラー、ガイドの養成等）を支援する。 

   県内観光地のおもてなし度点検やおもてなし研修会を実施するとともに、観光事業者が行う

おもてなしスキルアップへの取組に対し支援を行う。 

２ 主な事業内容                             （単位：千円） 

 区分 内       容 予算額 

１ 民間団体と連
携した県内観
光地のおもて
なし点検、研
修会の開催  

観光客の満足度を高め、リピーターを増やすため、お

もてなし向上に取り組む民間団体や、本県に移住する客

室乗務員等とも連携し、県内観光施設におけるおもてな

し度点検や、おもてなし研修会等を実施する。 

【具体的内容】 

・接遇スキル研修 

・トラブル対応に係る研修 

・サービス品質向上等に関するセミナー・提案 等 

2,000 

２ 観光客の消費
拡大につなげ
るおもてなし
スキルアップ
推進事業補助
金 

県内の観光事業者・団体が、おもてなしスキルアップ

を図るために専門講師等の派遣を受けておもてなしを向

上させる取組を支援する。（補助率１／２） 

3,000 

合         計 5,000 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
県内観光地のおもてなしが地域の魅力との一つとなるよう、おもてなしのスキルアップに向

けて観光事業者と連携して取り組み、リピーターの獲得、知名度向上を図る。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２７３）

１目 観光費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）とっとりサウナ
ツーリズム推進事業 

4,400 0 4,400 4,400

トータルコスト 9,920千円 （前年度 0千円）［正職員：0.7人］ 

主な業務内容 
とっとりサウナツーリズムの魅力発信、委託・補助金事務、関係機関との 
連絡調整 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 

事業内容の説明     【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 
  コロナ禍において、アウトドアブームと相まってサウナの人気が高まっている。 

本県の豊かな自然や温泉地、サウナ施設等を活用した誘客を図るため、「ととのう とっとり サ

ウナ旅」をテーマとし「とっとりサウナツーリズム」の推進に取り組む。 

「ととのう とっとり サウナ旅」とは、サウナ環境（自然、温泉地、サウナ設備、催し、 

熱波師(※)）が整った鳥取県での癒しの旅のこと。 

２ 主な事業内容 
 （単位：千円） 

 区分 内容 予算額 

１ 「温泉や食＋サウナを

巡るツーリズム」の促

進 

日本全国のサウナーに影響力のある熱波師ととも

に温泉地やサウナ施設を巡るモデルコースを造成

する。 

1,500 

２ 民間事業者と連携し
た「とっとりサウナツ
ーリズム」のＰＲ 

とっとりサウナツーリズムの魅力を全国に強力に

発信する県内の民間事業者によるサウナイベント

やアクティビティ等に対し、情報発信等の経費を支

援する（補助率 1/2）。 

2,000

３ サウナ専門サイトに
よる情報発信 

ホームページとＳＮＳにより、自然豊かな鳥取県の

サウナで心身がととのうイメージを演出しながら、

県内温泉地やサウナの特徴、楽しみ方、周遊モデル

ルート、イベント情報等を発信するとともに、県産

品や県オリジナルサウナ啓発グッズが当たるプレ

ゼントキャンペーンを実施する。 

900 

 合計 4,400

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・  県内在住熱波師を「とっとりサウナＣＥＡ（Chief Executive Aufgusser 最高経営アウフギー 

サー）」に任命するとともに、県内のサウナや温泉施設の情報を発信する特設サイトを開設した。

・  引き続き、民間事業者や市町村等と連携して、サウナ環境が整った鳥取ならではの癒しの旅

「ととのう とっとり サウナ旅」を強力に発信、推進し、本県への観光誘客、県内周遊につな

げる。  

※熱波師とは、熱せられたサウナストーンにアロマ水などをかけて蒸気を発生させ（この行為をロウリュと

いう）、タオルなどを駆使して立ち昇った蒸気を仰いで熱風を浴びせる行為（この行為をアウフグースとい

う）を行う人のこと。アウフグース（ドイツ語 aufguss）は、ドイツ発祥のサウナの入浴方法の一つであ

り、熱波師をアウフギーサーともいう。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２７３） 

１目 観光費  （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

旅情あふれる「鳥鉄
の旅」創造事業

21,867 11,867 10,000 17,600 4,267

トータルコスト 29,753千円（前年度19,788千円）［正職員：1.0人］ 

主な業務内容 関係機関との連絡調整、補助金・負担金交付事務、契約事務 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 

事業内容の説明     【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 
「瑞風」「銀河」「あめつち」「昭和・八頭・若桜号」といった観光列車をはじめ、鉄道沿線に広が

る農山漁村、懐かしさを感じる駅舎などを鉄道で巡る旅「鳥鉄の旅」の取組を推進し、本県への観光誘

客を図る。 

２ 主な事業内容                             （単位：千円）

区分 予算額 内容 

（１）鳥鉄の旅ツアー創造支援事業 7,000

雑誌等を使ったＰＲ及び鳥取全路線

旅創造 
5,000

駅・街頭等でのイベント出展、観光列車「あめつち」や「昭和・

八頭・若桜号」「あまつぼし」を使った鉄道の旅の雑誌広告・記事

掲載、ＳＮＳ等を使ったネット広告による情報発信を行う。 

駅の御朱印「鳥鐵駅印」及び鳥鐵駅印帳を作成し、県内のレト

ロやノスタルジック溢れる車両、駅舎等を情報発信するととも

に、鳥取全路線旅を創造する。 

ＪＲ西日本と連携した観光イベント

の開催等 
2,000

ＪＲ西日本と連携した駅頭観光誘客イベントの開催、ＪＲ西日

本月刊情報誌「西ＮＡＶＩ」等への記事掲載など情報発信を行う。

（２）（新）ＪＲ西日本と連携した誘

客・鉄道利用の促進 
10,000

ＪＲ西日本と連携し、「銀河」「あめつち」等の鉄道を利用した

ツアー造成、限定ノベルティ作成等に取り組む。 

（３）鳥鉄の旅魅力造成支援事業 2,600

鉄道沿線おもてなしや、県内のＪＲ、若桜鉄道、智頭急行等に関

連した鉄道観光メニューの造成、観光素材の磨き上げを行い、鳥取

県内ならではの鉄道の旅を楽しむ魅力づくりを支援する。 

(取 組 例)観光ガイド育成、停車駅等での郷土芸能披露、沿線の景

観整備など 

(補助概要)補助対象者：県内鉄道事業者、観光事業者、市町村 

    補助上限：500千円（補助率1/2） 

（４）観光列車運行対策事業 2,267

島根県、ＪＲ西日本と連携したおも

てなしの取組 
1,000

ＪＲ西日本の長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」の再度の山陰方

面への運行に合わせて、島根県・ＪＲ西日本と連携したおもてなし

の取組を推進する。 

東浜駅周辺環境整備に係る補助金 

※平成28年度に債務負担行為設定済
1,267

東浜駅周辺トイレ、レストラン等の環境整備に係る町実質負担

に対して支援する（支援対象：岩美町）。 

合  計 21,867

３ 事業目標・取組状況・改善点 
  「瑞風」「銀河」「あめつち」「昭和・八頭・若桜号」といった観光列車をはじめ、鉄道沿線に広
がる農山漁村、懐かしさを感じる駅舎などを鉄道で巡る旅「鳥鉄の旅」の取組を推進し、本県への
観光誘客を図る。 

ＪＲ西日本、第三セクター鉄道会社（智頭急行、若桜鉄道）と連携した情報発信やＪＲ西日本の新た

な長距離列車「WEST EXPRESS 銀河」を用いた広報などにより「鳥鉄の旅」の認知が高まってきたとこ

ろであり、今後さらに関係者間の連携を強化しながら、地域をあげての観光列車へのおもてなし機運の

醸成や鉄道施設・沿線周辺の観光素材の磨き上げを行い、鉄道をテーマとした鳥取ならではの旅の創造

による誘客を促進する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                          観光戦略課（内線：７２３９） 

１目 観光費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

教育旅行誘致強化事業 18,995 10,739 8,256 18,995

トータルコスト 19,784円 （前年度 11,531千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 関係機関等との連絡調整 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

鳥取ならではの地域資源と、各分野の人材等を活用した体験型教育旅行商品の開発・普及を促

進し、鳥取の魅力を来県する児童生徒に伝えることにより、鳥取ファンやリピーターの獲得・拡

大を目指す。 

２ 主な事業内容 

（１）教育旅行誘致を目的とした宿泊助成 7,995千円 

本県での教育旅行受入を積極的に進めるため、宿泊費助成を設け、教育旅行の誘致促進を図る。

補助対象者   県外の小、中、高等学校 

補助額等     宿泊延べ人数×１千円（上限300千円／校） 

（２）体験型教育旅行誘致促進業務補助金 11,000千円 

教育旅行の誘致拡大に向け、視察旅行の開催等の積極的な売り込みを図るとともに、体験型教

育旅行の受入機能を強化する等の受地体制整備に取り組む鳥取県教育旅行誘致促進協議会に対

し、運営費等を補助する。 

・鳥取県教育旅行誘致促進協議会運営費（観光関係団体等の受地体制整備、体験型教育旅行の

誘致活動） 

・教育旅行誘致コーディネーターの配置 

・（拡）教育旅行向け新規メニュー開発 

・（新）来鳥児童生徒への「とっとりウェルカニ会員証（仮称）」の発行 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・ 平成 30 年度より、鳥取県観光連盟に教育旅行コーディネーターを配置し、県内で一体となった誘

致活動や体験メニュー造成、宿泊費助成により、誘致校数・人数は順調に増加している。 

・ コロナ禍にあって延期・中止が相次いだものの、都市部を敬遠する傾向があるため、自然豊かで感

染者数が少なく、密になりにくい本県への教育旅行のニーズは高まり、緊急事態宣言解除以降一気に

増加し、令和３年度は過去最高の84校約9,500人が来県した。 

・ 今後、コロナの収束とともに元の旅行先に戻るのではなく、引き続き鳥取県への教育旅行誘致を強

化するため、これまでのアクティビティ等の体験メニューを強化するとともに、ＳＤＧｓ、環境、平

和など新しい学習的要素のメニュー開発、素材の磨き上げを行う。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２３７） 

１目 観光費    （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 

財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 

一般財

源 

鳥取砂丘活性化・魅
力向上プロジェクト 

109,887 7,500 102,387 47,793
<28,000> 

36,000 
26,094 

県負担額 

54,094 

トータルコスト 120,139千円（前年度8,292千円）［正職員：1.3人］ 

主な業務内容 補助金交付事務、委託、工事発注、関係団体等との連絡調整等

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
新型コロナウイルスの感染拡大以降、国立公園を始めとする自然公園の価値が改めて見直されて

いることから、鳥取砂丘の観光振興や魅力向上に向けた取組、公園利用者の受入環境の整備等を一
体的に進め、鳥取砂丘の魅力向上に向けたソフト及びハードの一体整備を鳥取市と連携して進める。 

  なお、本プロジェクトは、「鳥取砂丘の観光振興、活性化及び保全における鳥取県と鳥取市との
連携協約」による調整等を踏まえ実施する。 

２ 主な事業内容

（１）「鳥取砂丘イリュージョン」に対する支援 

       観光入込客が減少する冬期に県内外からの誘客を図るため鳥取砂丘で実施しているイルミネ

ーション事業に対して支援を行う。

区分 内容 

補助対象者 鳥取砂丘イリュージョン実行委員会 

事 業 内 容 電球購入、電飾取付・撤去、イベント実施等 

補 助 率 １／２ ※鳥取市も同率で補助予定

予 算 額 7,500千円 ※鳥取市も同額を補助予定

（２）「日本一のすなば」魅力まるごと事業負担金（鳥取砂丘未来会議への負担金） 
    鳥取砂丘未来会議が公募し、採択したイベントについて、鳥取砂丘内での法令上の手続き、

広報及び経費の支援を行う。 

区分 内容 

募集対象 ・鳥取砂丘の自然体験を通じ、砂丘の魅力を学習するイベント 
（すなばを通じた教育、県民の砂丘魅力再発見、砂丘ガイドの育成） 
・鳥取砂丘特に西側エリア（多鯰ヶ池含む）の利活用を促進し、インバウンドを
含めた観光の滞在につながるイベント 

実施主体 団体等（非営利公益活動団体、地域住民組織、民間事業者、個人等） 

補助率等 １年目：４/５  ２年目：２/３  ３年目：１/２ 
［補助年数上限］３年間 ［補助上限額］1,000千円/年   

予 算 額 6,800千円 ※鳥取市も同額を負担予定 

【令和４年度 支援内容拡充（案）】 
鳥取砂丘の４エリア（西側・東側・中央・多鯰ヶ池）のうち２エリア以上を活用し、周遊させる

事業については連携推進枠として、支援を拡充する（補助上限額を150万円（現行：100万円））。 
※鳥取市との連携協約を受け、鳥取砂丘未来会議で実施する「日本一のすなば」魅力まるごと事
業補助金」の制度拡充し、鳥取砂丘全体の周遊・滞在時間の延長を図る。 

※なお、拡充（案）については、今後、鳥取市と調整し、鳥取砂丘未来会議に諮る予定。 
（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。
   備考欄の県費負担額は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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(３）鳥取砂丘西側地区の受入環境整備 
   アフターコロナを見据えた公園利用者の受入環境の整備を進める。

（単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 

鳥取砂丘西側整

備 

〇自然環境整備交付金（国立公園）［国庫 1/2］ 
・県休憩舎改修工事(67,503) 

・県休憩舎展示工事(4,584) 

・中国自然歩道支線設計、工事(12,900) 

84,987

鳥取砂丘エリア

サイン整備 

〇国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業補助金［国庫 1/2］ 

・エリアサイン設置(7,000)  

7,000

多鯰ヶ池自然探

勝路整備 

〇国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業補助金［国庫 1/2］ 

 ・自然探勝路整備設計(3,600)  

3,600

合 計 95,587

３ 事業目標、取組状況、改善点 
【事業目標】 

鳥取砂丘周辺の受入環境の整備や景観の保全に取り組み、鳥取砂丘への来訪者の満足度を向
上させる。 

【取組状況・改善点】 
・ 平成15年度から始まった鳥取砂丘イリュージョンは、冬季の観光素材として、冬の鳥取砂
丘の風物詩となっている。 

・ 鳥取砂丘の魅力向上の取組については、平成12年から鳥取砂丘新発見伝事業を行っており、
県民主導のイベント展開で、砂丘の新たな魅力の認知・定着化を図り、一定の成果が出てい
るところ。砂丘の活用を時流に応じて高めていくこと、予算規模の見直し等が必要なことか
ら、令和２年度に新たに「日本一のすなば」魅力まるごと事業を立ち上げた。 

・ 鳥取砂丘東側で、環境省により鳥取砂丘ビジターセンターが整備され、鳥取県ではスロー
プ階段、公衆トイレの改修など、受入環境の整備を進めてきた。また、鳥取砂丘エリア国立
公園利用拠点計画（令和２年２月策定）に基づき、官民連携して鳥取砂丘周辺の受入環境の
整備とインバウンド促進に取り組んでいるところ。本年には、連携協約に基づく県市連携協
議会を開催し、令和４年度に鳥取県・鳥取市それぞれで検討している鳥取砂丘西側整備事業
などの取組について共有し、連携強化を確認した。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２３７） 

１目 観光費 （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

世界に誇れる「星取県」

づくり推進事業
16,300 13,800 2,500 15,800

（寄付金）

500
0

トータルコスト 24,186千円（前年度21,721千円）［正職員：1.0人］ 

主な業務内容
星取県にかかる情報発信、受入体制整備・星空メニュー開発、関係機関との
連携・連絡・調整 

工程表の政策内容 観光キャンペーンの展開等による鳥取県の認知度の向上 

事業内容の説明     【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
国内外における星取県の認知度及びブランドイメージ向上を図りつつ、星取県ならではの星空

関連体験の充実を図り、県全域の観光振興等につなげていく。ウィズコロナ期において、密を避け
て屋外で楽しめる星空観光は有望であり、県内各地で行われる多様な星空関連体験の発信に力を
入れる。 

２ 主な事業内容                             （単位：千円） 

区分 予算額 内容 

（１）星空観光メニュー開発 

ニューツーリズム普及促進支援補

助金（星取県推進型） 3,600 
星空を活用した観光メニューを造成する事業者に対し助

成を行う。〔補助率：2/3、上限額：1,000千円〕 

星空案内人材育成 500 
全国で成功している観光プログラムのガイドを招聘し、お

宿や観光事業者がそのノウハウを学ぶ場を提供する。 

（２）星取県の情報発信・ブランドイメージ向上 

SNSを活用したプレゼントキャンペ

ーンの企画・運営 1,000 

インスタグラム等への写真投稿により応募してもらい、抽選

で星取県オリジナルグッズや特産品等をプレゼントする。 

メディア等とのタイアップによる情

報発信 11,200 

ウェブや雑誌などのメディア等とのタイアップにより情報

発信を行うとともに、バーチャル空間等を活用した星空

体験型VR等コンテンツを制作する。また、星取県特設ウ

ェブサイトを引き続き運営する。 

合  計 16,300  

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・ 「星取県」が全国で広く認知されるとともに、星取県ならではの魅力的な星空観光メニュー等
が多く造成・提供されることで、観光誘客に資することを目標とする。

・ 平成29年度から、星空を観光振興、環境教育、地域づくり等に活用する「星取県」の取組を開
始した。県内では官民双方による情報発信やイベント開催、星空を楽しむ観光プログラムの実施
が増え、地域全体に星取県関係の動きが広がりつつある。 

・ 令和３年度は、メディアや雑誌を活用した星取県の発信に加え、星取県を訪れた際に体験でき
る星空体験メニューのレポート記事をＷＥＢ配信し、本県の星空観光の魅力発信を行った。 

・ また、民間事業者では鳥取砂丘を月面に見立てた砂丘月面体験が星取県の新たな観光コンテン
ツとして誕生するなど、引き続き、官民双方による情報発信やイベント開催、星空を楽しむ観光
プログラムを実施することにより、事業効果を高めていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

７款 商工費 
 ３項 観光費                         観光戦略課（内線：７２３７） 

１目 観光費 （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

「蟹取県へウェルカ

ニ」誘客促進事業
32,427 32,427 0 32,427

トータルコスト 40,313千円（前年度40,348千円）［正職員：1.0人］ 

主な業務内容 キャンペーン企画、業務委託事務、広報業務 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信 

事業内容の説明
１ 事業の目的・概要 

「鳥取県＝カニ」の認知度向上及び宿泊観光誘客の拡大のため、カニシーズンの到来に合わせて
「蟹取県ウェルカニキャンペーン」を展開し、首都圏をはじめとする全国に向けた情報発信を実施
しメディア露出を図ることで本県への誘客につなげる。 

２ 主な事業内容                             （単位：千円） 

区分 予算額 内容 

「蟹取県ウェル
カニキャンペー
ン」の実施 

8,725
キャンペーン期間中（令和4年9月1日～令和5年2月28日）、県内の
対象施設に宿泊した方の中から毎月抽選で100名に「鳥取県の旬の
カニ」をプレゼントする。 

情報発信 23,702

・パンフレットやポスター等キャンペーンPRツールの作成、 
ツイッターやインスタグラム、フェイスブックなどSNSと連動し
た特設WEBサイトの構築によりキャンペーン情報を発信する。 

・首都圏において蟹取県及びキャンペーンのPRイベントを実施す
る。 

・話題化を図るための動画制作や県内周遊を促進する企画等を実
施する。 

合計 32,427

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・平成26年度から開始した「ウェルカニキャンペーン」を基軸とし、「蟹取県」「カニ＝鳥取」のイ
メージや本県の観光地としての魅力を全国に発信することで、秋冬期の本県への旅行需要創出
及び観光誘客を図る。 

・キャンペーン期間中「蟹取県」「ウェルカニ」をキーワードに、テレビ、新聞、ＳＮＳなど各メ
ディアでの露出及び「鳥取県＝蟹取県」「カニの水揚げ量日本一」の認知拡大につなげた。 

・今後も継続して「蟹取県」「ウェルカニ」を切り口とした取組を県内観光・水産関係者等と共に
連携し情報発信していくことでメディア露出の機会を増やし、首都圏をはじめ全国からの継続
的な誘客促進につなげていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                          観光戦略課（内線：７２３９） 

１目 観光費    （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

サイクリストの聖地鳥取県
整備事業（サイクルツーリ
ズム推進事業） 

46,401 33,876 12,525 41,151 5,250

トータルコスト 53,498千円 （前年度 41,005千円）［正職員：0.9人］ 

主な業務内容 関係機関等との連絡調整 

工程表の政策内容 魅力ある観光地づくりと戦略的観光情報の発信、外国人観光客の受入環境の整備

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」、「地方創生推進交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
県内外のサイクリストに安心快適にサイクルツーリズムを楽しんでいただくとともに、県内サイクリング

ルートのナショナルサイクルルート（ＮＣＲ）指定を目指すため、候補ルートの走行環境及びサイクリスト
受入環境の整備を行う。 

  また、鳥取うみなみロード等サイクリングルートの観光活用、サイクルツーリズム推進の気運醸成を図る
ため、県内サイクリングルート、サイクリスト支援体制等の情報発信を行うとともに、サイクリングイベン
トを実施する。 

※ナショナルサイクルルート：走行環境、受入環境等に係る国が定める要件を満たし、日本を代表し、世界に
誇りうるサイクリングルート。

２ 主な事業内容                             （単位：千円）
区分 内容 予算額

1 ナショナルサイ
クルルート指定
に向けた取組 

安全・快適に走行するための路面標示等の整備計画を策定し、
走行環境の整備を進める。 
また、コンビニエンスストア、飲食店へのバイクスタンド、修

理工具等の設置、自転車の屋内保管等サイクリスト向けサービ
スを提供する鳥取県版サイクリストに優しい宿の認定を行うと
ともに、多様な交通手段に対応したゲートウェイ整備に向けた
支援、地域の魅力を紹介するサイクリングガイドの養成を行い、
受入環境の整備充実を図る。 
さらに、県内サイクリングルートを活用したイベントを実施

し、魅力を広く発信する。 

25,024

2 サイクルツーリ
ズムの全県展開 

サイクリングイベントでのレンタサイクル調達に係る経費に
対する支援（補助率1/2：上限200千円）、レンタサイクル拠点の
整備に係る経費に対する支援（補助率1/2：上限1,000千円）を行
うとともに、交通機関と自転車が連携した新たな取組を支援す
る。 
また、鳥取河原自転車道及び倉吉東郷自転車道の修繕により、

安全・快適な走行環境を整備する。 

17,877

3 広域連携・情報
発信 

中国地方が魅力的なサイクリングエリアとなることを目指し、中
国５県が連携して受入環境の整備等に取り組むとともに、近県
サイクリング大会におけるＰＲ等の情報発信に取り組む。 

3,500

合計 46,401

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・ 県内外のサイクリストに安心快適にサイクリングを楽しんでもらえるよう、サイクリスト支援体
制の整備を進めるとともに、県内サイクリングルートの利用促進に向け、鳥取うみなみロードを活
用したサイクリングイベントを開催する。 

 ・ 県西部地域においては、歴史あるサイクリング関連イベントが複数開催されているほか、サイク
リングルートへの案内標示や休憩スポットの整備など、東・中部に先行してサイクルツーリズムの
取組が進められてきた。 

・ 鳥取うみなみロードの整備により、西部地域でのサイクリング振興の機運を中部、東部地域へ拡
げていく流れが加速し、サイクリスト目線での更なる受入環境の充実を進めてサイクルツーリズム
の全県展開を推し進めていくとともに、中国地方５県による広域連携でのサイクルツーリズムの推
進の取組も活用し、近隣地域とも連携したサイクリスト相互誘客を図る。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

７款 商工費 
３項 観光費                       観光戦略課（内線：７２３８） 
１目 観光費     （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

外国人観光客受入環境
整備事業  

20,850 22,450 △1,600 20,850

トータルコスト 24,004千円（前年度 25,618千円）［正職員：0.4人］ 

主な業務内容 関係機関との連絡調整、広報、補助金・負担金交付業務 

工程表の政策内容 外国人観光客の受入環境の整備 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

  本県が国際的な観光地としての魅力を高め、国内外から多くの観光客が訪れる国際リゾート地として

発展することを目的に、アフターコロナを見据えながら、訪れる外国人観光客の利便性を図るとともに

官民が一体となって県内の『おもてなし』機運を醸成して受入環境整備を図る。 

２ 主な事業内容                               （単位：千円） 

区    分 予算額 内    容 

(1)外国人観光客倍増促進
補助金 

12,000

県内宿泊施設、観光施設等における外国人観光客の受入環
境整備に対する取組を支援する。 

補助金名 鳥取県外国人観光客倍増促進補助金 

補 助 

対象者 

市町村・広域連合、県内民間事業者（市町村・広域連合

は案内看板の多言語化のみ対象） 

補助率 １／２（上限1,000千円） 

補助 

対象 

経費 

・外国人観光客受入のための研修会開催 
・案内ツール（ＨＰ・パンフレット等）の多言語化 
・外国語表記看板、電子マネー等のキャッシュレス決済

対応機器、音声翻訳を行うためのタブレット端末等の
設置 

・Wi-Fi環境整備 
・消費税免税店舗の開設等に要する経費（パスポートリ

ーダー等の物品購入費等） 
・ムスリム観光客のための環境整備 
・両替及びモバイルサービス等導入 
・災害時における外国人観光客対応（多言語案内ツール

の作成、対応訓練、非常用電源の設置等） 

(2)観光施設等の多言語対
応の充実・利便性の向上 

850 多言語電話通訳サービスを提供する。（通年） 
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３ 事業目標・取組状況・改善点 

外国人観光客の受入環境の整備や海外に向けた誘客活動を促進することにより、国際リゾートと

しての本県の魅力向上と世界への情報発信を図り、本県を訪れる外国人観光客を増加させることを

目標とし、県内宿泊施設をはじめ、観光施設等のWi-Fi環境整備、ホームページの多言語化、外国語

表記看板等に対する支援のほか、多言語電話通訳サービスの提供等を行っている。 

また、外国人に加え、高齢者や障がいのある方にも旅行を楽しんでいただけるように、宿泊施設の

魅力向上に向けた取組（ユニバーサル化やトイレの洋式化、ペットとの宿泊やサイクリスト向けの環

境整備等）にサウナツーリズム推進事業を加えて、あらゆる観光客が快適に宿泊できる施設の充実を

図る。 

区    分 予算額 内    容 

(3)宿泊施設魅力アップ
事業補助金 

8,000

補助金名 鳥取県宿泊施設魅力アップ事業補助金 

補助 

対象者 

県内旅館・ホテル等の宿泊施設（温泉旅館組合・ホテ

ル旅館組合は観光客受入のための研修会開催のみ） 

補助率 
１／２ ※和式トイレの洋式化のみ１／３ 

（上限1,000千円） 

補助対

象経費 

ユニバーサ

ル化事業 

・客室、食事処等を誰もが使いやすい環

境へ整備するための経費（和室への 

ベッドの整備、食事処への机、椅子の

整備等） 

・テレビの字幕・手話放送、外国語放送

導入に要する経費 

・和式トイレの洋式化 

魅力向上事

業 

・体験メニュー造成に要する経費（着物

体験メニュー造成など） 

・観光客受入のための研修会開催等に

要する経費 

ペット宿泊

推進事業 

・客室でペットが一緒に宿泊するため

の整備に要する経費 

サイクリス

トの聖地推

進事業 

・自転車を館内（玄関口など）に駐輪す

る等の整備に要する経費 

（新）サウ

ナツーリズ

ム推進事業 

・サウナ施設の整備（新設及び改修）に 

要する経費

計 20,850
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                       国際観光誘客課（内線：７６２９）

１目 観光費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）アフターコロナ
新しい旅のスタイル
推進事業 

110,000 0 110,000 110,000

トータルコスト 132,559千円 （前年度 0千円）［正職員：2.5人、会計年度任用職員1.0人］ 

主な業務内容 外国人観光客誘致活動、関係機関との連絡調整等 

工程表の政策内容 外国人観光客の誘致及び受入環境の整備 

事業内容の説明     【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 
  新型コロナウィルス収束後、本県への外国人観光客の誘客を強力に促進していくためには、鳥
取らしい魅力ある新たな旅のスタイルを提案し、差別化を図っていくことが重要である。 
インバウンドの早期受入が見込まれる主要空港（関空・羽田等）からの誘客対策や、小人数分

散型ツアーに対応した補助メニューの創設、長期滞在が見込める欧米等海外富裕層誘客対策、食
の多様化による誘客促進など、新たな旅のスタイルを提案することで誘客促進を図っていく。 

２ 主な事業内容 
 （単位：千円） 

 区分 内容 予算額 

１ 主要空港（関空、羽田等） 
からの誘客促進事業 

SNS 等で情報発信することを条件に、海外旅

行社が造成する旅行商品の購入者に対し県内

宿泊代の一部を支援することで主要空港から

の誘客促進を図る。

30,000 

２ 小人数分散型ツアー造成 

支援事業（外国人観光客送

客促進事業補助金の制度

改正）

３密を避けた少人数旅行を中心とした新たな

旅行スタイルに応じた旅行商品造成を支援す

る補助制度を整備する。

＜新設メニュー例＞

タクシー・レンタカー借上げ経費やツアー実施

前の PCR 検査費用の一部

57,000 

３ 長期滞在が見込める海外 
富裕層誘客事業 

長期滞在が見込める欧米等の海外富裕層の誘

客を促進するため、現地旅行社と連携して、観

光情報説明会やオンライン商談会の開催、

SNS での情報発信等を実施する。

20,000

４ 食の多様化推進事業 外国人観光客の中には、健康的・宗教的、アレ

ルギー等の理由で食に制限を持つ方が増加し

ており提供側の工夫が求められている。ベジタ

リアン等のモニターツアーやセミナーなどを

通じて県内宿泊施設等で食の多様化への対応

力を高め、新たな客層とリピーター獲得に取り

組む。

3,000 

 合計 110,000

３ 事業目標・取組状況・改善点

  新型コロナウィルスの感染拡大以降、新たな取組としてオンライン中継による観光セミナー 

の実施や在留外国人による取材等で海外へ情報を発信している。 

アフターコロナにおいては、他地域とは違う魅力的なツアーを造成するなど新たな旅のスタ 

  イルを提案することで誘客促進につなげていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                          国際観光誘客課（内線：７６２９）

１目 観光費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新型コロナから立ち上
がるインバウンド観光
促進事業      

401,528 221,554 179,974 401,528

トータルコスト 482,754千円 （前年度 303,140千円）［正職員：10.3人］ 

主な業務内容 外国人観光客誘致、国際定期便利用促進、国際航空便就航促進等 

工程表の政策内容 航空路線の利便性の向上、外国人観光客の誘致及び受入環境の整備 

事業内容の説明                  

１ 事業の目的・概要 

  新型コロナウイルス収束後の海外渡航規制緩和、インバウンド需要回復を見据え、国際定期便の安定

的運航や国際チャーター便を含む新規路線の誘致を推進する。 

また、外国人観光客誘致を促進するため、東アジア主要市場（韓国、中国、香港、台湾）や訪日観光

 客需要の伸び率が高い東南アジア市場、長期滞在が見込まれる富裕層をはじめとする欧米豪市場向け

 など、多角的に従来からの団体旅行対策に加え、密になりにくい個人・小グループ旅行対策にも力点を

 置きつつ、航空会社や旅行会社、現地メディア等と連携したプロモーションに取り組む。 

２ 主な事業内容                                

（単位：千円） 

 区分 事業内容 予算額 

１ 国際便運航

支援 

国際定期便の安定的運航や国際チャーター便を含む新 

規路線誘致を推進するため、各航空会社への着陸料等の 

運航経費や旅行会社へのＰＲ経費等を支援するととも 

に、国際定期便利用促進協議会と連携して国際定期便の 

利用促進を図る。 

215,228

２ 誘客プロモ

ーション 

新型コロナウイルス収束後の本県への誘客を図るため、

航空会社・旅行会社等と連携したプロモーション、情報

発信等を推進する。 

・オンラインツールを活用したプロモーション（リモー

ト商談会・旅行博、オンラインツアー） 

・ＳＮＳ等を活用した安心安全情報発信（Facebook、

Instagram、YouTube等） 

・ＯＴＡ（インターネットで取引を行う旅行会社）と連

携した鳥取県特設ページ開設、バナー広告 

・地域の観光体験や住民交流等を通じた魅力発信 等 

155,300 

３ 海外駐在員

等配置 

韓国・香港・台湾人駐在員の配置、上海現地事務所の設

置（現地での情報収集、旅行会社への情報提供、ＳＮＳ

情報発信、旅行博出展等） 

31,000

３ 事業目標・取組状況・改善点

（１）米子鬼太郎空港発着の国際定期便の路線拡大、積極的な海外プロモーション等の効果により、 

平成30年の外国人延べ宿泊者数は約19.5万人を達成したが、令和元年以降、国際情勢や新型コロナウ

イルス感染拡大に伴う世界的な海外渡航規制の影響により、大幅な落ち込みとなっている。 
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（２）このような中、これまでの鳥取県ファンを維持しつつ、新規顧客を獲得するために、国・地域ご 

との新型コロナウイルスの収束状況を見極めながら、ＳＮＳを活用した情報発信を継続的に実施す

るとともに、航空会社・旅行会社等とのWeb会議による情報交換、オンライン商談会への参加等のプ

ロモーション活動、国内在住外国人向けの情報発信等に取り組んでいる。 

【各市場での主な取組】 

韓国 エアソウルと連携した鳥取上空を飛行する無着陸遊覧飛行機内やエアソウル機内を再
現したソウル市内カフェでの本県ＰＲのほか、韓国最大の物産展「メガショー」と同時開
催された旅行博「トラベルショー」出展や韓国メディア・インフルエンサーを対象とした
オンライン酒蔵ツアーを実施し、本県の観光情報発信に取り組んだ。 

香港 香港の大学と連携してオンラインを活用した和傘製作体験イベントを開催したほか、
香港で最も来場者の多い一般消費者向けイベント「香港ブックフェア」において、日本政
府観光局と連携し、現地と鳥取県の観光地を結んだオンライン中継を実施し、本県の観光
情報の発信に取り組んだ。 

中国 「2021 国際冬季運動（北京）博覧会」（ウインタースポーツ博覧会）において、「海
の見えるゲレンデ」大山を PR したほか、江蘇省蘇州市及び浙江省寧波市の日系商業施設で
開催されたジャパンブランドへの出展、島根県と連携して両県のゆるキャラや観光地、米
子上海便の情報をＳＮＳで発信するとともに、中国最大手のＯＴＡサイトで山陰特集ペ
ージを掲載するなどの情報発信に取り組んだ。 

台湾 旅行会社と連携した現地での観光ＰＲイベント、航空会社と連携しオンラインでの観
光情報説明会、教育関係者向けのオンラインセミナーの開催及びＳＮＳでの情報発信な
どを継続的に実施し、知名度向上を図った。 
併せて鳥取－台湾ファンクラブや台湾旅行社で構成される鳥取応援団の設立など定期

便化に向けた機運醸成も図られた。 

東 南 ア
ジア 

 東南アジアターゲット市場（タイ・シンガポール・ベトナム・マレーシア・インドネシ
ア・フィリピン）の旅行社・メディアに対して本県の旬の観光情報等を掲載したニュース
レターを毎月配信した。 

欧 米 豪
露 

欧米豪露の旅行社・メディアに対して、本県の旬の観光情報等を掲載したニュースレタ
ーを毎月配信するとともに、本県の観光地としての認知度向上、旅行商品造成につなげる
ため、旅行会社向けのオンライン商談会・セミナーや一般向けのオンライン日本博（英国）
に出展した。 

（３）引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナに即した誘客活動を展開し、国際定期便の運航再開・安定
運航や新規路線の就航を通じて、外国人観光客の回復を図るとともに、快適に旅行できる受入環境整
備ときめ細やかな魅力の発信を通じて、訪問客の滞在時間増・消費額増大につなげ、持続可能なイン
バウンド受入体制を構築していく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                       国際観光誘客課（内線：７６２９）

１目 観光費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）デジタル技術を
用いた外国人観光客
受入環境整備事業 

24,000 0 24,000 24,000

トータルコスト 29,520千円 （前年度 0千円）［正職員：0.7人］ 

主な業務内容 外国人観光客受入環境整備、関係機関との連絡調整等 

工程表の政策内容 外国人観光客の誘致及び受入環境の整備 

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
新型コロナ収束後の外国人観光客受入に向けて、デジタル技術を用いた宿泊施設等の受入環境整

備や本県の魅力を体感できるコンテンツ造成を行うことで外国人観光客が快適に旅行できる環境整備を
行う。 

２ 主な事業内容 
 （単位：千円） 

区分 内容 予算額
外国人観光客受入環境整備
補助金 県内宿泊事業者にデジタル技術を活用した受入環

境整備支援を行う。 

 ＜事業主体＞ 県内宿泊事業者 
 ＜補助率＞ １／６ 
  ※対象は観光庁 訪日外国人旅行者受入環境

整備緊急対策事業補助金採択（補助率１／３）
事業者 

 ＜件数＞県東中西部で各5施設程度 
  ※事前に先進事例研修会で知見習得、個別相談 

等を実施。 
 ＜デジタル化による受入環境整備（例）＞ 
  ・非接触決済システムの導入 
   ・パスポートスキャンシステム導入 
   ・三密回避のための人感センサー設置 
   ・多言語対話用タブレット端末整備 等 

8,000

ＶＲ技術を用いた仮想鳥取
県体感事業 訪日外国人に人気の鳥取の魅力を体感できる体

験メニューや観光地のＶＲコンテンツ(多言語)
化を行い、海外にいながら仮想鳥取県のアクティビ
ティ体験ができる環境を整えることで外国人観光
客の新型コロナ収束後の本県訪問を促進する。 

 ＜外国人に人気の体験メニュー（例）＞ 
  ・鳥取砂丘サンドボード 
  ・梨狩り体験 
  ・大山ダウンヒル 等 
 ＜主な活用方法＞ 
  ・海外旅行会社と連携したオンラインツアー 
  ・海外旅行博での仮想鳥取県体験

16,000

合計 24,000

３ 事業目標・取組状況・改善点
 全世界的な海外渡航規制の影響により、外国人観光客が来県できない状況であるが、これまでの
鳥取県ファンを維持し、新規顧客を獲得するためにSNS等への情報発信を継続的に実施するととも
に、航空会社・旅行会社等とのWeb会議による情報交換、オンライン商談会等への参加等のプロモ
ーション活動を実施するとともに県内観光施設等へのWi-Fi環境整備や外国語看板設置支援のほ
か、多言語電話通訳サービスの提供など外国人観光客受入環境の整備に取り組んでいる。 
アフターコロナの旅行形態では３密回避や非接触型旅行などの行動変容が起こることが見込まれ
ることから、デジタル技術を用いた施設受入環境整備や海外にいながら鳥取県を体験できるコンテ
ンツの開発・活用等に取り組んでいく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費 

 ２項 企画費                          交流推進課（内線：７１２３） 

１目 企画総務費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新しい生活様式におけ

る国際交流推進事業 
4,264 4,264 0 4,264

トータルコスト 5,841千円 （前年度 5,848千円）［正職員：0.2人］ 

主な業務内容 関係機関との連絡調整、現場対応 

工程表の政策目標(指標) 国内外の多様なチャンネル・分野での交流を通じた地域活性化の推進 

事業内容の説明         

１ 事業の目的・概要 

新型コロナウイルス感染症の影響により、県民が異文化を体験する機会や在住外国人と交流する機会が

大きく減少している。県内飲食店において各交流地域等の料理を提供するレストランフェアを開催するととも

に、県内在住者同士によるホームステイ事業を実施することにより、異文化への理解を促進し、多文化共生社

会の推進及び国際交流の機運醸成を図る。 

２ 主な事業内容                               （単位：千円） 

事業名 内容 予算額 

１ 鳥取で世界一周！食

で交流推進事業（レス

トランフェア） 

［期間］２カ月間程度 

［場所］県内飲食店 30店舗程度 

［内容］・交流地域等の料理提供 

    ・スタンプラリー 

    ・ＳＮＳ等を活用した交流地域等の情報発信 

4,144 

２ 県内在住外国人がホ

ストファミリー事業（ホ

ームステイ） 

［時 期］夏季休暇期間や冬季休暇期間を想定 

［期 間］１泊２日 

［ホスト］県内在住外国人（単身者を除く）：15家庭程度 

［参加者］県内小・中・高校生：25名程度 

60 

３ 県民がホストファミリー

事業（ホームステイ） 

［時 期］夏季休暇期間や冬季休暇期間を想定 

［期 間］１泊２日 

［ホスト］県民（単身者を除く）：15家庭程度 

［参加者］県内在住外国人：25名程度 

60 

合計 4,264 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

鳥取県は、中国吉林省、韓国江原道、ロシア沿海地方、モンゴル中央県を中心として北東アジア地域を始

め、台中市などの東アジア地域や欧米とも多岐に渡る分野で交流を行っている。新型コロナウイルス感染拡

大のため往来による交流が制限される中、県民の異文化理解促進により多文化共生社会の推進及び国際交

流の機運醸成を図り、コロナ収束後の交流人口拡大へつなげていく。 

なお令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いレストランフェア及びホームステイのいずれも中止

し、代替として交流地域の料理を学校給食で提供する取組を行った。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

７款 商工費 
 ３項 観光費                        まんが王国官房（内線：７８００） 

１目 観光費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

まんが・アニメツーリ
ズム推進事業 

27,169 24,131 3,038 27,169

トータルコスト 33,478千円 （前年度 30,468千円）［正職員：0.8人］ 

主な業務内容 企画、連絡調整、展示会出展・運営、補助金審査・交付、委託契約事務 

工程表の政策内容 誘客につながるまんが王国とっとりの推進 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 
まんが・アニメを活かした本県の情報発信や国内外からの誘客を促進するため、本県ゆかりの 

まんが・アニメとタイアップしたプロモーションや県内周遊の仕組みづくりなどを行う。 

２ 主な事業内容                             （単位：千円）

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・人気まんがやアニメとのタイアップを積極的に進め、情報発信と誘客促進を図る。 
・オンラインや非接触といった手法での企画を積極的に実施する。プロモーションと受け地整
備（割引パス）を維持し、国際線の再開が見込まれた場合に迅速に対応できるようにする。 

項目 予算額 内容 

1
国内観光客の周遊・
滞在促進企画 

2,000
国内観光客の県内周遊を促進し地域への経済効果を図

るため、県内全域のまんが関連施設・スポットを周遊する
デジタルスタンプラリーを実施する。 

2 （新）水木しげる展
覧会連携 

3,000
“妖怪”をメインテーマとした水木しげる展覧会と連

携し、まんがをテーマにした本県の情報発信を行う。 

3
漫画「四十七大戦」
との連携 

3,500
都道府県擬人化バトル漫画「四十七大戦」と連携し、本

県の情報発信と観光誘客の促進を図る。 

4 （新）鳥取県ゆかり
の漫画作品との連
携 

1,000
鳥取県ゆかりの漫画作品と連携し、聖地巡礼マップを

作成する等により本県への誘客促進を図る。 

5 妖怪文化をテーマ
にした自治体との
情報発信、アニメツ
ーリズム協会等と
の連携 

2,150

他自治体と共同で妖怪文化をテーマにした情報発信を
行う。 
アニメツーリズム協会等と連携を図り、国内外へ「まんが
王国とっとり」を広く情報発信する。 

6

まんが王国とっと
り満喫周遊パスの
発行 

2,500

訪日外国人観光客の県内周遊を促進するため、まんが
王国とっとりの主要観光施設をお得に巡る施設入場パス
を発行する。 
・対象施設：水木しげる記念館､とっとり花回廊､青山剛昌
ふるさと館､鳥取砂丘砂の美術館、鳥取二十世紀記念館な
しっこ館、円形劇場くらよしフィギュアミュージアム 
・パス価格：1,000円（大人小人共通、5歳以下無料） 

7 まんがアニメに特
化した海外プロモ
ーション 

4,019
まんがやアニメをテーマとする海外催事へ出展し、ま

んが王国とっとりの魅力を発信する。 

8 まんがアニメ資源
活用誘客促進補助
金 

9,000

まんがアニメの地域資源を活かして観光誘客等の取組
を行う市町村等を支援する。 
・補助率：1/2  ・上限額：2,000千円 

合 計 27,169
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                        まんが王国官房（内線：７８００） 

１目 観光費   （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

水木しげる生誕100年
記念事業 

15,000 17,000 △2,000 15,000

トータルコスト 16,577千円 （前年度 18,584千円）［正職員：0.2人］ 

主な業務内容 イベント等の企画立案・委託契約・管理監督・運営実施 

工程表の政策内容 誘客につながるまんが王国とっとりの推進 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 
  故水木しげる氏の偉業をたたえ、妖怪パワーにより、本県の魅力発信と観光誘客を推進する。 
  令和４年３月に水木しげる氏が生誕100年を迎えるにあたり、氏のふるさとへの功績に感謝し
生誕100年をお祝いするとともに、誘客促進につながる催しを開催する。 

２ 主な事業内容 
                                     （単位：千円） 

 項  目 予算額 内  容 

1 水木しげる生誕祭の
開催 

6,000 水木しげる先生のふるさとへの功績の顕彰と観光
誘客を促進する催事を境港市と共同で開催する。 
・期日 令和５年３月（水木先生生誕月） 
・会場 境港市ほか 
・内容 水木しげる先生にゆかりのある著名人等に
よるトークショー等 

2 ゲゲゲ忌 
「鳥取コラボＤＡＹ」

の開催 

4,000 アニメーション会社の協力を得て、東京・調布で行
われる「ゲゲゲ忌」に出展し、アニメをテーマにした
催事を行うことにより、首都圏で「アニメ鬼太郎の聖
地」としての鳥取県の認知度向上及び誘客促進を図
る。 
・時期 令和４年11月 
・場所 調布市内劇場、駅前広場等 

3 米子鬼太郎空港装飾
の整備 

5,000 米子鬼太郎空港の鬼太郎装飾の整備を行い、愛称
にふさわしい空港を目指すとともに、国内外への情
報発信及び誘客促進に繋げる。 
・時期 令和５年３月 
・内容 愛称にふさわしい鬼太郎装飾の整備 

合計 15,000

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・ 水木しげる先生の作品は、幅広い年齢層の多くのファンに愛され、本県の情報発信と観光誘
客における大切な財産である。 

・ 水木しげるロード及び水木しげる記念館の入込客数は、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」の放送や
水木しげるロードリニューアルの効果で増加している。これも水木先生のふるさと愛の賜物で
あり、その功績をたたえ、引き続き生誕祭を開催する。 

・ 令和３年度は水木先生ゆかりの東京･調布で、先生の命日を偲ぶ「ゲゲゲ忌」（調布市主催）
と連携し、アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」の声優のトークショーを開催した。令和４年度も首都圏
で、より効果的な情報発信を行い、本県への誘客促進を図る。 

・ 令和４年３月には、水木しげる先生の「生誕100年」を迎える。この節目にソフト・ハード両
面で記念事業を行う。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費 
 ３項 観光費                        まんが王国官房（内線：７８０１） 
    １目 観光費                         （単位：千円） 

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

世界が認めた漫画家・
谷口ジロー顕彰事業 

4,000 3,000 1,000 4,000

トータルコスト 4,789千円 （前年度 3,792千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 イベント等の企画立案・委託契約・管理監督・運営実施 

工程表の政策内容 誘客につながるまんが王国とっとりの推進 

事業内容の説明     

１ 事業の目的・概要 
  世界的な漫画家である谷口ジロー氏の出身地である本県が、世界各地のファンにとって聖地と
なることを目指し、谷口作品の魅力やゆかりの地について情報発信する。 

２ 主な事業内容 
  （単位：千円） 

項 目 予算額 内  容 

谷口ジロー原画展の開
催 

3,000
谷口ジロー氏の偉大な業績を広く周知し、国内外からの

観光誘客につなげるため、鳥取市内の会場において『テーマ
性のある原画展示』を行う。 

(新)全国巡回展との連
携 

1,000
全国巡回する原画展「描くひと 谷口ジローの世界」と連

携し、開催地で本県の情報発信を行う。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・ 谷口ジロー先生は、水木しげる先生、青山剛昌先生とともに「まんが王国とっとり」の巨
匠である。谷口先生は繊細で精緻な画風が高く評価されており、事業実施に当たっては「画
の美しさ」で誘客促進を図るというねらいで原画展を開催するとともに、展覧会を通じて谷
口先生への理解を深めその業績を顕彰することを目的としている。 

・ 谷口作品は、フランスをはじめヨーロッパで極めて高い人気を誇る。本県へのフランス人
旅行者はまだ多くないが、島根県や岡山県など隣県には一定数の入り込みがあり、将来的に
こうしたヨーロッパからの旅行者を取り込む流れをつくる必要がある。 

・ ご逝去翌年の平成30年以降毎年開催してきた原画展を継続的に実施することで、郷土の誇り
としてその偉大さを共有していくとともに、谷口作品の魅力を通じた情報発信につなげる。 

・ 鳥取市及び地元団体とも連携し、谷口ジロー先生を顕彰する機運醸成に努める。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
７款 商工費
 ３項 観光費                        まんが王国官房（内線：７８０１）

１目 観光費             （単位：千円）

事 業 名      本 年 度 前 年 度 比 較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

まんが王国コナンで
誘客促進事業 

13,205 28,966 △15,761 13,205

トータルコスト 19,514千円 （前年度 35,303千円）［正職員：0.8人］ 

主な業務内容 イベント等の企画立案・委託契約・管理監督・運営実施 

工程表の政策内容 誘客につながるまんが王国とっとりの推進 

事業内容の説明                                   

１ 事業の目的・概要 
  名探偵コナンの国内外での高い知名度を活かし、「鳥取＝コナン」を発信することで本県への
誘客を促進する。 

２ 主な事業内容 
                                     （単位：千円） 

項 目 予算額 内  容 

1 
名探偵コナンまつりの
開催 

8,705
まんが王国とっとりの夏の恒例イベントとして定着し

たコナンまつりを開催し、県外からの集客を図る。 
・時期 令和４年９月頃 

2 
鳥取砂丘コナン空港の
装飾拡充 

3,500

鳥取砂丘コナン空港のコナン装飾の拡充整備を行い、
愛称にふさわしい空港を目指すとともに、国内外への情
報発信及び誘客促進に繋げる。 
・時期 令和４年９月頃 

3 名探偵コナン列車の運
行 

1,000 現在２編成運行中の名探偵コナン列車の保守管理経費。

合 計 13,205

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・ 連載27周年を迎える名探偵コナンを中心に青山先生の描くキャラクターを活用して本県の認

知度向上及び誘客促進を図る。 

・ 青山剛昌氏の代表作「名探偵コナン」はコミックス世界累計発行部数が2億5千万冊を突破、

世界25の国と地域で翻訳されるなど、極めて高い人気を誇る作品である。 

・ 「名探偵コナンまつり」は、毎年全国から多くのコナンファンが来場している。令和３年度

は、コロナ感染拡大の影響によりホールイベント開催は行わず、代替としてコミックス100巻発

刊をお祝いするタペストリーのお披露目を行い、まんが王国とっとりの取組を広く情報発信す

ることで、県の魅力を発信することができた。 

・ 鳥取砂丘コナン空港とあわせ「鳥取＝コナン」の認知度は高まっており、コロナの影響をう

けつつもＳＮＳ投稿の装飾画像などによる、本県への観光機運醸成につながっている。 

・ 平成24年度から運行されている名探偵コナンイラスト列車は、令和元年度新色車両へリニュ

ーアルされた。国内外問わず多くの観光客にとって「一度は見たい特別な列車」として広く認

知されている。 

・ こうした流れを維持し、取組を継続・強化することで一層の観光誘客を図る。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              

６項 防災費                       危機管理政策課（内線：７８９２） 

１目 防災総務費                                                    （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

(新)避難所等への

再エネ由来ポータ

ブル緊急電源導入

実証事業 

3,000 0 3,000 3,000

トータルコスト 3,000 千円（前年度 0 千円）［正職員：0.1 人］ 

主な業務内容 脱炭素化を図りながら災害時の多様な緊急電源を確保するため、既存のガソリン発電

機とともにポータブルバッテリー等を導入・実証する。 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

脱炭素化を図りながら災害時の多様な緊急電源を確保するため、既存のガソリン発電機とともにポータ

ブルバッテリー等を導入・実証する。 

２ 主な事業内容 

避難所の緊急電源などで活用できるポータブルバッテリー等を導入・実証する。 

令和４年度は防災訓練等において有効性を確認する。 

【予 算 額】３，０００千円 

【導入台数】ポータブルバッテリー １０台 

      ※ポータブルバッテリーに電力を供給可能な太陽光パネルも同時導入 

【導入メリット】 

・ポータブルのため、一つの避難所に複数台持ち込み大容量の電源として活用可能 

・ガソリン発電機は発電時大音量となることに加え、一酸化炭素等を排出するため室外設置となるが、

ポータブルバッテリーは密閉した室内にも設置することが可能 

・平時に太陽光パネルで充電することにより、再エネ１００％の電気を非常時に活用可能 等 

＜内訳＞ 

（１）ポータブルバッテリー（１．０KWh～１．６KWh、１００Vまたは２００V） 

２５万円×１０台＝２５０万円 

（２）太陽光パネル 

 ５万円×１０セット＝５０万円 

   ※ポータブルバッテリーの性能向上は目覚ましいため、最適な機種を予算の範囲内で調達 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

脱炭素を図りながら災害時の多様な緊急電源を確保することで、環境にも配慮した避難所を整備するな

ど、災害に強い持続可能なまちづくりを目指す。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              

６項 防災費                       危機管理政策課（内線：７５８４） 

１目 防災総務費                                                    （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

(新)市町村圏域を

超えた広域避難モ

デル事業 

1,100 0 1,100 1,100

トータルコスト 3,466 千円（前年度 0 千円）［正職員：0.3 人］ 

主な業務内容 市町村への補助（資機材整備等）、事例発表会の開催 

工程表の政策内容 住民避難行動対策及び避難所整備 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

これまでの豪雨災害の教訓として、一市町村の中で住民避難が完結することが困難な広域的な災害が頻

発していることから、災害発生のおそれのある段階で、他の市町村等への行政界を超えた避難（＝広域避

難）の必要性が指摘されている。 

本県においても、これまで市町村との間で広域避難の必要性について議論を進めてきたところであり、

併せて、国のガイドラインを踏まえた県独自の取組指針も作成中である。 

このような中、先進的に具体的な広域避難の検討を進めている市町村があるため、この市町村の取組を

モデル的に支援することを通じて、県指針を検証し実効性のあるものに見直すことを目的に、本事業を実

施する。 

※本モデル事業の支援対象は、県内での初の事例となる。 

２ 主な事業内容 

（１）広域避難モデル事業補助金 1,031 千円 

自然災害時に市町村圏域を超えた広域避難の検討を進める市町村をモデル的に支援し、県指針の検証・

見直しに活用する。 

【実施主体】広域避難の検討を行う市町村（県内２地区×２を想定） 

【補助率】１／２ 

【補助対象経費】 

・広域避難者を受け入れるための備蓄、資機材の整備 

・広域避難先とルートを記載したマップ作成 

・住民が参加する広域避難訓練の実施 

（２）広域避難モデルに係る事例発表会の開催 69 千円 

  広く県内で波及展開するための事例発表会を開催する（県で直接実施予定、会場は県中部を想定）。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）スケジュール 

令和４年３月～４月 実施市町村を募集 

令和４年４月以降  交付決定、市町村での事業実施 

令和４年１０月頃  事例発表会の開催（県） 

（２）事業目標 

モデル地区の取組事例や県が示す取組指針によって、全県下での広域避難のノウハウの波及展開と広域

避難を必要とする市町村間の取組の具体化を加速する。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              

６項 防災費                      危機管理政策課（内線：７８９２） 

１目 防災総務費                                                    （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県災害ケース

マネジメント社会

実装事業 

12,006 15,561 △3,555 12,006

トータルコスト 15,949 千円（前年度 19,522 千円）［正職員：0.5 人］ 

主な業務内容 委託事務（契約事務、支払、実地検査、検査通知）、関係課との連携体制づくり、 

関係団体との調整 

工程表の政策内容 災害時に備えた平時からの福祉支援活動への体制強化 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

鳥取県中部地震等、過去の災害の教訓をもとにした被災者支援等を踏まえ、全国に先駆けて「鳥取県災

害福祉支援センター」を県が設置（県社会福祉協議会内）し、災害ケースマネジメント(*1)を全県展開して

きたところである。 

令和４年度は災害ケースマネジメントの社会実装を目指して更なる取組を進める。 

*1)被災者の生活状況を把握し、それぞれの課題に応じた計画により、被災者一人ひとりに寄り添った支

援を実施 

２ 主な事業内容                                 （単位：千円）

細事業名 内容 予算額 
前年度
予算額 

（１）災害ケースマネジメ

ント協議会 

【新規】 

「鳥取県版災害ケースマネジメント」の更なる全県展開を

図り、県、市町村及び関係機関が「鳥取県版災害ケースマ

ネジメント」の推進方針について、検討及び調整決定する

ため鳥取県災害ケースマネジメント協議会を設立 

114 0 

（２）防災教育事業【新規】 実践経験が豊富な職員が小学校で防災教育を体系的に実

施 ※県社会福祉協議会への委託事業 

96 0 

（３）専門家派遣事業 

【新規】 

災害発生時、県が協定を締結する専門士業団体から、被災

者の生活復興支援に必要な専門家を派遣するための経費 

186 0 

（４）災害ケースマネジメ

ント社会実装事業 

【継続】 

鳥取県社会福祉協議会に設置した「鳥取県災害福祉支援セ

ンター」により、災害ケースマネジメントの社会実装（市

町村実施体制整備）を図る。 

＜実施内容＞ 

・市町村実施体制整備 

・災害ケースマネジメント啓発研修 

・災害ケースマネジメント実務者研修 

11,610 10,526 

（５）ＤＷＡＴ(*2)の組成

と研修【移管】 

※R4 から福祉保健部で

実施 

ＤＷＡＴについて、チーム員を養成するための研修と、要

員確保に向けたチーム員所属施設の派遣体制を整えるた

めの支援を行う。 

0 5,035 

合計 12,006 15,561 

*2)災害派遣福祉チームのことで、福祉専門職等で構成され、災害発生後に避難所等で、介護や相談、サー
ビス利用の調整などの福祉的支援を行う。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

市町村に対して研修の実施や、災害ケースマネジメントフェーズ図、多機関連携関係図など参考資料を

提示し、実施体制整備について助言しているところだが、更に取組を加速させるため、災害ケースマネジ

メント協議会（仮称）による推進指針の策定、災害ケースマネジメント市町村実施体制整備の手引きの提

示など、必要な支援を行い、鳥取県版災害ケースマネジメントの社会実装を目指す。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              

６項 防災費                       危機管理政策課（内線：７８９２） 

１目 防災総務費                                                    （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

避難所の生活の質

向上事業 
3,950 3,350 600 3,950

トータルコスト 6,316 千円（前年度 6,518 千円）［正職員：0.3 人］ 

主な業務内容 補助金事務、避難訓練の実施調整・実施 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
平成３０年７月豪雨災害では、県外被災地の人的被害において、要配慮者で亡くなられた方が多く、こ

の一因として避難所に要支援者を適切に受け入れる体制が整備されていなかったため、住民の適切な避難
行動に繋がらなかったと見込まれることが挙げられる。 

住民に躊躇なく避難行動を起こさせるとともに、避難所で災害関連死を発生させないためには、これら
の課題を解決する必要があることから、指定避難所、福祉避難所の資機材整備等に補助することにより、
「あらゆる人が避難しやすい避難所環境の確保」及び「発災時の早急な被災住民の生活環境の改善」を図
る。 

２ 主な事業内容 
（１）市町村への補助事業 

細事業

名 

内容 要求額

(前年度

予算) 

補助率 対象経費 対象施

設数 

前年

度か

らの

変更

点 

指定避

難所生

活環境

整備支

援事業 

指定避難所での

福祉スペース確

保など、要配慮

者に対応するた

めに必要な資機

材の整備につい

て補助する。 

1,500 

(1,350) 

1/2 

(１ヶ所

当たり

150 千

円を上

限とす

る。) 

ア）指定避難所において、福祉避難スペース

の確保など、要配慮者に配慮した生活環境

を整えるための資機材の購入経費。（例：多

目的簡易テント、簡易エアーマット、段差解

消スロープ等） 

イ）避難支援に必要な資機材の購入経費。 

（例：ヘルメット、折りたたみ担架等） 

未整備

の市町

村分 10

箇所 

(１市町

村１箇

所に限

る。) 

R４年

度 限

り と

する。 

福祉避

難所事

前配置

資機材

整備事

業 

市町村が指定す

る福祉避難所に

災害時に必要な

備品等を事前配

置する市町村に

対して支援を行

う。 

2,250 

(1,800) 

1/2 

(１ヶ所

当たり

150 千

円を上

限とす

る。) 

福祉避難所に必要な機材等の整備に要する

経費 （例：間仕切りボード、段ボールベッ

ド、マットレス、車イス、ホワイトボード、

タブレット、点字ブロック等） 

全県で

12箇所 

（２）避難訓練の実施 
これまで障がい児・者（医療的ケア）が参加する訓練経験が少なく、要配慮者が福祉避難所に避難した場

合の医療体制や必要な備品等（県、市町村備蓄）についての不安が大きいため、県と大学が協力して訓練
を行う。 

 計：200 千円（ボランティア保険） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
（１）事業目標 

要配慮者をはじめとして、県民が安心して避難ができるよう、資機材の面から整備を進めるため、市町
村への補助や備蓄品の充実により、避難体制の拡充を図る。 

（２）取組状況・改善点 
市町村補助事業については、継続して活用されており、着実に要配慮者の避難体制づくりが進んでいる。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              
６項 防災費                 危機管理政策課（内線：７８９４）→事業実施：消防防災課
１目 防災総務費                                                          （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

支え愛マップ作成推進
事業  

7,909 8,843 △934 0 0 0 7,909

トータルコスト 11,852千円（前年度12,804千円）［正職員：0.5人］ 
主な業務内容 補助金事務（審査、交付決定、支払、実績報告、実地検査、額の確定）委託事務（契約事務、支払、実地

検査、検査通知）マップづくりの実務（実地参加、資料作成）関係課との連携体制づくり 
工程表の政策内容 市町村、県内関係機関と連携した「支え愛マップづくり」の推進 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

鳥取県では鳥取県中部地震や平成 29 年の豪雪時に人と人との絆を基調とした住民同士の助け合い、支え合いが多く行われてお
り、平成29年度には鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例に「支え愛避難所への支援」を明記するなど、「災害時支え愛活動」
を推進している。 
また、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風でも地域の防災力の強化が被害の軽減につながることが明らかになり、昨今の災

害の頻発化もあり、その重要度は年々増している。 
防災意識が高まっているこの時期を逃すことなく、市町村及び市町村社会福祉協議会を中心として支え愛マップづくり※の推進

を通じて、災害時の要支援者への支援を確保するとともに、災害に強い地域づくりを推進する。 
※支え愛マップづくりとは 

地域住民が主体となって、独居高齢者、要介護者及び障がい者などの支援を要する者に対する災害時の避難支援の仕組み 
づくりのこと。

２ 主な事業内容

項目 細事業 内容 事業主体 形態 
要求額 

(前年度予算)

人材活用
防災士等の活
用 

「支え愛マップづくり」に取り組む自治会等へ助言などを行う専門家（防
災士等）を派遣する際に助成を行う。 

防災士等
補助 400千円

(400千円)

災害時の
要支援者
対策 

要支援者対策 
促進事業 

「支え愛マップづくり」に取り組む自治会等への助成を行う。 
自治会等 補助 

1,500千円
(1,500千円)

住民組織間 
交流事業 

既に支え愛マップづくりに取り組んだ自治会等が他地区へ普及啓発する取
組への助成を行う。 

自治会等 補助 
60千円

(60千円)
ステップアッ
プ事業 

既に支え愛マップづくりに取り組んだ自治会等が仕組みづくりを具体化す
る取組への助成を行う。 

自治会等 補助 
1,300千円

(1,300千円)

モデル事業 
支え愛マップづくりに加え、支え愛避難所の活用や避難訓練などを通じた
地域の支え愛活動への助成を行う。 

自治会等 補助 
廃止

(150千円)
関係者連絡会 
開催事業 

知識向上及び先進的な取組、情報交換を図る等の連絡会を開催する。 
県社協 補助 

750千円
(750千円)

活用事例集 
作成事業 

先進的な取組や支え愛マップが活かされた事例の収集、事例集作成する。
県社協 補助 

100千円
(100千円)

個別支援計画 
作成事業 

災害対策基本法の改正により、要配慮者の個別避難計画の作成が市町村の
努力義務となり、市町村が福祉職や地域等と連携して避難行動の支援が必
要な方々の避難体制を確立させるよう計画作成を支援する。 

市町村等 補助 
950千円

(950千円)

人材育成
等 

人材育成研修 
市町村社協、市町村職員等への支え愛マップ作成支援能力の向上研修の開
催経費を県社協へ助成する。 

県社協 委託 
1,709円

(1,603千円)

意識啓発研修 
活用事例や基礎知識を学び、支え愛マップ作成に取り組む地域を増やす研
修の開催経費を県社協へ助成する。 

県社協 委託 
520千円

(470千円)
避難所運営 
リーダー研修 

地域の防災の担い手を「避難所運営リーダー」として指導・育成する、市
町村職員向け研修会も実施する。 

鳥取県 直営 
廃止

(360千円)

積極的避
難の推進

避難スイッチ 
支え愛マップづくりの中で、防災の情報と避難行動（判断）との結びつき
が大事であることを住民が認識し、住民が「いつ」避難するか判断する目
安（＝避難スイッチ）を決める取組を行う。 

県社協 委託 
620千円

(1,224千円)

合計     
7,909千円

(8,843千円)

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 
 平成24年度から取り組んでいる支え愛マップづくりを全県下に広げ、災害時の要支援者への支援を確保し、災害に強い地域づ
くりを推進する。 

（２）取組状況・改善点 
・令和２年度までに支え愛マップづくりに取り組んだ集落（促進事業及びモデル事業）は累計で 837 地区となり、独居高齢者や
要介護者、障がい者などの災害時に支援を要する者への避難支援の仕組みづくりが着実に進んでいる。 

・新型コロナ感染症の感染予防対策を講じながら、支援者向け及び住民向けの研修の開催している。また、支え愛マップに関する
チラシを地域住民に配布するなど広報に努め、支え愛マップづくりを展開していくための体制づくりを進めている。 

・支え愛マップづくりに取り組む中で、地域住民がいつ避難するかについて話し合う機会とするため、支え愛マップ作成事業に
避難スイッチ事業を補助メニューに追加する。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              

６項 防災費                       危機対策・情報課（内線：７７８９）

１目 防災総務費                                                    （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

危機管理通信ネッ

トワーク機能向上

事業 
336,126 43,078 293,048 7,023 

<97,800>

326,000 3,103 

県費負担

100,903

トータルコスト 344,012 千円（前年度 45,454 千円）［正職員：1人］ 

主な業務内容 各防災関係システム等の機能向上 

工程表の政策内容 危機管理情報システム環境の整備 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

災害時等に備えて整備・運用している防災行政無線等の通信網や、県民等への情報発信ツールについて、

国の補助事業等を活用して改修・更新及び機能強化を行い、災害対応力の向上を図る。 

２ 主な事業内容 

（１）事業内容 

  ア 次世代型地域通信ネットワーク構築事業  予算額：243,200 千円（前年度：43,078 千円）     

    防災行政無線（衛星系）について、大規模災害時に向けて機能強化が図られる次世代システムへ移

   行するよう設備を更新し、伝送能力の高規格化等により、災害時の情報伝達能力を強化する。（県庁、

   市町村庁舎、消防局、自衛隊など３０箇所の設備を更新） 

 イ 防災行政無線耐災害性強化事業  予算額：83,696 千円（前年度：0千円） 

   防災行政無線（地上系）の無線中継局（県内８箇所）の設備のうち、老朽化した非常用発電機を更新

  して停電時等の備えを万全とする。 

  ウ 情報発信拡充事業  予算額：9,230 千円（前年度：0千円） 

    気象庁が新たに追加した「顕著な大雪に関する気象情報」について、迅速・確実に県民等に情報提

   供できるよう、「あんしんトリピーメール」、「防災アプリ」の改修を行う。 

    また、消防庁が全国の被害情報の集計を自動化する「消防庁被害情報収集・共有システム（仮称）」

   を令和４年度に導入予定としており、本県においても、同庁に接続するためのシステム改修を行う。

（２）所要経費 

   令和４～５年度継続費 ８２２，７６２千円                 （単位：千円） 

 令和４年度 令和５年度 計 備考 

次世代型地域通信ﾈｯﾄﾜｰｸ構築事業 243,200 364,800 608,000 起債充当 

防災行政無線耐災害性強化事業 83,696 121,836 205,532 起債充当 

情報発信拡充事業 9,230  9,230 一部国費 

計 336,126 486,636 822,762  

３ 事業目標・取組状況・改善点 

危機管理に関する情報提供や情報システム整備等の取組を進め、様々な災害や危機に的確に対応し、県

民の安全を守る防災基盤づくり、危機管理体制づくりを推進している。 

 〇大規模災害に備え、様々な通信手段を整備・運用して通信ルートの多重化を進めるとともに、改修・

  更新等の長期計画を定めて管理している。防災行政無線については、令和３年度から国が示す次世代

  システムへの移行に着手している。 

〇防災行政無線（地上系）の中継局に非常用発電機を設置しており、消耗品交換やオーバーホール等を

定期的に行い、停電時でも機能が維持されるよう平時から保守管理に努めている。 

 〇危機管理に関する情報を県民に迅速かつ適切に提供するため、あんしんトリピーメールや防災アプリ、

  SNS の運用を行っており、気象情報の変更等に合わせてシステムを改修している。 

（注）起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。 

県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              
６項 防災費                       原子力安全対策課（内線：７８７３） 
１目 防災総務費                                                    （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

原子力防災対策事業 521,437 418,897 102,540 520,293 1,144

トータルコスト 623,955 千円（前年度 521,870 千円）［正職員：13 人、会計年度任用職員：2人］ 

主な業務内容 原子力施設にかかる原子力安全体制と原子力防災体制の整備及び住民等への情報提供 

工程表の政策内容 原子力防災対策の推進 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

中国電力(株)島根原子力発電所及び（国研）日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センターに必要な

原子力防災対策を講じる。 

２ 主な事業内容 

原子力災害時の情報共有等に必要な原子力防災ネットワーク等の保守、原子力防災資機材の整備、原子

力防災訓練及び県民等への防災研修等を実施するとともに、原子力安全顧問から技術的な指導・助言を得

ながら、原子力防災対策の強化を進める。     

国交付金 事業内容 金額（千円） 

初動体制の

強化等 

原子力発電施

設等緊急時安

全対策交付金

・防災活動資機材整備・維持管理 

・原子力防災訓練、原子力防災普及啓発 

・原子力防災ネットワーク等のシステムの保守管理 

・先進システムの保守管理等 

・原子力防災支援拠点整備 

418,875 

放射線監視等

交付金 

・環境放射線モニタリングシステムの保守管理 

・環境試料の収集・分析（人形峠対応のみ） 

・原子力安全顧問からの指導・助言 

101,418 

原子力災害

医療体制の

整備 

原子力発電施

設等緊急時安

全対策交付金

・原子力災害拠点病院等の放射線防護対策施設の保守管理 

・避難退域時検査用放射線測定器の校正、被ばく医療研修の実施、

安定ヨウ素剤更新等 

(29,477)

福祉保健部で計上

モニタリ

ング体制の

整備 

放射線監視等

交付金 

・専門的な人材育成の推進 

・平常時の放射線レベルの把握、緊急時の放射線情報の収集、分

析を行う原子力環境センターの機器の保守・整備 

・平常時モニタリング（環境試料の分析等、放射線レベルの把握）

(22,381)

生活環境部で計上

国交付金対象外 ・避難退域時検査会場の高度化(Wi-Fi 維持管理等） 

・小型無人機（ドローン）維持管理 1,144 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

福島第一原発事故の教訓を踏まえ、本県の原子力防災体制の一層強化に必要な原子力防災対策等を整備し、原

子力災害から県民の安全・安心を確保する。 

（２）取組状況・改善点 

  ア 万一の原子力災害に備えて、迅速かつ的確な避難等の防護措置を実施するため、防災訓練の教訓及び新たな

知見に基づく資機材の追加整備、維持管理等を着実に行うとともに、被ばく医療に係る事業（福祉保健部）や

モニタリングに係る事業（生活環境部）等についても、各部と連携し、より一層の対策強化を図っているとこ

ろである。 

  イ 国に対して原子力防災体制の充実に必要な予算の確保要望を継続していくとともに、資機材の運用面での

練度向上を目指すことにより、一層の対策強化を図る必要がある。 

  ウ 米子市、境港市、三朝町や防災関係機関等と協議するとともに、島根県、岡山県とも連携し、原子力防災対

策の実効性をさらに向上させていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費
６項 防災費                          消防防災課（内線：７０８２）
２目 消防連絡調整費                           （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

令和４年度全国少年消

防クラブ交流大会開催

事業 

1,000 1,000 0 1,000

トータルコスト 1,789 千円（前年度 1,792 千円）[正職員：0.1 人] 

主な業務内容 交流大会の開催 

工程表の政策内容 －

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
  将来の地域防災の担い手育成を図るため、消防の実践的な活動を取り入れた訓練等を通じて、他地

域の少年消防クラブ員と親交を深めるとともに、消防団等から災害の教訓や災害への備え等について
学ぶことを目的とした交流大会（全国大会）を鳥取県米子市において開催する。 
※主催：消防庁、共催：鳥取県、米子市、公益財団法人鳥取県消防協会、公益財団法人日本消防協会、

一般財団法人日本防火・防災協会 

２ 主な事業内容 
令和４年度全国少年消防クラブ交流大会を鳥取県米子市において開催する。 
開催に要する経費は、原則として、消防庁及び協力団体が負担するが、開催自治体は、県内関係機

関への協力要請や追加機材の準備等に係る経費を負担する。（負担割合：鳥取県 1/2、米子市 1/2） 

＜令和４年度全国少年消防クラブ交流大会の概要案＞ 
・開催時期 令和４年９月 
・開催場所 米子市内（東山運動公園、他） 
・参加人数 全国の少年消防クラブ５０クラブ３５０名程度 
・主な内容 （１日目）クラブ紹介、（２日目）合同訓練、避難所体験、（３日目）地元消防団等と

の交流 

（参考）直近の開催実績 
  令和３年度・令和２年度 鳥取県米子市（中止）、令和元年度 徳島県徳島市、 

平成３０年度 千葉県浦安市、平成２９年度 徳島県徳島市 

＜背景＞ 
米子市で開催を計画していた全国少年消防クラブ交流大会については、令和２年度、令和３年度の

二度に渡り新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止となったことから、令和４年度に改めて
米子市で開催するもの。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
本県では、平成２９年度より消防庁事業を活用し、少年消防クラブの結成を促進しているところで

あり、この度、中国地方初となる全国大会の開催と、そこで活躍する全国の少年消防クラブ員の姿は、
次代を担う子どもをはじめ県民の関心を引くものであり、今後、少年消防クラブの結成等の加速化に
繋がることが期待される。 

  更に、本交流大会の開催を通じて、県内消防団等が得た知識やネットワーク及び県民の防災意識の
高揚を、子どもや保護者をはじめ県民が自主防災組織や消防団等に加入する契機にするとともに、地
域の防災活動への積極的な参画に繋げる。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              

６項 防災費                          消防防災課（内線：７０６５） 

１目 消防連絡調整費                                                （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

消防団支援・連絡

調整事業 
18,298 16,187 2,111 6,000 12,189

トータルコスト 55,530 千円（前年度 51,951 千円）［正職員：4人、会計年度任用職員：2 人］ 

主な業務内容 消防関係連絡調整及び助言、指導、各種調査等 救急搬送高度化推進協議会等の開

催、認定救命士の登録等 消防関係表彰（表彰旗、竿頭綬、功労章、功績章、消防

団活性化推進表彰）の選考、表彰の実施等 女性防火・防災連絡協議会の開催、研

修会の開催等 消防団加入促進支援事業 

工程表の政策内容 地域防災力の向上 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

消防団は地域防災力の中核を担う組織として求められる役割が多様化しているが、団員数の減少や

高齢化が進行する中、消防団の機能を維持していくため、多様な人材が消防団に加入できるよう、消

防団活動と仕事や家庭生活両立のための施策を展開する。 

また､消防組織法に基づき､市町村の消防業務が円滑に行われるよう連絡調整､助言･指導、調査等を

行う。 

２ 主な事業内容 

 細事業名 内容 事業費 

１ 消防団員の確保 (１)消防団の魅力向上事業 2,000 千円【新規】 

 女性や若者等の消防団加入促進のため、やりがいや団員の

活躍等の動画を作成･周知する。(国委託事業) 

(２)大学生等を対象とした消防団体験事業 2,500 千円 

 将来的な団員確保や学生の防災意識向上のため､学生サー

クルの設立･活動支援を行う｡(国委託事業） 

(３)少年消防クラブ育成事業 1,500 千円 

 地域防災力の充実強化等のため､少年消防クラブの設立や

活動を支援する。(国委託事業) 

6,000 

２ 消防関係表彰 特に功労が顕著な者や他の模範となる消防団等､消防団活動に

協力的な事業所に対し知事表彰を行う。 

986 

３ 鳥取県消防ポンプ操法大

会 

鳥取県消防ポンプ操法大会を実施する。（委託先：鳥取県消防

協会） 

390 

４ 中国五県消防関係者大会

【臨時】 

中国五県消防関係者大会に要する経費（中国五県で持ち回り開

催） 

600 

５ 鳥取県消防協会補助金、各

種負担金 

(１)鳥取県消防協会補助金 1,750千円 

(２)救急振興財団負担金 4,600千円 

(３)緊急消防援助隊合同訓練負担金 600千円 

6,950 

６ 鳥取県救急搬送高度化推

進協議会及び３地区ﾒﾃﾞｨｶ

ﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会 

病院前救護体制の整備・充実及び傷病者の搬送・受入れの適

正な実施のための協議会を開催する。 

814 

７ 統計業務 他 消防防災年報作成、女性防火組織育成支援 等 2,558 

合計 18,298 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

消防団員の確保及び県内の救急搬送体制の充実を図る。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費                              

６項 防災費                          消防防災課（内線：７０８２） 

１目 防災総務費                                                    （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県防災・危機

管理対策交付金事

業

68,500 68,500 0 68,500

トータルコスト 70,866 千円（前年度 70,876 千円）［正職員：0.3 人］

主な業務内容 地域防災力を向上させるための政策促進、交付金交付事務 

工程表の政策内容 
防災・減災の県民活動の推進、自主防災組織の拡充、消防団の充実・強化、住民

主体の防災体制構築 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

鳥取県中部地震の教訓等を踏まえ、自助・共助を担う住民等による自主防災活動や市町村による防

災・減災対策を促進するため、市町村が行う防災及び危機管理に関する事業に対して、鳥取県防災・

危機管理対策交付金により支援を行う。 

２ 主な事業内容 

次の（１）特別枠及び（２）事業割により算定した額の合計額を市町村に交付する。ただし、（１）

及び（２）で算定した額と対象事業費の１／２の額のいずれか低い額を上限とする。 

（１）特別枠（２７，０００千円） 

事業内容の審査により、鳥取県中部地震の教訓等を踏まえた取組として適切なものであると認め

られた事業に対し、１事業３００万円を上限額として交付金を交付する。 

＜事業例＞ 

鳥取県中部地震の教訓を踏まえた事業、緊急情報伝達事業、豪雨災害対策事業、県民運動・女性

防災活動推進事業、消防団への加入促進事業、自主防災活動の活性化事業、自主防災組織の組織

率向上に特別に取り組む事業 

（２）事業割（３９，４２５千円） 

ア 消防団を強化する事業（１０，３７５千円） 

＜事業例＞ 

消防団員の能力向上、団員の確保、救助資機材の整備、女性が消防団活動に参画しやすい環境

整備等

イ 自主防災組織を強化する事業（１４，５２５千円） 

＜事業例＞ 

自主防災組織の発足の推進、運営の強化、避難訓練その他の防災訓練の実施等 

ウ 住民が主体となった防災体制の構築を推進する事業（１４，５２５千円） 

＜事業例＞ 

    消防団員及び自主防災組織役員以外の者の防災活動への参画推進、住民が行う防災研修会又は

防災訓練、地縁団体による資機材の整備、住民の防災情報の入手手段の整備、要支援者ごとの

避難支援計画の作成等 

（３）調整枠（２，０７５千円） 

市町村の対象事業費が算定額を超えた場合、それに応じて按分。 

    事業割（特別枠、調整枠以外）の総額が予算で定める額に満たない場合、その差額を調整枠に

加算する。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

市町村による防災・減災対策促進を目標とする本交付金により、各市町村がその市町村の優先する

課題に取り組むことができ、地域の実情を踏まえた防災体制構築の取り組みが促進されている。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費
６項 防災費                         消防防災課（内線：７０８２）
１目 防災総務費                            （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

地域防災リーダー養成・

連携促進事業 
4,660 4,540 120

＜雑入＞

3,569 1,091

トータルコスト 8,603 千円（前年度 8,501 千円）[正職員：0.5 人] 

主な業務内容 防災士養成研修、スキルアップ研修の開催 

工程表の政策内容 防災・減災の県民活動の推進、自主防災組織の拡充、住民主体の防災体制構築

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
  鳥取県中部地震の教訓を踏まえ、防災士をはじめとする地域防災リーダーの養成とスキルアップに

ついて、平成２９年度から県が積極的に推進することにより、県内の防災士登録者数は、平成２９年
の６９７名から令和３年１２月末には１，３２９名となるなど、着実に養成が進んできた。 

  引き続き、第２期総合戦略に掲げた令和６年度末１，８００名に向けた取組を進めるとともに、こ
れまで養成した防災士をはじめとする地域防災リーダーにそれぞれの地域で活躍いただけるよう、ス
キルアップ研修の実施や、県、市町村等が協働して、活動事例の共有や情報交換等を行うネットワー
ク化を進めることにより、地域防災リーダー等の活躍の場の創出を図る。 

２ 主な事業内容 
（１）防災士養成研修（3,850 千円） 
   ・対象者 自主防災組織の構成員、消防団員、県・市町村職員等 約２２０名（２回の合計） 
  ・場 所 県中部、県西部を想定 
   ※開催経費については、受講者に負担を求める。 

（２）スキルアップ研修（460千円） 
・対象者 自主防災組織構成員、消防団員、防災士等の防災活動の担い手となる方 

 ・場 所 県内各圏域又はオンラインを想定（２回程度） 
 ・内 容 防災に関する知識、スキル等を向上する講義や演習等を行う。 
 ・特 色 外部講師の招聘等により、防災リーダーに必要な知識等を高める実践的研修とする。 

（３）職員災害応援隊等防災士資格取得事業 
   職員災害応援隊や危機管理局職員が、被災地において的確な救援活動等を行うとともに、地域住

民等の防災意識を高めるためのノウハウを習得するため、防災士の資格を取得する。 

（４）地域で活躍する防災士等の活用・連携促進事業（350千円）【新規】 
ア 防災士ミーティングの実施 

    県、市町村及び防災士会鳥取県支部が主体となり、管内の防災士等の情報伝達や連絡の取り合
えるネットワーク体制の整備に向けた取組の一つとして、各圏域で意見交換や情報交換を行うミ
ーティングを実施する。（各圏域１回） 

イ 現場未経験防災士等の育成 
    地域活動に興味があるが活動方法等に不安のある防災士等を対象に、実際に地域等で活動する

防災士等を講師として、講義や実地演習などにより、防災知識等の習得を図る。（年１回） 
ウ 防災士等の活躍事例の周知・広報 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
平成２８年１０月に発生した鳥取県中部地震において、住民相互の支え合いによる安否確認や避難

支援などの住民主体の防災活動（共助）が、地域の防災リーダー主導のもとで行われるなど、防災リ
ーダーを中心とした共助の重要性が再認識されたことから、防災士の養成や地域防災リーダーのスキ
ルアップを平成２９年度から５年間集中的に実施してきたが、第２期総合戦略の目標達成に向けて引
き続き取り組んでいく。 
令和元年度から、県内の防災士登録者の更なる増加に向け、防災士養成研修を県内２箇所で開催す

るとともに、大学生等の若者や女性の積極的な受講を呼びかけることにより、若者や女性の防災士も
増加している。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

２款 総務費
６項 防災費                         消防防災課（内線：７０８２）
１目 防災総務費                            （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 国 庫 
支出金 

起債 その他 一般 
財源 

自主防災組織新規設立

支援事業 
1,020 1,500 △480 200 820

トータルコスト 2,597 千円（前年度 3,084 千円）[正職員：0.2 人] 
主な業務内容 補助金交付事務
工程表の政策内容 防災・減災の県民活動の推進、自主防災組織の拡充、住民主体の防災体制構築

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 
  近年相次いで発生している集中豪雨、台風、大雪等の自然災害や地震災害等に備え、その被害を軽

減するためには、早急に、自主防災組織により県内全ての地域をカバーすることが必須である。 
  一方、担い手の減少や住民の防災意識が高まっていないなど、様々な理由により自主防災組織が組

織されていない地域があり、その組織化には、自主防災活動アドバイザー等の活用や、各地域におけ
る新規設立に至ったノウハウの横展開が効果的であることから、県が率先して市町村の自主防災組織
の設立支援を行うことで、自主防災組織の組織化の促進を図る。 

  なお、本事業は、令和２年度及び令和３年度に集中的に実施する計画であったが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大により、地域における自治会活動等が低調となり組織化が進まなかったことから、
１年間延長して実施するものである。 

２ 主な事業内容 
（１）自主防災組織新規設立支援事業（820千円） 

住民の防災意識の醸成や防災資機材等の整備を行い、新たに自主防災組織等を設立する市町村を
支援する。 

  ・補助対象者：市町村 
  ・補 助 率：１／２ 
  ・補助限度額：150 千円（１組織当たり） 
  ・補助対象経費：資機材整備費、研修会費、活動・訓練費等 

 (２）自主防災組織活動連絡調整会の設置（200 千円）【新規】 
各市町村における自主防災組織等の防災活動や防災リーダー等の育成等に関する活動事例や課題

等を共有し、自主防災活動の活性化を図ることを目的とした連絡調整会を開催する。（年１回程度）

３ 事業目標・取組状況・改善点 
新型コロナウイルス感染症の影響により、新規結成に向けた動きが低調だが、新規結成の翌年度で

も支援対象となるよう制度を拡充しており、引き続き市町村と連携して自主防災組織率の向上を図
る。 

（参考）鳥取県の自主防災組織率の現況と推移                  （単位：％）

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 
鳥取県 69.6 71.2 78.8 80.4 82.0 83.8 85.7 88.1 92.3 92.7
全国平均 77.4 77.9 80.0 81.0 81.7 82.7 83.2 84.1 84.3 84.4
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
２款　総務費
　１項　総務管理費  財政課 （ 内線 ： ７０４６ ）
　　１目　一般管理費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

新型コロナウ
イルス感染症
緊急事態対策
調整費

1,500,000 2,000,000 △500,000 1,500,000

トータルコスト 1,500,789千円（前年度　2,000,792千円）［正職員：0.1人］
主な業務内容 新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費の執行に係る事務処理
工程表の政策内容 ―

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症の状況や県内経済動向が日々変化する中で、県民や県内経済が直面する課題に対し
て、必要な対策を早急に講じるため、枠予算を設定する。

２　事業目標・取組状況・改善点

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い緊急に対応する必要がある場合、機動的な対応を行う。

[参考１]オミクロン株影響対策緊急応援金（総額15億円の事業として３月１日から受付開始）
　・10億円は、令和３年度の新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費で対応。
　・５億円は、令和４年度当初予算で別途予算化。（※申請期限を５月下旬に設定しているため）

[参考２]令和３年度の執行状況（R4.2.1現在）
　2,956,029千円

　＜内訳＞
　・実施中の事業に係る歳出枠の増額（実績増等）　　　 　  　  　   　   　  　   2,397,279千円
　　　コロナ禍打破特別応援金、県内企業多角化・新展開応援事業　等

　・感染の急拡大に伴い緊急的に着手する必要があったもの　　　 　  　  　   　  　　558,750千円
　　　第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援金の支給、県施設を会場としたワクチンの職域接種　等
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
２款 総務費                               情報政策課（内線：７６１３） 
 ２項 企画費                             →事業実施：デジタル改革推進課

２目 計画調査費                                  （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比 較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）デジタル田園
都市鳥取県戦略推進
事業

債務負担行為

10,355

21,888 0

債務負担行為

10,355

21,888 18,231

債務負担行為

10,355

3,657
トータルコスト 25,042千円（前年度 0千円） [正職員：0.4人]
主な業務内容  クラウド環境の整備、ＣＩＯ情報戦略ラウンドテーブルの開催 
工程表の政策内容 Society5.0の推進
事業内容の説明                  【「デジタル田園都市国家構想推進交付金」充当事業】 

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 
１ 事業の目的、概要                       【「地方創生推進交付金」充当事業】 

近年、新たなデジタル技術が普及し、日常生活や経済産業活動等の社会活動が変化、新しい時代が到来して
いる。また、そうした技術の普及により、様々な分野のビッグデータ(※)が蓄積されつつある。 
こうした現状を踏まえ、行政、大学、企業、各種団体等で連携し、デジタル技術とビッグデータを活用して

長年懸案となっている課題解決にチャレンジするほか、地域活性化など県民の豊かさの実感に繋がる鳥取県
版Society5.0社会実現に向けた取組を進める。 

（※）ビッグデータ…企業活動時や行政による施策展開時に情報システムを活用し生み出した膨大なデータ 

２ 主な事業内容 
（１）デジタル田園都市鳥取県戦略の推進（17,262千円） 

 ＣＩＯ情報戦略ラウンドテーブル（円卓会議）を開催し、ＣＩＯ補佐官より専門的・技術的な見地から提
案や助言を頂きながら、デジタル田園都市鳥取県戦略を推進していく。 

令和４年度は、行政が保有するビッグデータを活用して長年懸案となっている課題の解決を図るためのク
ラウド環境「とっとりデジタルラボ(仮称)」を整備し、森林ビッグデータを活用した林業現場での課題解決
に取り組む。 

※林業現場での課題解決は、スマート林業実践事業（農林水産部）で実施。（想定課題：境界不明・所有
者不明林地問題、施業シミュレーション） 

あわせて、行政、大学、企業、各種団体等が保有する様々な分野のビックデータの利活用やデータ連携基
盤の在り方等について検討する専門組織を新設し、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による新サ
ービス創出を含む県内産業の発展や中山間地の活性化等を推進する。 

【債務負担行為】
  ●内 容：とっとりデジタルラボ利用料
  ●期 間：令和５年度から令和６年度まで

●限度額：10,355 千円

（２）デジタル人材の育成（4,626千円）                         （単位：千円）
区分 内容 予算額

デジタル活用研修会 
（高齢者向け） 

老人クラブと連携し、機器の使い方や、遠方の家族とコミュニケ
ーションを取るアプリ等の使い方を高齢者同士で教え合うなど、自
立的に学び合えるスマートフォン教室を開催する。 

2,076

デジタル活用研修会 
（中山間地域向け） 

中山間地域の地域運営組織等に対して、SNSの使い方・情報発信研
修、デジタル技術に係る活用事例や活用方法・基礎知識・基本操作等
の習得に向けた講習会の開催や周辺機器整備を支援する。 

2,550

デジタル活用伴走支援 
（小規模事業者向け） 

専門事業者が商店街等の事業者グループに伴走支援しながらデジ
タルツールを活用した戦略的な情報発信をサポートする。 
※ポストコロナを見据えた商店街等新展開支援事業（商工労働部）で計上 

(6,160)

デジタル未来人材育成
事業（子ども向け） 

子どもたちへのＩＣＴへの関心を高めるため、実践的なＩＣＴ技
術に関する体験教室を開催する。 
※ＩＣＴ（情報通信技術）企業基盤強化支援事業（商工労働部）で計上 

(924)

民間企業と連携した児童・生徒向けの先進的なプログラミング出
前授業を実施する。 
※ＧＩＧＡスクール実践拡大事業（教育委員会事務局）で計上 

(1,200)

合 計 4,626

（※他部局計上予算を含んだ予算額：12,910千円）

３ 事業目標・取組状況・改善点 
 ・令和元年度より鳥取県Society5.0推進本部を設置、令和３年度に専門知識を有する外部人材をＣＩＯ補

佐官に任命するなど、全庁を挙げてデジタル社会の実現に向けて取り組んでいる。 
・これまでの取組を継続しつつ、新たな取組として、行政などが保有するデータを集積し、分析・活用する
ことにより、エビデンス（根拠）に基づく課題解決及び地域の活性化を目指す。 
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＜参考＞分野別のデジタル技術を活用した事業（各部局で計上） 

分  野 事   業 所  管 

宇宙産業 鳥取砂丘月面化プロジェクト事業 商工労働部 

観光 
ビッグデータを活用した戦略的観光プロモーション推進事業 交流人口拡大本部 

とっとり宿泊予報プラットフォーム推進事業（生産性革命） 商工労働部 

交通 鳥取型MaaSによる地域交通サービス化推進事業 地域づくり推進部 

建設 産官学連携とっとり建設DXしごと改革プロジェクト事業 県土整備部 

商工業 
小規模事業者等デジタル変革推進事業 

商工労働部 
県内産業基盤・ＤＸ化事業 

農林水産業 
スマート農業社会実装加速化総合支援事業 

農林水産部 
スマート林業実践事業 

物流 デジタルグリーン物流推進支援事業 
商工労働部 

マーケティング
ハイブリッド型海外需要獲得強化事業 

デジタル化で取組む販路開拓支援事業 農林水産部 

教育 

GIGAスクール実践拡大事業 

教育委員会事務局 未来を拓くとっとり学力向上プロジェクト 

デジタル化時代の知の拠点づくり事業 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 
２款 総務費                                情報政策課（内線：７６１３） 
 ２項 企画費                             →事業実施：デジタル改革推進課

２目 計画調査費                                  （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比 較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）デジタルメデ
ィアリテラシー向上
事業

3,000 0 3,000 3,000

トータルコスト 3,789千円（前年度 0千円） [正職員：0.1人]
主な業務内容  普及啓発冊子作成 
工程表の政策内容 －
事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
近年、インターネットに手軽にアクセスできるスマートフォンやタブレット端末、ＳＮＳ等のコミュニケー

ションツールを含めたデジタルツールの利用者が急速に増加しており、誰でも簡単に不特定多数に情報を発
信したり、発信された情報を入手することが可能な便利な時代となったが、一方でフェイクニュースやモラル
に反した情報、誹謗中傷や差別的な投稿がインターネット上にあふれ、大きな社会問題にもなっている。 
県民が誤った情報に惑わされたり、心無い誹謗中傷や差別的な投稿の被害者や加害者にならないよう、デジ

タルメディア情報を正しく見極め、正しく行動する能力、「デジタルメディアリテラシー」を高めていくため
の普及啓発を実施する。 

リテラシー：知識・教養・能力を適正に使い、得られる情報を有効に利活用する能力 

２ 主な事業内容 

区分 内容 予算額 

普及啓発 
（冊子作製、サイトで
の周知） 

○デジタルメディアリテラシー向上のための普及啓発冊子作成・発信 
・マンガ等を活用し、誰でも受け入れやすく分かりやすい内容とする。
・より多くの県民にお届けできるよう、紙冊子の作成にとどまらずホ
ームページ等のデジタル媒体を活用して発信する。 

【掲載内容（案）】 
・最近起きている問題（フェイクニュース、SNS炎上等） 
・インターネットから得られる情報の真偽 
・デジタル時代を生き抜くために必要な情報を正しく見極める力 など

3,000

児童・生徒向けの対策
（インターネットと
の適切な接し方教育
啓発推進事業（社会教
育課）） 

○鳥取県子どものインターネット利用教育啓発推進協議会と連携して
以下の取組を実施 

・ＳＮＳトラブルから子どもを守る取組（各種イベントでのチラシ配布
等） 

・親子で電子メディアとの適切な付き合い方を学び、使用ルールを主
体的に作成する講座・啓発イベントの開催 

・電子メディアとの付き合い方を子ども・保護者・学校で学べる学習
ノートの作成・配布 

○情報モラル、リテラシー、シチズンシップ(市民性)等の指導ができ
る民間の専門人材を学校へ派遣し、児童生徒への啓発・学習  等 

(4,700)

合計 
3,000

(7,700)
※括弧書きは他部局計上予算を含んだ予算額

３ 事業目標・取組状況・改善点 
 ・デジタルメディア情報は手軽に入手できる一方で、その発信源や真偽を確認することなく安易に拡散さ

れ、フェイクニュースや差別的投稿につながる危険がある。 
・県民のデジタルメディアリテラシー向上に向け、教育委員会事務局での普及啓発事業と連携しながら効果
的な啓発活動を展開していく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
２款　総務費
　２項　企画費

情報政策課 （ 内線 ： ７６１３ ）
→ 事業実施 ： デジタル 改革推進課

　　２目　計画調査費 （単位：千円）
財　　源　　内　　訳

事 業 名 本年度 前年度 比　較
国庫支出金 起債 その他 一般財源

備考

（新）庁内オ
ンライン会議
環境整備事業

32,000 0 32,000 32,000

トータルコスト 34,366千円（前年度　0千円）［正職員：0.3人］
主な業務内容 契約等事務、ブース設置に係る業者や関係部署との調整業務、庁内への周知等  
工程表の政策内容 －

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　コロナ禍を契機に、県民・県内企業でも対面協議ではなくオンライン会議のニーズが高いことから会議室が不
足する状況になっているため、庁舎内にボックス型のオンライン会議専用スペース等を整備し、県庁のオンライ
ン会議対応を充実させる。

２　主な事業内容

・県庁舎内の空きスペースを有効活用した、ボックス型（フルクローズ型）の小スペースブース設置
・常設のオンライン会議専用スペースの整備

３　事業目標・取組状況・改善点

  オンライン会議の利用ニーズの高まりにあわせて、庁舎内にオンライン会議が利用可能なスペースを整備する。
 また、職員の熟練度を問わず、安定してオンライン会議等が実施できる環境を構築する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
２款　総務費
　１項　総務管理費

資産活用推進課 （ 内線 ： ７０８８ ）
→ 事業実施 ： 行財政改革推進課

　　７目　財産管理費 （単位：千円）
財　　源　　内　　訳

事 業 名 本年度 前年度 比　較
国庫支出金 起債 その他 一般財源

備考

<35,300>（新）県立鳥
取少年自然の
家跡地整備事
業

60,910 0 60,910 51,000 9,910県費負担
45,210

トータルコスト 62,487千円（前年度　0千円）［正職員：0.2人］
主な業務内容 委託業務発注、進捗管理、関係者との調整   
工程表の政策内容 公共施設の配置最適化

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　未利用財産となっている鳥取少年自然の家跡地（鳥取市桂見）の利活用検討に向けて、詳細設計等を実施し、
利活用策の具体化を図る。

２　主な事業内容

　詳細設計費等　６０，９１０千円

３　想定整備内容

　遊歩道、多目的広場等（隣接するとっとり出合いの森との一体管理を想定）

４　経緯及び今後のスケジュール

  令和２年　３月　地元地区から利活用に係る要望書提出
 令和２年　８月　地元地区から整備の推進に係る要望書提出
 令和２年１２月～３月　現地測量を実施
 令和３年　４月～　概略設計を実施
 令和４年　１月　整備内容について地元地区が同意
 令和４年　４月以降（予定）　詳細設計を実施

　≪整備イメージ図≫

（注）起債欄の<　>書きは交付税措置額を除いた額である。
　　　県費負担額は、起債欄の<　>書きの金額に一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費

 １項 社会福祉費                        人権・同和対策課（内線：７１２１） 

    １目 社会福祉総務費                                                   （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

多様な性を認め合う社会

づくり推進事業 
2,859 1,926 933 271 2,588

トータルコスト 7,591千円（前年度6,679千円） [正職員: 0.6人] 

主な業務内容 ・LGBT電話相談窓口の開設
・シンポジウムの開催
・市町村及び活動団体との連携、調整 
・性的マイノリティ支援相談員人材育成研修の実施 

工程表の政策内容 性的マイノリティに関するアウティングの危険性や共に寄り添い生きることの重要性
を発信し、多様な性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会づくりを推
進する。 

事業内容の説明
１ 事業の目的、概要
   多様な性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会づくりを進めるため、相談支援の充実や、 
性的マイノリティの方々の生きづらさ及びアウティングの危険性に対する理解と促進を図る。また、相談員の 
人材育成の実施、当事者が気軽に立ち寄ることのできる居場所づくりとしての「コミュニティスペース」の提 
供に取り組み、相談支援の充実を図る。 

２ 主な事業内容 
（単位：千円） 

区分 内容 予算額 

(新) LGBT寄り添い相談事業 

 LGBT電話相談窓口 ・LGBT電話相談員 
対応者：人材育成研修受講者、支援者等(３名程度) 
相談日：月４回(第１・第３水曜日18:00～20:00、第２・第４ 

土曜日15:00～17:00)  
・スーパーバイザーの配置 
LGBT支援の活動団体等で活動している者による相談員への対 
応策等の助言 

1,052 

啓発事業 

 多様な性を認め合う社
会づくりシンポジウム 

・目的：LGBTの方々が働きやすい職場、多様性を受け入れる環 
境作りのため、LGBTに関する基礎知識、当事者の生き 
づらさを理解し、適切な対応を学ぶ。 

・内容：講演及びパネルディスカッション 
・対象者：企業関係者、県民、県、市町村職員等 

443 

人材育成事業 

性的マイノリティ支援
相談員人材育成研修 

・連続研修（年間４回程度実施） 
・県外派遣研修 
 派遣人数：３市各２名程度 
 対象者：県、市町村等で人権相談に携わる者、「性的マイノリ 

ティの人権」に携わる市町村職員、人権教育に携わる 
教職員、活動団体のメンバーなど 

993 

居場所づくり 

 コミュニティスペース 
※運営に係る経費及び場
所の提供は３市が負担 

・コミュニティスペース（居場所）の運営支援（運営は鳥取、倉 
吉、米子の３市） 

・コミュニティスペースにおける学習会支援 
 実施回数：年間３回（各スペース１回） 

371 

合計 2,859 

３ 事業目標・取組状況・改善点
＜事業目標＞ 
当事者に寄り添い、支援するため、ＬＧＢＴ電話相談窓口を開設するとともに、支援相談員の人材育成を行う。
また、当事者が気軽に立ち寄ることのできるコミュニティスペース（居場所づくり）の運営支援を行う。 

＜取組状況＞ 
・教育関係者を対象としたシンポジウムを開催し、多様な性についての理解や認識を推進した。 
・市町村の担当者及び人権相談員等を対象とした研修を実施し、相談員等の育成を行った。 

  ・倉吉市及び米子市におけるコミュニティスペースの開設に向け、学習会を実施するなどの支援を行った。 

64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費
３項 保健所費                          福祉保健課（内線：７１４２）

   １目 保健所費                                                   （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

保健所機能等体制強

化事業 318,788 259,881 58,907 312,439 6,349

トータルコスト 319,577千円（前年度 260,673千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 保健所との連絡調整等 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明               【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要

新型コロナウイルス感染症対応を目的として、これまでも業務の外部委託や、保健師・看護師などの専門職を
非常勤職員として確保し、保健所業務の体制を構築してきたところだが、オミクロン株をはじめとした新たな変
異株による感染拡大が中長期的に反復する可能性があることを前提に、外部委託や人材確保をより一層推し進め
更なる感染拡大に的確に対応できる体制を整備する。 

   併せて、新型コロナウイルス感染拡大期等に、保健所業務にスムーズに対応できるよう潜在保健師等に対して
研修を行う。 

２ 主な事業内容

細事業名 内容 予算額(千円)

保健所の体
制強化 

(１)嘱託医の配置（単県） 
各保健所に嘱託医を配置し、公衆衛生業務の体制強化を行う。 

(２)保健師の配置（国1/2、国3/4） 
  各保健所に保健師を配置し、積極的疫学調査を行うほか、心身の変調が生じる住
民の精神保健上の支援（心のケア）を行う。 

(３)接触者等相談センターでの相談対応の充実（国10/10） 
・各保健所の接触者等相談センターに保健師等を配置し、県民からの相談に応じる。 
・各保健所の接触者等相談センターの夜間の相談対応を外部に委託し、保健所の負
担軽減を図る。 

(４)受診相談センターの設置（国10/10） 
  県看護協会に「受診相談センター」を委託設置し、県民からの相談に応じる。 
(５)消毒指導のための看護師派遣（国10/10） 

新型コロナが発生した施設等に感染管理認定看護師等を派遣し、感染拡大防止の
ための消毒等の指導、支援を行う。 

77,741 

宿泊療養施
設等への医
療支援 

(１)嘱託医による宿泊療養施設等における健康観察（国10/10） 
  嘱託医を雇用した上で、軽症者向けの宿泊療養施設等に派遣し、健康観察等を行
う。 

(２)看護師による宿泊療養施設等での常駐看護（国10/10） 
  看護師を雇用した上で、軽症者等向けの宿泊療養施設等に派遣し、患者に対し、
施設に常駐して看護を行う。また、看護師の派遣調整業務等を県看護協会に委託す
る。 

238,528 

潜在保健師
等に対する
研修実施 
(国1/2) 

 県内の潜在保健師に対する研修実施等を行うことにより、新型コロナウイルス感染
症等の感染拡大時等に保健所を中心とした業務に従事できるよう人材育成を行う。 
（県国民健康保険団体連合会に委託） 

2,519 

他県等への
専門職派遣
(国10/10) 

 国全体及び当県への感染拡大防止のため、感染が拡大している地域へ保健師、看護
師等の専門職を派遣し支援を行う。 

人件費・標
準事務費等
で対応 

318,788 

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・新型コロナウイルス感染症対応を目的として、嘱託医、保健師（元保健所職員等）、看護師等を雇用するとと
もに、関係機関に必要な委託等を行い、適切に体制を整備する。 

・令和２年度から保健所等の体制を整備し、県内の発生事例に対応している。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費 

１項 社会福祉費                                             福祉保健課（内線：７１５８） 

   １目 社会福祉総務費                                                   （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新型コロナウイルス

入院患者家族支援事

業 

11,575 7,000 4,575 11,575

トータルコスト 18,776千円（前年度 9,376千円）［正職員：0.3人 会計年度任用職員：1.7人］ 

主な業務内容 支援を行う事業者との調整・契約・支払い、県職員による直接の処遇支援（児童のみ）

工程表の政策内容 －                                                                

事業内容の説明             【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

  高齢者、障がい者、児童など日常生活において介護や見守り等の生活支援が必要な者（要支援者）がいる家庭

において、日常的に生活支援を行う同居家族が新型コロナウイルスに感染・入院等した場合に、市町村等と連携

した上で、県が主体となって要支援者へ必要なサービスを提供する。 

２ 主な事業内容 

（１）高齢者、障がい者への支援 

  県が介護保険や障害福祉サービス提供事業者に委託して、自宅等において在宅支援を行う。 

  実施に当たっては、県、市町村、関係団体が協議の上、支援内容を決定する。 

  （費用負担） 

    サービスに要する費用（人件費（危険手当等含む）、移動経費、感染防護具、宿泊費等）をサービス提供

事業者に支給する。 

（２）児童への支援 

  県立又は民間の児童福祉施設において受け入れて生活支援を行う。 

  児童相談所が一時保護に準じて支援内容を決定する。 

  （費用負担） 

   民間の児童福祉施設での一時保護については契約により必要となる経費を民間の児童福祉施設に支給する。

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・事業の実施が必要な状態になれば、市町村や事業者と協議して速やかな対応を図る。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費 
３項 保健所費                            福祉保健課（内線：７１４２） 

   １目 保健所費                                                    （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

感染症対策人材強化

事業 47,200 47,200 0 35,000

（基金繰入金）

12,200

トータルコスト 47,989千円（前年度 47,992千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 委託事務 

工程表の政策内容  － 

事業内容の説明              【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】
【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

  新型コロナウイルス感染症等の感染症対策の重要性が増大する中、感染症対策を担う人材の充実・強化が喫緊
の課題となっている。 

  このため、公衆衛生行政の充実・強化と将来の公衆衛生医師不足の解消を図る体制を構築するとともに、県内
の感染症対策に貢献できる専門的知識を有した人材育成等を推進する。 

２ 主な事業内容 
（１）公衆衛生対策強化緊急事業（12,200千円） ※地域医療介護総合確保基金（医療）を充当 

鳥取大学と県が連携協定を締結した上で、鳥取大学が新たに公衆衛生医師を確保することで、医局から保健
所に恒常的に人材を派遣するほか、以下の取組を実施する。 
＜地域住民向け＞ 

〇地域住民を対象とした公衆衛生（食中毒、感染症、熱中症、健康づくりなど）のミニ講座（オープンキャ
ンパス）の開催 

〇地域住民と医学生との交流活動への参加 
＜県向け＞ 
〇県が抱える公衆衛生行政上の課題（食中毒、感染症、熱中症、健康づくりなど）の調査研究及び結果の 
フィードバック 

〇公衆衛生行政に係る施策立案段階での助言 
〇将来の公衆衛生医師の確保 

医学部生の保健所での実習の企画・運営、公衆衛生医師の全国ネットワークづくり 

（２）寄附講座「臨床感染症学講座」（35,000千円）※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当
県内の感染症対策に貢献する専門的知識を有した人材育成及び教育・研究等のため、鳥取大学医学部に寄附

講座「臨床感染症学講座」を設置する。 
【業務内容】 
〇専門的知識を有する人材の育成 

医学生を対象としたカリキュラムと病院実習のほか、初期研修医教育、感染症専門医を目指す専門医教
育を行う。 

〇教育・研究の推進、病原体等の検査の能力の向上及び技術開発 
新型コロナウイルスのような、新たな感染症や結核等の再び注目されている感染症に対する新しい診断

技術の開発を行う。 
〇感染症診療・対策、医療支援等、地域医療向上への寄与 

感染症の診療、対策等を随時行うとともに、県内感染症指定医療機関に対して助言指導のための医師派
遣の実施や、医療関係者を対象とした県内の感染教育等を行う。 

〇感染症に関する公開講座等広報活動 
〇その他感染症に関する活動等

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・公衆衛生の重要性を広く県民に理解いただくとともに、鳥取大学から医師を受け入れることで、新型コロナウ
イルス感染症対策など本県の公衆衛生行政の充実・強化を図る。 

・寄附講座により、県内の感染症対策に貢献する専門的知識を有した人材育成及び教育・研究等を効果的に実施
する。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費 

 １項 社会福祉費    福祉保健課（内線：７８５９） 
１目 社会福祉総務費                                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

コロナ後の生活困窮者
総合支援事業 86,338 69,208 17,130 48,095 38,243
トータルコスト 100,222千円（前年度 77,584千円）［正職員：1.4人 会計年度任用職員：1.0人］ 
主な業務内容 生活困窮者への相談支援、委託契約締結・委託先との連絡調整、補助金交付事務 
工程表の政策内容  － 
事業内容の説明              【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

  生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を構築するとともに、生活困窮者の経

済的自立のみならず、日常生活や社会生活などにおける本人の状態に応じた自立を総合的に支援する。また、市町

村が行う生活困窮者の自立に向けた支援を県がサポートし生活困窮者の生活再建を図る。

２ 主な事業内容

【生活困窮者を支える市町村の支援体制の充実】 

（１）生活困窮者自立支援体制強化事業（25,975千円） 

項目 予算額 財源 事業内容 

(新)自立相談
支援機関のサ
ポート 

12,326 国3/4 県が委託する事業者が、中間的就労支援推進事業や県立ハローワーク
等、県の持つ広域的なネットワークやノウハウを生かしながら、マンパ
ワー、ノウハウ等が不足する自立相談支援機関をサポートする。 
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当 

(新)ICT 導入
支援 

5,193 国10/10 市町村が行う生活困窮者支援業務へのICT導入（AIによる相談支援の
導入に係る機器購入費、各相談窓口をオンラインで結ぶタブレット導
入費等）について、その経費を支援する。（補助率3/4） 

人材育成等サ
ポート 

8,456 国1/2 市町村に対して、生活困窮者自立支援制度に関する後方支援（養成研
修・現任研修の実施、関係機関とのネットワーク形成等）を行う。 

（関連する取組・支援） 
  ・県社協の体制拡充（特例貸付に係る原資の国庫補助を活用） 

借入者の自立に向けた県社協のサポート体制を拡充するため、既存の支援員（１名）を２名増員する。 

・市町村の自立相談支援の機能強化・保護決定体制強化等に対する支援（令和３年度11月補正予算（繰越明許））

新型コロナの影響により生活に課題を抱える方（生活困窮者等）への支援について、自立相談支援員、

保護決定等に係る業務補助者の加配等を行う市町村に対して必要となる経費を支援する。 

【生活困窮者に対する支援】 

（１）生活困窮者自立支援事業（26,092千円 国3/4ほか） 
県福祉事務所を設置する三朝町、大山町における生活困窮者自立支援法に基づく必須事業（自立相談支

援、住居確保給付金）及び任意事業（就労準備支援、家計改善支援、学習支援）を実施する。 
※住居確保給付金に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当 

（２）ファイナンシャルプランナーと連携した家計支援事業（590千円 国1/2） 
生活困窮の未然防止策として、ファイナンシャルプランナーによる世代に応じた家計啓発セミナー及び個

別相談等を実施する。 
（３）見舞金（25,734千円 単県） 

県内の被保護者、母子生活支援施設入所者に対して、夏季に見舞金を支給する。
（４）低所得者等に係る中間的就労支援推進事業（7,947千円 国定額） 

中間的就労事業所育成員が県全域の支援機関のニーズに応じた協力事業所の開拓や支援対象者とのマッ
チングを行う。また、協力事業所が中間的就労支援の取組ノウハウを共有する等により就労支援の推進を図る。

＜参考＞中間的就労：さまざまな事情から直ちに一般就労で働くことが難しい方に対して、本人の状況に
応じて見学や職業体験・就労体験の機会を提供しながら、就労に向けた段階的支援を行う。 

３ 事業目標・取組状況・改善点
【生活困窮者を支える市町村の支援体制の充実】 
・県が自立相談支援機関をサポートするとともに、業務効率化等の取組を支援することにより、生活困窮者の自
立に向けた計画的・継続的な支援等を推進する。 

【生活困窮者に対する支援】 
・法に基づき、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を構築し、本人の状態
に応じた自立支援や地域ネットワークの構築による包括的な支援を実施する。

・家計管理に関するセミナー等による困窮の未然防止、就労支援員による被保護者に対する就労支援、見舞金の
支給、中間的就労支援による就労困難者等の就労に向けた段階的な機会の提供等を併せて実施することにより、
生活困窮者の自立を総合的に支援する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費 

１項 社会福祉費                            福祉保健課（内線：７１５８） 

   １目 社会福祉総務費                                                   （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取県更生保

護給産会建替補助事

業 

28,000 0 28,000 28,000

トータルコスト 28,789千円（前年度 0千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 補助金交付事務 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明              

１ 事業の目的、概要 

  更生保護事業の推進を図ることを目的に、老朽化した更生保護施設（鳥取県更生保護給産会）の建替費用に対

して、補助を行う。 

２ 主な事業内容 

  更生保護法人鳥取県更生保護給産会が運営する更生保護施設（鳥取県更生保護給産会）の全面改築が令和４年

度に予定されているため、施設の建替費用に対して補助金を交付する。 

項 目 内 容 

補助対象事業 鳥取県更生保護給産会の建替に係る補助 

補助対象経費 ・工事費（建築工事、電気設備工事 等） 

・付帯工事費（解体工事、アスベスト撤去工事 等） 

・管理費 等 

事 業 主 体 更生保護法人鳥取県更生保護給産会（直接補助） 

全体事業費 400,300千円（初年度経費含む） 

補 助 額 28,000千円 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・犯罪や非行をした者が地域社会で孤立しないよう、刑務所出所者等を施設に受入れ、立ち直りを支えている更

生保護施設（鳥取県更生保護給産会）の建替費用を適切に支援し、更生保護事業の推進及び県民の安心安全な

地域社会を守ることを目指す。 

・鳥取県更生保護給産会は、犯罪をした者に住まいや食事を提供し、自立した地域生活への移行を支援する県内

で唯一の更生保護施設である。県が設置する鳥取県地域生活定着支援センターと連携し、刑務所出所者だけで

はなく、県内の累犯者等の犯罪傾向が高い者や指導が必要な者についても支援を行い、犯罪をした者が地域で

孤立し、再び刑務所に戻ってしまうのを防ぐための重要な役割を担っている。 

・県では、犯罪をした者を地域で受け止めることで再犯を防止し、県民の犯罪被害を防ぐため、平成30年４月１

日に鳥取県再犯防止推進計画を策定し、就労・住居の確保などを重点課題の一つとして再犯防止施策を展開し

ている。 ※成果指標：令和４年度末までに刑法犯検挙者中の再犯者率を20％にする。 

102



令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費 

１項 社会福祉費                                             福祉保健課（内線：７８５９） 

   １目 社会福祉総務費                                                        （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）子どもと家庭

の生活・相談支援拠

点サポート事業 

24,213 0 24,213

（基金繰入金）

15,075 9,138

トータルコスト 25,002千円（前年度 0千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 補助金交付事務 

工程表の政策内容  － 

事業内容の説明                              【「鳥取県安心こども基金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

子どもや生活困難者にとって身近な社会資源である子どもの居場所を整備・活用し、専門スタッフが子どもや

その世帯が抱える個別の課題解決に向けてきめ細やかに対応することにより、総合的に子どもを支援する居場所

づくりに取り組む市町村を支援する。 

２  主な事業内容

  家庭や学校に居場所がない学齢期以降の子どもやその世帯を総合的に支援することを目的として、生活習慣

の形成や学習支援、進路等の相談支援、食事の提供に加えて、教員資格などを有する専門職を配置して、子ど

も・家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行なう子どもの居場所づくりに取り組む市町村に対

して、運営費を助成する。 

【実施主体】市町村 

【補助対象経費】以下の支援を行う子どもの居場所設置に係る運営費 

（支援対象）家庭や学校に居場所がない学齢期以降の子ども 

（支援内容）安心・安全な居場所の提供、生活習慣（手洗い・うがい、歯磨き等）の形成、食事の支援 

学習支援（宿題の見守り等を含む）、課外活動の提供、専門職による支援計画の策定 等 

【負担割合】国1/2、県1/4、市町村1/4 

【活用予定自治体】 

 鳥取市、米子市 

３ 事業目標・取組状況・改善点

・コロナ禍において、孤独・孤立の問題が顕在化する中、困りごとを抱える世帯が、地域の中でのつながりを回

復することを目指す。

・子どもの居場所づくりの取組が全県的な拡がりをみせる中、子どもの居場所は、地域において子どもや世帯に

寄り添う社会資源としての役割が求められている。

・子どもの貧困対策として、子どもの生活面や学習面の支援に加え、教員等の専門職によるアセスメントに基づ

き、関係機関とのつなぎを行なう等、世帯が抱える個々の課題解決に向けてより踏み込んだきめ細やかな支援

を行なう子どもの居場所が、安定的・継続的に運営されるよう市町村の取組を支援する。

103



令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費 

 １項 社会福祉費                                         福祉保健課（内線：７８５９） 

１目 社会福祉総務費                                 （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

生活福祉資金貸付事

業 21,654 22,145 △491 10,806 10,848

トータルコスト 22,443千円（前年度 22,937千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 制度周知、補助金交付事務 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付事業、及び当該貸付事業のうち平成28年鳥取県中

部地震の被災者への貸付に対する償還利子相当額の軽減に対して補助を行う。 

【生活福祉資金貸付制度の概要】 

目 的 低所得世帯等に対し、経済的自立及び生活意欲の助長を図るため、必要な資金を貸し付ける制度。 

種 類 ・総合支援資金：生活再建までの間に必要な生活費や住宅賃貸契約を結ぶための費用等を貸付 

・福祉資金：日常生活を送る上で一時的に必要であると見込まれる費用等を貸付 

・教育支援資金：高校、大学又は高等専門学校への入学や就学に必要な経費を貸付 

・不動産担保型生活資金：居住用不動産を有し、その住居に住み続ける高齢者に対して、当該不動産 

を担保として生活費を貸付 

２ 主な事業内容 

（１）生活福祉資金貸付事業 

ア 予算額   21,613千円 

イ 補助率   10/10（国1/2、県1/2） 

ウ 補助の内容 生活福祉資金貸付事業に係る事務費（人件費、事務費等）を補助する。 

（２）被災者生活復興支援貸付事業（生活福祉資金利子補給事業） 

ア 予算額   41千円 

イ 補助率   県10/10 

ウ 補助の内容 

平成28年鳥取県中部地震の被災により損壊した住宅の保全・補修に必要な経費への借入を６年間（貸

付後据置き期間含む）無利子とし、その償還利子相当額の軽減分を補助する。 

３ 事業目標・取組状況・改善点

（１）生活福祉資金貸付事業補助金 

・低所得者、離職者等に対し、必要な資金の貸付と相談支援を行い、経済的自立、生活意欲の助長、社会参加

の促進等を図り、安定した生活が送れるようにする。 

・平成21年10月から「総合支援資金」を新設し、貸付利子を緩和して利用のしやすい制度に改正するととも

に、相談支援体制の強化のため貸付相談員２名を配置した。平成24年度からは、償還指導を強化するため、

償還指導員（償還事務、償還指導を行う）を２名配置した。 

 ・令和２年３月以降、新型コロナウイルスに係る当該資金の特例貸付（緊急小口資金、総合支援資金）により、

休業や離職による生活立て直しのための一時的な資金貸付を行っている。 

（２）被災者生活復興支援貸付事業（生活福祉資金利子補給事業） 

・中部地震に伴う生活福祉資金の償還利子を軽減することで、借受人の負担軽減を図る。 

・中部地震に伴い平成28年10月の知事専決において、被災により生活福祉資金(住宅資金及び災害援助資金) 

貸付を受ける場合は、一部の貸付について、貸付から６年間利子を補助する制度を創設。５名が事業を活

用しうち２名は償還済である。
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３款 民生費 

１項 社会福祉費                                              福祉保健課（内線：７１５８） 

１目 社会福祉総務費                                                    （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

災害時における福祉

支援機能強化事業 18,696 1,500 17,196 3,250 15,446

トータルコスト 21,062千円（前年度 3,876千円）［正職員：0.3人］ 

主な業務内容 災害時派遣福祉チームの登録予定者・登録者等への研修、登録事務等 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

  災害発生後に避難所等で、介護や相談、サービス利用の調整などの福祉的支援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷ

ＡＴ）を派遣するため、研修を実施してチーム員を養成するとともに、要員を確保するためチーム員の所属する施

設が派遣できる体制を整えるための支援を行う。

２ 主な事業内容

（１）事業費 3,765千円 

   鳥取県社会福祉協議会に委託して設置している鳥取県災害福祉支援センターにより、次の業務を行う。 

  ① 組成と研修

    ・基礎研修、ステップアップ研修に加え、先遣隊要員等に向けたコーディネーター研修を新たに実施する。

    ・市町村と共同で避難所の運営などのより実践的な訓練を行う。

  ② 応援体制の整備

    ・ＤＷＡＴへの職員の参加が円滑に進むよう、職員の派遣に係る規定など就業規則等を整備する法人を支援

する。

（２）人件費 14,931千円 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・災害発生時に県内及び県外の被災地で不足する福祉人材を派遣できるように体制構築を行う。 

・社会福祉士会等の専門職の職能団体の会員で、研修を受講した者のうち48人がチーム員の登録済である。 

・多様化したニーズに対応するため、特定の専門職に限定していたチーム員の範囲を拡げて保育士等も対象とし、

登録の申請先を県社協内の派遣チーム事務局に変更して、職能団体の会員以外でも申請・登録を可能とした。 

・まだ実働経験がないため、より実践的な研修や訓練を行い、活動の実効性を確保していく。 

・活動に協力いただく法人の体制整備を支援して、登録するチーム員の増加を図る。 
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３款 民生費

 １項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７１９３）
12目 障がい者自立支援事業費                        （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

障がい者施設の新型コロナ
対策支援事業 

16,270 16,270 0 15,730 540

ト ー タ ル コ ス ト 17,059千円（前年度 17,062千円）［正職員：0.1人］ 

主 な 業 務 内 容 補助金等交付事務、看護協会等との調整 

工 程 表 の 政 策 内 容 － 

事業内容の説明             【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

障害福祉サービスが継続して提供されるよう、感染者が発生した障害福祉サービス事業所等に対して、職員

確保や衛生用品等のかかり増し経費を支援する。併せて、感染症対策研修や事業所への個別巡回指導等を通じ

て、障害福祉サービス等事業所の感染症予防体制の構築を支援する。

２ 主な事業内容 
区 分 内 容 

鳥取県新型コロ
ナウイルス感染
症に係る障害福
祉サービス等事
業者に対するサ
ービス継続支援
事業 
（15,190千円）
（国2/3、県
1/3） 
※県費分に「新
型コロナウイル
ス感染症対応地
方創生臨時交付
金」を充当 

障害福祉サービス事業所・障害者支援施設等が必要な障害福祉サービスを継続して提供で
きるよう、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されないかかり増し経費等を支援す
る。（中核市の鳥取市除く） 

（１）障害福祉サービス事業所等におけ
るサービス継続支援事業 

（２）障害福祉サービス事業所等との
連携支援事業 

対象事
業所 

①利用者・職員に感染症が発生した事業
所・施設

②県等から休業要請を受けた通所系、短
期入所サービス事業所

③濃厚接触者に対応した訪問系、短期
入所サービス事業所、障害者支援施設
等      

・左欄①②の事業所等から利用者の受
入や職員が不足した場合に応援職員
の派遣を行った事業所等 

対象経
費 

・マスク、手袋等の衛生用品購入費 
・事業継続に必要な人員確保のための経
費 ほか 

・利用者受入に係る連絡調整費、職員
確保費用 

・職員応援派遣に係る費用 
補助基
準単価 

（通所系） 
17.2～197.8万円（１事業所） 

（短期入所） 
14.6万円（１事業所） 

（訪問系） 
3.3～17.5万円（１事業所） 

（入所・居住系） 
15.0～101.3万円（１事業所（施設））

（相談系） 
3.6万円～5.0万円（１事業所） 

（通所系） 
0.9～98.9万円（１事業所） 

（短期入所） 
7.3万円（１事業所） 

（訪問系） 
1.1～6.3万円（１事業所） 

（入所・居住系） 
7.5～50.6万円（１事業所（施設））

（相談系） 
1.8万円～2.5万円（１事業所） 

障がい福祉サー
ビス事業所等に
対する新型コロ
ナ対策現地指導
事業 
（1,080千円）
（国1/2） 

障がい福祉サービス事業所等に感染管理認定看護師、認定看護管理者を派遣し、現場の状

況を確認した上で、個別・具体的に指導・助言を行うことにより、障がい福祉サービス事業

所等における感染防止対策等の一層の強化を図る。 

３ 事業目標・取組状況・改善点

・令和２年夏より感染症対策の専門家による現地指導や衛生用品配備支援を通じて、社会福祉施設の新型コロ

ナウイルス感染症への予防体制強化を支援している。予防体制強化とサービス提供が継続できるよう支援に

努める。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 
１項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７２０１）

12目 障がい者自立支援事業費                        （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）障がい者情報ア
クセスモデル県推進
事業

21,211 0 21,211 4,755 16,456

ト ー タ ル コ ス ト 24,365 千円（前年度 0千円）［正職員：0.4人］
主 な 業 務 内 容 団体との調整、契約事務等
工 程 表 の 政 策 内 容 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進
事業内容の説明

１ 事業の目的、概要 
地域共生社会の実現のため、障がいの特性に応じて、情報に十分アクセスでき、地域でコミュニケーション

がとれることが重要であり、その環境のさらなる充実を図るため、鳥取県障がい者ＩＣＴ相談窓口の設置によ
るデジタルデバイス活用の個別支援、視覚障がい者の情報アクセシビリティの向上を図るための機器導入支援、
人材の育成・確保、ＡＩによる手話言語認識技術発展の実証実験への参加を行うほか、きこえない・きこえに
くい子や家族のための相談窓口を新たに設置し、相談支援体制の拡充を通じて切れ目のない支援を行う。 

２ 主な事業内容 
 （単位：千円）

対象 細事業名 事 業 内 容 予算額 
障 が い
全般 

障がい者ＩＣＴ
サポート総合推
進事業（国1/2） 

鳥取県障がい者ＩＣＴ相談窓口を設置し、利用機会の拡大や活
用能力の向上を図る。 
・本人やご家族、支援者を対象としたＩＣＴ関連の相談対応、
機器の貸し出し 

・技術支援等を行うボランティアの派遣、広報 
（ネットへの接続方法、ネットによる情報収集・コミュニケ
ーション、コミュニケーションを支援するアプリの活用方法
など基本的なことから支援） 

7,011

聴覚障がい者向
け支援ツール開
発事業（国1/2） 

閉鎖空間等においてタブレット等により災害情報を把握できる
システム開発に向けた調査を行う。 
・モデル的にスマホ電波が届かないエレベーター内での情報伝
達手法（Wi-Fi活用）について検証 

2,200 

信号機への高度
化PICS導入事業 

専用アプリを入れた視覚障がい者等のスマートフォン等に対し
て、歩行者信号機の表示を音声で知らせるための装置（高度化
PICS）を信号に装着する（県内２箇所予定）。 

(3,133)
※警察本部
事業 

視 覚 障
がい 

視覚障がい者情
報アクセス向上
事業（単県・国
1/2） 

情報アクセスを向上する補助機能を備えたＩＣＴ機器、拡大読
書器などの購入を支援するとともに、ＩＣＴ機器の基本操作や
補助機能を学ぶ講座の開催を通じて、見えない・見えにくい人
の情報アクセス向上と読書環境の拡充を図る。 

5,000 

同行援護従事者
確保推進事業（単
県） 

視覚障がい者の情報アクセシビリティを支援する同行援護従事
者の確保と育成を図る。 
・同行援護従事者募集広報、人材育成（研修受講奨励金） 

5,000 

聴 覚 障
がい 

ＩＣＴを活用し
た公共施設等情
報アクセス向上
事業（単県） 

遠隔手話サービスやＵＤトーク機能を備えたタブレット端末の
配置を文化・スポーツ施設等公共施設に拡大し、きこえない・
きこえにくい人の情報アクセス向上を図る。 
・端末を活用し、ソフトバンク（株）が全日本ろうあ連盟等と
連携して行うＡＩによる手話言語認識技術の発展のための実
証実験に参加する。 

2,000 

きこえない・きこ
えにくい子のサ
ポートセンター
設置事業 
（国10/10） 

きこえない・きこえにくい子とその家族に必要な情報を提供
し、相談の窓口となるとともに、関係機関の専門性を生かした
支援機能を結び付ける中核となるセンターを整備し、早期から
切れ目のない支援を行う。 

(21,501) 
※子ども発
達支援課事
業 

合 計 21,211

３ 事業目標・取組状況・改善点
・国において、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進の一層の動きがあることを踏まえ、
そのモデル県となっていけるよう取組を進めていく。  

・全国で初めて手話言語条例を制定し手話の輪を広げるほか、聴覚障がい者センター、盲ろう者支援センター、
視覚障がい者支援センター、ロービジョン相談窓口の設置など支援拠点づくりと、鳥取県視覚障がい者等の
読書環境の整備の推進に関する計画策定に基づく読書環境の拡充など、情報アクセシビリティ・コミュニケ
ーション支援の推進に取り組んできた。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費  
１項 社会福祉費                       障がい福祉課（内線：７１９３） 

12 目 障がい者自立支援事業費                        （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）強度行動障がい
者支援体制総合強化事
業 

16,684 0 16,684 16,684

ト ー タ ル コ ス ト 17,473 千円（前年度 0 千円）［正職員：0.1人］ 
主 な 業 務 内 容 補助金交付事務 
工 程 表 の 政 策 内 容 － 
事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
強度行動障がい者の受け入れ先の確保・充実のため、施設の整備や改良に要する経費の補助を行うほか、

強度行動障がい者の在宅生活、地域生活を支えるサービスの受け皿を増やすため、サービス事業所が体験利
用を受け入れする場合の支援や訪問系サービス事業所が行う手厚いサービス提供の下支えを行う。 

２ 主な事業内容                                   
  （単位：千円）

細事業名 事業内容 対象サービス 補助内容 予算額 
強度行動障が
い者利用施設
基盤整備事業 

「社会福祉施設等施設整備補助
金（国庫）」を活用した施設整備に
ついて、国庫補助の対象外部分への
上乗せを行う「重度障がい児者利用
基盤整備事業（単県）」に、強度行
動障がい児者を受け入れる場合を
含める。 

すべての障害福
祉サービス 

総事業費から「社会福祉施
設等施設整備事業」の国庫
補助対象分を除いた額の
1/2 を補助 
（上限：国庫補助基準額の
県負担額（1/4）と同額） 

制度創設

事業者が、強度行動障がい児者を
受け入れるために必要な居室の整
備（突起物の除去や壁・窓の構造強
化など）や、備品購入する際に必要
となる経費に対し補助を行う。 

施設入所支援 
共同生活援助 
生活介護 等 

受け入れを行う強度行動障
がい児者１人（居室）につ
き、上限 1,500 千円を支援 

7,500

障害福祉サー
ビス体験利用
等促進事業 

障害福祉サービスの利用を開始
するにあたり体験利用を行う際に、
受入を行う事業者を支援する。 

短期入所 
生活介護 等 

通常のサービス提供をした
際に得られる報酬相当額 
※補助率:県 1/2 、 市町村 1/2
(市町村負担は任意) 

1,000

在宅強度行動
障がい者支援
体制強化事業 

訪問系のサービス事業所に対し、
手厚いケアが必要な強度行動障が
い児者へサービスを提供した場合
の独自の加算制度を設ける。また、
遠隔地の利用者宅への支援や通院
支援移動時（運転時）についても、
独自の加算制度を設ける。 

居宅介護 
重度訪問介護 
行動援護 

＜重度加算＞ 
基本報酬に 15％を乗じた
金額を補助 

＜遠隔地加算＞ 
サービス提供１回あたり
最大で２千円を補助 

＜通院等加算＞ 
通院等介助等のサービス
を提供した場合に１回あ
たり最大で２千円を補助 

8,184

※いずれも補助率:県 1/2 、 
市町村 1/2(市町村負担は任意)

16,684

３ 事業目標・取組状況・改善点
・行動障がいのある支援対象者の早期からの支援や専門人材の育成を通じて、行動障がいの軽減を図るとと

もに、保護者の負担・不安軽減のため、支援の受け皿の確保や地域生活が可能な者の地域移行を進めるな
どの取組を進めてきているものの、支援の困難さから、強度行動障がい者の受入れ先はなお不足している
状況にある。 

・このため、強度行動障がい者の支援の受け皿拡大と、当事者とご家族の生活を守るための広域的な支援体
制の強化を目指して、強度行動障がい児者の特性に応じた施設の改良等を行う際の支援制度を創設するほ
か、積極的なサービス提供を促す独自の加算制度を創設し、在宅生活を支える訪問系サービスやレスパイ
トとなる短期入所の充実を図っていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費

１項 社会福祉費                         障がい福祉課（内線：７８８９）

12目 障がい者自立支援事業費                               （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

農福連携推進事業
19,564 17,455 2,109 14,152 5,412

トータルコスト 30,604千円（前年度 28,544千円）［正職員：1.4人］ 

主 な 業 務 内 容 農福連携マッチング業務、補助金交付事務、委託契約事務、委託先との連絡調整 等

工程表の政策内容  障がいのある方の工賃の向上
事業内容の説明

１ 事業の目的、概要 
農業者と就労系障害福祉サービス事業所（以下「事業所」という。）とのマッチング等による農作業等の受

託支援、自主農業に取り組む事業所への支援やマルシェの開催等により、農福連携等を通じた地域の課題解決
や活性化等の仕組みをつくり、障がい者が安定的・継続的に関われる就労機会の創出や工賃向上を目指す。 

２ 主な事業内容                                   （単位：千円）
区 分 内 容 予算額

農福連携マッチ
ング機能（国1/2） 

農業者と事業所の受委託を円滑に行うため、東中西の各圏域にコーデ
ィネーターを１名ずつ配置する。 
＜業務内容＞ 
・農業者、事業所双方のニーズ把握、農作業のマッチング、契約支援等 

職員人件
費（福祉保
健課）で予
算措置 

農作業等の受託
環境の整備、自主
農業の生産性向
上等への支援（単
県） 

新たに農林水産分野の作業の受託に取り組む事業所を支援するほか、
既に自主農業に取り組んでいる事業所の生産性向上・事業拡大等に資す
る取組を支援する。 
【農業分野等チャレンジ支援事業補助金】 
農林水産分野作業受託支援：補助率2/3、上限額 100千円 
自 主 農 業 支 援 ：補助率1/2、上限額1,000千円 

4,500

共同発注を行う
農家グループへ
の支援（単県） 

農家グループによる共同発注を促進し、事業所が年間を通じた農作業
を受託できるよう支援する。 

150

農作業の助言・指
導等を行う農業
技術支援員の派
遣（単県） 

事業所が農家から受託する農作業を円滑に実施出来るよう、また、自
主農業に取り組む事業所をサポートするため、事業所に助言・指導等を
行う農業技術支援員を派遣する。 

762

農福連携による
地域づくり事業 
（国10/10） 

農福連携を地域に根差した取組に発展させるため、農福連携セミナー
を開催し、地域とのネットワークづくりを進めるとともに、加工や流通
を見据えたコーディネーターや専門家派遣による事業所支援を行うほ
か、農福連携マルシェ（ごきげんマルシェ）の開催、県内外マルシェへの
出店支援等を行う。 

14,152

合 計 19,564

３ 事業目標・取組状況・改善点
・農福連携を通じて、障がい者の就労機会を創出するとともに、工賃３倍計画に定める目標工賃月額（33,000
円）の達成に向けた工賃向上を目指す。 

 ・平成22年度から、全国に先駆けた取組として、各圏域に農福連携コーディネーターを配置し、農業者事業所
による農作業の受委託のマッチングを実施している。平成22年度から令和２年度の11年間で、約1,450件
の農作業をマッチングし、8,700万円を上回る作業料金が事業所に支払われた。 

R２ R１ H30 H29 H28
マッチング（件） 264 204 184 128 112
作業料金（千円） 18,886 13,077 12,189 7,822 5,483

・平成 28 年度から、事業所の利用者が生産等に携わった農産物、農産加工品等を販売する農福連携マルシェ
（ごきげんマルシェ）を開催するとともに、単なる販売会でなく、専門家のアドバイス等による商品のブラ
ッシュアップや様々な分野の人の交流による新たな商品開発や販路開拓等の場としている。 

・平成30年度から、農福連携による地域の課題解決や活性化等を図るとともに、障がい者の安定的、継続的な
仕事を創出するモデル事業の構築に向けて、鳥取県障害者就労事業振興センターに配置したコーディネータ
ーによる事業所支援や専門家派遣等を実施している。令和３年度は、これまでの振興センターによる事業所
支援等により、２事業所の６次産業化計画が国の交付金事業に採択された。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費

１項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７８８９）

12目 障がい者自立支援事業費                               （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

障がい者のはたらき・

自立のための工賃向

上事業

30,917 30,793 124 15,458 15,459

トータルコスト 35,649千円（前年度 35,546千円）［正職員：0.6人］ 

主 な 業 務 内 容 委託契約事務、委託先との連絡調整等

工程表の政策内容  障がいのある方の工賃の向上
事業内容の説明

１ 事業の目的、概要 
平成30年度からの第３期工賃向上計画を踏まえ、障がい者就労継続支援事業所（以下「事業所」という。）

に対して、各事業所の特性に応じた支援を実施する。 

２ 主な事業内容 
特定非営利活動法人鳥取県障害者就労事業振興センターにコーディネーターを配置し、以下の支援を実施す

る。 
（１）総合相談窓口機能の充実、事業所情報収集・分析及び対応策の検討（負担割合：国1/2、県1/2） 
   事業所からの相談等に対応する総合相談窓口機能を整え、コーディネーターによる相談・助言や専門機

関と連携した支援等を行う。また、事業所情報の収集・分析、対応策の検討等を行う。 
（２）第３期工賃向上計画に沿った支援（負担割合：国1/2、県1/2） 
   各事業所の目標設定や中長期事業計画作成の支援等を行うとともに専門家（商品開発、事業経営等）を

派遣するなど、事業所の特性に応じた支援を行う。 
  ア 自主的な事業展開により工賃向上に向かっている事業所 
     商品開発・販路拡大支援、売上・原価計算等の計数管理支援 等 

イ 共同作業場等の施設外就労及び高単価作業受託により工賃向上を目指す事業所 
   企業等からの受注作業の斡旋・調整、作業受託の環境作り支援、共同作業場・施設外就労促進の体

制作り支援 等 
ウ その他の事業所（経営基盤の安定支援） 
   運営面に課題のある小規模事業所等を対象とした研修会の実施、利用者の特性に応じた作業のマッ

チング 等 
 （３）就労支援における「人づくり」プログラムの実施（負担割合：国1/2、県1/2） 
    事業所職員の経験年数や職位等に合わせた人材育成研修を実施し、福祉とビジネス双方の視点やスキル

を持った就労支援の「人づくり」を行う。 
（４）共同受注窓口機能の強化（負担割合：国1/2、県1/2） 

民需、官公需等の事業所への斡旋・調整等をワンストップで行う共同受注窓口を設置し、受発注のマッ
チングを行う。また、企業・団体等とのネットワークの構築等により、共同受注窓口の機能を強化し、
民需、官公需等の増進を図るとともに、企業等との連携事業（共同開発、共同販売イベント等）の企画・
実施や情報発信等を行う。 

 （５）事業所間ネットワーク会議等の開催（負担割合：国1/2、県1/2） 
事業所間のネットワーク等を形成し、情報交換会や事例報告会、研修会等を通じて、工賃向上に向けた
取組の推進や相互に学び合える仕組みづくりを図る。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・各事業所の特性等に応じた支援を行い、工賃３倍計画の達成を目指す。 
・各事業所の特性等に応じ、工賃３倍計画に定める目標工賃月額（33,000円）の達成を目指した工賃向上の取
組により、平成30年度の工賃月額は過去最高の19,511円(全国第５位)となった。令和２年度は、新型コロ
ナウイルス感染症、新規利用者の増加等の影響により、19,203円となったが全国第７位と高い工賃水準を維
持し、工賃支払総額、利用者延べ人数ともに過去最高となった。 

【特定非営利活動法人鳥取県障害者就労事業振興センターの概要】 
設立趣旨 鳥取県内の就労継続支援事業所等における障がい者の仕事を活性化させるための調整・支

援を行う「鳥取県障害者就労事業振興センター」を設置し、地域における障がい者の就労の
場の確保及び就労活動を通じた自立の促進を図る。〔設立時期：平成16年７月１日〕 

職 員 数 11名（総合相談・事業コーディネート、ワークコーポとっとり運営、農福連携等）
事 務 局 （西部事務所）米子市東福原１丁目1-45（鳥取県西部総合事務所福祉保健局内 別棟１階）

（東部事務所）鳥取市商栄町403-1（ワークコーポとっとり内） 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費

１項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７６７８）

12目 障がい者自立支援事業費                        （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県障がい者アー

ト推進事業 98,784 99,370 △586 9,500 89,284

トータルコスト 114,556千円（前年度 123,133千円）［正職員：2.0人］ 

主 な 業 務 内 容 委託契約事務、補助金交付業務、関係団体との連絡調整業務

工程表の政策内容 障がい者の芸術・文化活動の振興
事業内容の説明

１ 事業の目的、概要 
平成26年度に開催した「第14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会」の成果を未来に引き継ぐとともに、

平成30年10月に全国に先駆けて策定した「鳥取県障がい者による文化芸術活動推進計画」に基づき、障がい者
アートのさらなる推進を図る。 
また、「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた障がい者の芸術文化活動推進知事連盟」（以下「知

事連盟」という。）」に加盟する都道府県と連携して行った障がい者アート振興の取組をレガシーとして継続・
発展させ、全国に誇ることができる鳥取県の障がい者の芸術を全国に発信する。 

２ 主な事業内容                                  （単位：千円）
区 分 事業内容 予算額

「あいサポート・アートセン
ター」の運営 
（国1/2（上限450万円）） 

障がい者アートの普及啓発や相談支援、人材育成などを
行うとともに、県内外の障がい者の優れた作品を常設展
示する障がい者文化芸術活動拠点「あいサポート・アー
トセンター」を運営する。 
委託先：ＮＰＯ法人アートピアとっとり（倉吉市） 

30,458

「鳥取県障がい者芸術・文化
活動推進委員会」の開催 
（単県） 

関係団体や市町村等と連携して障がい者の芸術・文化活
動の振興方策等について検討する。 

811

障がい者アート活動支援事
業補助金（単県） 

障がい者や障がい者が所属する団体等が行う舞台発表、
展示会等の芸術・文化活動に対して支援を行う（補助率
10/10）。 

17,000

「あいサポート・アートとっ
とり祭」の開催 
（国1/2（上限500万円）） 

障がい者が取り組む舞台芸術活動（音楽、演劇、ダンス
等）の発表と鑑賞の機会として開催する。 

17,000

「あいサポート・アートとっ
とり展」の開催（単県） 

障がい者が制作した芸術・文化作品（美術・文芸・マン
ガ）の発表と鑑賞の機会として開催する。 

13,165

障がい者と健常者が共につ
くる芸術（単県） 

全国大会を契機に発足した障がい者と健常者が共につく
る劇団「じゆう劇場」の活動を支援する。 
実施主体：鳥の劇場運営委員会（鳥取市鹿野町） 

19,000

（新）「フクシ×アート
WEEK」実行委員会(仮)への支
援（単県） 

鳥取市中心市街地で行われる障がい者アートイベントを
開催する実行委員会に対し、定額で支援する。 

1,000

知事連盟に係る連絡調整費
（単県） 

知事連盟加盟都道府県との連絡調整を行う。 350

合 計 98,784

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・障がい者の芸術・文化活動の推進にあたり、「鳥取県障がい者による文化芸術活動推進計画」に数値目標を定
めている。

・＜主な目標＞ 
  アート活動取組団体数…令和５年度目標 55団体（令和２年度達成状況39団体） 
  あいサポート・アートとっとり祭来場者数…令和５年度目標 5,000人（令和２年度達成状況5,300人） 
  あいサポート・アートとっとり展来場者数…令和５年度目標 4,000人（令和２年度達成状況1,632人） 
・目標の達成に向けて、取組を継続し、コロナ禍により減少している活動の活発化を図るとともに、「鳥取県 

はーとふるアートギャラリー」の認定促進など、県民が障がい者の芸術・文化作品を気軽に楽しむ環境を整
備することで、障がい者の芸術・文化活動の理解を深め、更なる推進を図る。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７６７５）

12目 障がい者自立支援事業費                       （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）ともに生きる

「あいサポート企業・

団体」拡大事業

15,464 0 15,464 15,464

トータルコスト 21,773千円（前年度 0千円）［正職員：0.8人］ 

主 な 業 務 内 容 委託契約等業務、関係先との連絡調整・協議等

工程表の政策内容 あいサポート運動の推進（障害者差別解消法の理解促進）

事業内容の説明  

１ 事業の目的、概要 

「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 28 年４月１日施行）」（以下「障害者差別解消
法」という。）が改正（令和３年６月４日公布）され、企業や店舗などの民間事業者による「合理的配慮の提
供」が公布の日から３年以内に義務化されることに伴い、「合理的配慮の提供」と同意義である本県発祥の
「あいサポート運動」の取組を加速し、障がい者差別解消に向けた取組を推進する。 

  ※「合理的配慮の提供」…行政や事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリア（社会的障
壁）を取り除くため何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲に
おいて対応すること。 

２ 主な事業内容                                  （単位：千円） 

内 容 予算額

（１）障がい者差別解消に向けた体制整備  
   事業者における障がい者差別解消に向けた体制整備が図られるよう、あいサポート運動 

に取り組む企業・団体の拡大を推進するための取組を委託して実施する。 
・あいサポート企業拡大推進員の配置 

   ・民間事業者が実施する社会的障壁の除去に必要となる経費を助成
    [補助上限額]1件30万円 [補助率]2/3 

※あいサポート企業・団体の場合、少額のときは補助対象経費の10/10（上限５万円）

9,846 

（２）合理的配慮の提供及びあいサポート運動の普及啓発 
   県民への合理的配慮の周知やあいサポート運動の更なる推進を図るとともに、県外にお

けるあいサポート運動の機運を高めるため、テレビＣＭやＳＮＳ広告等を通じた情報発信
を実施する。 

3,936 

（３）障害者差別解消法の理解促進 
   関係団体等と事例共有等を行う「障がい者差別解消支援地域協議会」の開催、事業者等

を対象とした障害者差別解消法やあいサポート精神の理解を深める研修を実施する（研修
会の一部はオンラインにより実施）。 

1,682 

合 計 15,464 

３ 事業目標・取組状況・改善点   

・個人としてのあいサポーターに比べ、あいサポート企業・団体の広がりは十分とはいえないことから、一層
の啓発を行い、あいサポート企業・団体の認定拡大を図る。 

・県内の民間事業者等を対象に障害者差別解消法の研修会を開催するとともに、障がい者差別解消支援地域協
議会を実施し、事例の共有や障がい者差別を解消するための対策を協議している。また、「障がい者差別解消
相談支援センター」を県内３か所に設置し、障がいを理由とする差別解消に対応する相談支援体制を整備し
ており、より一層の周知を進めていく。 

［令和３年11月末現在の状況］ 

   ◯あいサポーター数：577,120人（うち県内79,113人、県外498,007人） 
  ○あいサポート企業・団体数：2,252企業・団体数（うち県内 457 企業・団体、県外 1,795 企業・団体）
  ※県外のあいサポーター数等は、連携してあいサポート運動を実施している７県15市６町の合計数。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費

 １項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７２０１）
12目 障がい者自立支援事業費                        （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

失語症者向け意思疎
通支援事業 16,402 9,383 7,019 4,248

（雑入）

7,906 4,248

トータルコスト 17,191千円（前年度 10,175千円）［正職員：0.1人］ 
主 な 業 務 内 容 団体との調整、契約事務等
工程表の政策内容 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

失語症者に対する意思疎通支援を行うため、失語症者向け意思疎通支援者の養成、当該養成に係る指導者の

養成及び意思疎通支援者派遣に向けた体制づくりを実施する。 

２ 主な事業内容 

 （単位：千円）

区 分 事 業 内 容 予算額 

（拡）失語症者向け意思

疎通支援者養成等事業 

（国1/2、鳥取市負担金） 

厚生労働省が提示したカリキュラムに基づく研修を実施し、

「失語症者向け意思疎通支援者」の養成等を行うとともに、

より高度な内容の派遣依頼に対応するため、カリキュラムに

定める選択科目を新たに実施する。 

7,844 

指導者養成研修への派遣 

（国1/2、鳥取市負担金） 

失語症者向け意思疎通支援者の養成に必要な「指導者」を養

成するため、厚生労働省が実施する指導者養成研修に候補者

２名を派遣する。 

187 

（拡）意思疎通支援者の

派遣 

（国1/2、市町村負担金） 

意思疎通支援者の派遣調整等を行うコーディネーターを配置

し、当事者個人への意思疎通支援者の派遣を開始するほか、

主催者の依頼に基づき、会合等に支援者を派遣し、意思疎通

支援を行う。 

8,371 

合 計 16,402 

３ 事業目標・取組状況・改善点

・失語症に係る県民の理解を広げ、支援者を着実に養成していくとともに、支援者の派遣に向けた体制を整え

ることで、失語症者の福祉の増進を図っていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費

 １項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７２０１）
12 目 障がい者自立支援事業費                        （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

手話でコミュニケーション
事業 96,007 95,194 813 34,087

(雑入)
20,110 41,810

トータルコスト 102,316千円（前年度 101,531千円）［正職員：0.8人］ 
主 な 業 務 内 容 団体との調整、契約事務等
工程表の政策内容 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進
事業内容の説明

１ 事業の目的、概要 
  平成25年10月に成立した鳥取県手話言語条例に基づき、手話を普及し、手話を使いやすい環境の整 
 備を進め、ろう者の社会参加を推進するため、多様な取組を行う。 

２ 主な事業内容 
① 手話の普及（3,125千円）                            （単位：千円） 

区 分 事 業 内 容 予算額
ミニ手話講座の開催（単県） ２時間/回程度の県民向け手話講座を県内各所で開催 1,660
手話サークルへの補助（単県） 手話サークル活動を推進するための補助金 600
手話啓発イベント、聴覚障がい者
福祉研修会への補助（単県） 

鳥取県聴覚障害者協会が主催する手話啓発イベント及び、
聴覚障がい者福祉研修会開催経費に係る補助金 

865

② 手話を使いやすい環境整備事業（91,457千円）                   （単位：千円） 
区 分 事 業 内 容 予算額

遠隔手話通訳サービス
（国1/2） 

ＩＣＴを活用した遠隔手話通訳サービスを実施 4,569

音声文字変換システム（単県） 難聴者のコミュニケーションを支援するため、音声を文字
に変換して表示するシステムを運用 

885

手話通訳士試験受験料の補助（単
県） 

社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが主催する「手
話通訳技能認定試験」の受験料支援 

110

手話通訳者トレーナー
（国1/2、鳥取市負担金） 

経験の浅い手話通訳者等のサポートをしながら、現場での
技術指導を行うとともに、手話通訳者等の手話表現・通訳
技術向上を行う 

7,039

手話通訳者設置・派遣
（国1/2、鳥取市負担金） 

主催者の依頼に基づき、講演会等に手話通訳者を派遣し、
ろう者の情報保障を行う 

32,200

手話通訳者養成研修等
（国1/2、鳥取市負担金） 

手話通訳者養成研修、現任者研修等を実施 10,829

手話通訳者指導者養成研修への
派遣（国1/2、鳥取市負担金） 

手話通訳者指導者（候補）を手話通訳者指導者養成研修に
派遣 

1,253

手話通訳者等の頸肩腕障がい対
策（単県） 

手話通訳者等の頸肩腕障がい予防のための講習会の開催及
び健康診断を実施 

1,605

鳥取県手話施策推進協議会（単
県） 

鳥取県手話施策推進協議会の委員報酬、旅費 372

とっとりの手話を創り、守り、伝
える事業への補助（単県） 

鳥取の手話を整理して記録し、地域の手話を残す取組を支
援するための補助金 

100

聴覚障がい者相談員設置事業
（国1/2） 

圏域に聴覚障がい者相談員を配置し、聴覚障がい者からの
各種相談に対して助言、関係機関との調整等を行う 

32,395

手話通訳者等派遣費の補助（単
県） 

障がい者福祉団体がイベント等を開催する際の手話通訳
者・要約筆記者等の派遣に係る経費に対する補助金 

100

③ コミュニケーション支援事業（1,425千円）                    （単位：千円） 
区 分 事 業 内 容 予算額

障がい者の居場所づくりに対す
る支援（単県） 

障がい者と地域住民とが交流できるサロン設置を通じて、
交流の機会を提供する取組に対する補助金 

500

難聴者等向けコミュニケーショ
ン学習会開催に対する支援（単
県） 

難聴者、中途失聴者等を対象に、手話を含むコミュニケー
ション手段を楽しみながら学ぶ学習会等開催に対する補助
金 

425

（新）中国地区ろうあ者大会、中
四国地区ろうあ者体育大会開催
補助（単県） 

第67回中国地区ろうあ者大会・第14回中四国地区ろうあ
者体育大会開催に対する補助金 

500

３ 事業目標・取組状況・改善点
・上記の取組により手話や聴覚障がいに対する理解が広がってきており、これを着実に前進させていくため、
関係団体等と連携しながら取組を継続していく。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費

１項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７２０１）
12目 障がい者自立支援事業費                        （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

視覚障がい者情報支
援事業

67,865 62,838 5,027 32,772 35,093

トータルコスト 69,442千円（前年度64,422千円）［正職員：0.2人］ 
主 な 業 務 内 容 団体との連絡調整、契約事務、補助金交付事務等
工程表の政策内容 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進
事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
情報の取得・利用、コミュニケーションに困難を抱える視覚障がい者等が、障がいの特性に応じたコミュニ
ケーション手段やその他情報を取得する手段により、円滑に情報を取得し利用できるよう、次のとおり各種事
業を実施する。 

２ 主な事業内容 
  （単位：千円）

区 分 事業内容 予算額 

（拡）視覚障がい者支援
センター運営事業（国
1/2、県1/2） 

視覚障がい者に対する総合的な相談支援の拠点として設置する「鳥
取県視覚障がい者支援センター」を継続して運営する。また、関係
機関・団体との協議の場を設け、全盲、ロービジョン（弱視）の特
性に応じた支援の充実について検討を行う。また、相談件数の増加
に対応するため東部センター相談員を増員する。 

15,723 

点字図書館運営費補助
金（国1/2、県1/2） 

社会福祉法人鳥取県ライトハウスが設置する点字図書館に対して運
営費を助成する。 

40,782 

点字・声の広報発行事業 
（国1/2、県1/2） 

県が発行する広報誌や視覚障がい者が必要とする情報の点字・音声
版を作成し、視覚障がい者に提供する。 

2,322 

点字による即時情報ネ
ットワーク事業（国1/2、
県1/2） 

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合から配信される最新の新聞情
報等の点字版を作成し、視覚障がい者に提供する。 

2,203 

情報アクセス・コミュニ
ケーション研究会（国
1/2、県1/2） 

情報アクセス・コミュニケーションに困難を抱える視覚・聴覚・盲
ろう・音声機能障がい者の意見を県政に反映させるため、情報アク
セス・コミュニケーション研究会を開催する。 

102 

点字資料等作成費補助
事業（単県） 

障がい者団体がイベント等を開催する際の点字資料作成に要する経
費を補助する。 

300 

補助犬育成事業（国1/2、
県1/2） 

補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を育成し補助犬を必要とする身
体障がい者へ貸与する。また、補助犬ユーザーに対して予防接種代
を助成する。 

2,287 

視覚障がい者移動支援
従事者資質向上研修の
旅費支給（国1/2、県1/2） 

視覚障がい者移動支援事業に従事している者の資質向上研修の受講
者を選定し、受講者へ旅費を支給する。 

199 

視覚障がい者生活訓練
事業（国1/2、県1/2） 

歩行、家事、点字、福祉機器・社会資源の活用方法、家庭生活（生
活設計、育児等）等の講習会等を開催する。 

992 

中途視覚障がい者生活
訓練事業 
（国1/2、県1/2） 

中途視覚障がいによる不安の除去のため、相談・ピアカウンセリン
グ（障がい者の不安を取り除く面談）、歩行訓練、点字講習等を実
施する。 

935 

（新）点字プリンターの
更新（単県） 

公文書や会議資料の点字版の印刷や、点訳ボランティアが使用する
点字プリンターを更新する。 

2,020 

合 計 67,865 

３ 事業目標・取組状況・改善点
・平成29年度末に「鳥取県視覚障がい者支援センター」を開設し、視覚障がい者やその家族等からの様々な相
談に対して、訪問等によりきめ細やかな相談支援を実施しているところであるが、その内容は全盲、ロービ
ジョンなど多岐にわたるため、関係機関・団体との協議の場（連絡協議会）を設けており、それぞれの特性
に応じた支援の充実について検討を進めていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費

１項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７２０１）
12 目 障がい者自立支援事業費                         （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

盲ろう者支援センター運営
事業 42,202 40,571 1,631 16,675

(雑入)
6,353 19,174

トータルコスト 42,991千円（前年度41,363千円）［正職員：0.1人］ 
主 な 業 務 内 容 団体との調整、契約事務等
工程表の政策内容  情報アクセス・コミュニケーション支援の推進

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

盲ろう者（視覚と聴覚の両方に障がいのある方）が社会から孤立せず、安心して暮らすことを支援するため

に設置した「鳥取県盲ろう者支援センター」において、盲ろう者向け通訳・介助員の養成・派遣や専門の相談

員による相談支援、生活・コミュニケーション訓練等を実施する。 

注）盲ろう者向け通訳・介助員とは、手話（触手話、接近手話）、指点字、掌書き、筆記、音声通訳、移動介

助などの知識・技術を用いて、盲ろう者に対して通訳・介助を行う者のこと。 

２ 主な事業内容 

                                        （単位：千円） 

区 分 事 業 内 容 予算額 

盲ろう者支援センター運営

費（単県） 

盲ろう者支援センターの運営（建物の賃借料、自動車のリー

ス料等） 

2,499 

盲ろう者向け相談支援事業 

（国1/2、県1/2） 

盲ろう者支援センターに盲ろう者相談員を２名配置し、盲ろ

う者やその家族等に対する相談支援を行う。 

15,498 

盲ろう者向け通訳・介助員

養成事業（国1/2、県1/2、

鳥取市負担金） 

厚生労働省が提示したカリキュラムに基づく研修を実施し、

「盲ろう者向け通訳・介助員」を養成する。 

7,034 

盲ろう者向け通訳・介助員

派遣事業（国1/2、県1/2、

鳥取市負担金） 

盲ろう者のもとへ「盲ろう者向け通訳・介助員」を派遣し、

意思疎通支援等を行う。 

13,340 

盲ろう者向け生活・コミュ

ニケーション訓練事業 

（国1/2、県1/2） 

盲ろう者向けに点字・手話等のコミュニケーション訓練や家

事等の生活訓練、交流カフェの開催を行う。 

3,831 

合 計 42,202 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・盲ろう者の社会参加推進のため、今後もきめ細かな支援を行っていくとともに、より多くの盲ろう者に支援

が行き届くよう、掘り起こしのため関係機関等への働きかけなどを継続して取り組んでいく。 

・平成28年度に新設した鳥取県盲ろう者支援センターにおいて、盲ろう者向け通訳・介助員の養成・派遣や相

談員による相談支援、生活・コミュニケーション訓練などを実施し、ニーズの掘り起こしや盲ろう者が自身

でできることを見い出すことによって、盲ろう者の活動の幅が広がってきているところである。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 

２項 児童福祉費                    子ども発達支援課（内線：７８６５） 

１目 児童福祉総務費                           （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）きこえない・きこ
えにくい子のサポート
センター設置事業

21,501 0 21,501 21,501

トータルコスト 25,444千円（前年度 0千円）［正職員：0.5人］ 

主 な 業 務 内 容 委託契約事務、国庫補助金事務、連絡調整

工程表の政策内容 －

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
  きこえない・きこえにくい子の早期支援を図り、今後の社会生活をより豊かにするために、きこえない・
きこえにくい子とその家族に必要な情報を提供し、相談の窓口となるとともに、関係機関の専門性を生か
した支援機能を結び付ける中核となるセンターを整備し、切れ目のない支援を行う。 

２ 主な事業内容

項目 事業内容 

（１）業務内容 〇本人・家族支援の実施 
 きこえない・きこえにくい子どもとその家族からの相談に対応し、コミ
ュニケーション手段や医療、療育の選択肢を提供し、必要に応じて専門
的な支援機関へつなぐ。 
〇情報の収集・活用・発信 
 きこえない・きこえにくい子どもの状況把握及び把握した情報の適切な
活用を行うことで、取りこぼしのない、安定的で、切れ目のない支援を
目指す。また、人工内耳・補聴器・手話等のコミュニケーション手段の
選択肢の提示、ライフステージごとの支援機関の紹介、公的補助制度、
キャリア事例等をリーフレットやホームページにまとめ、発信する。 
〇関係機関との連携・支援 
 保健、医療、福祉、教育の各分野の関係機関と切れ目なく連携し、乳児
からの支援対応を強化する。また、巡回相談や研修案内等により事業所
等への支援を行う。 
〇協議会の設置 
 きこえに関する支援機関が連携し、県内の支援課題について共通認識を 
図り、円滑な連携体制を構築するため協議会を設置する。 
（年２回程度、参加者：耳鼻科医、保健師、特別支援学校・療育機関関 
係者等） 

（２）必要なスタッフ コーディネーター１名、支援員１名（ろう者）、事務局員１名 

（３）設置場所 鳥取市桜谷（元デイサービス事業所２階） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
 ・保護者の知りたい情報を一元化し、関係機関の専門性を生かした支援機能を結び付ける中核となり、切れ
目のない支援を行う。 

 ・きこえない・きこえにくい子の生活・療育状況等を把握するとともに、保健、医療、福祉、教育の多職種
と連携を図りながら、発達段階に応じた療育を適切に受けられるよう支援する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 

２項 児童福祉費                      子ども発達支援課（内線：７８６５） 

１目 児童福祉総務費                             （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）医療的ケア児総

合支援事業 54,973 0 54,973 8,783 46,190

ト ー タ ル コ ス ト 58,127千円（前年度 0千円）［正職員：0.4人］ 

主 な 業 務 内 容 委託契約事務、連絡調整、補助金交付事務

工程表の政策内容 医療的ケアの必要な重度障がい児者やその保護者等が、安心して豊かに地域で生活

するための支援体制の整備
事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
  医療的ケア児とその家族に係る多様な課題解消に向け、令和３年９月18日に施行された医療的ケア児支援法
に基づく「医療的ケア児支援センター」を設置するとともに、医療的ケア児者の在宅支援に係る人材の育成・
確保等を総合的に行い、地域で安心して生活できる環境を整える。 

２ 主な事業内容
細事業名 予算額 事業内容 

医療的ケア児支
援センター設置
事業 

37,788 医療的ケア児に関する相談、関係機関との連携・調整、人材育成に対応す
るセンターを設置し、医療的ケア児やその家族等の適切な支援に繋げる。 
〇医療的ケア児支援センター（総合窓口）の設置 
医療的ケア児支援マネージャー（看護師１名、福祉職１名）、事務職１名

〇東部相談窓口の設置 
 医療的ケア児支援マネージャー（看護師１名）、事務職１名 

医療的ケア児に
係る訪問看護師
育成支援事業 

1,980 医療的ケア児の訪問看護を行う際に、経験の少ない他の訪問看護ステーシ
ョンの訪問看護師を育成目的で同行させた場合、それぞれの訪問看護ステ
ーションに人件費相当額を補助し、医療的ケア児の支援ができる訪問看護
ステーションの拡大を図る。 
補助単価：参加側（看護師１名ごと）、受入側とも1.1万円/回 

在宅医療的ケア
児者支援体制強
化事業 

11,460 訪問系のサービス事業所に対し、手厚いケアが必要な重度者へサービスを
提供した場合の独自の加算制度を設ける。 
〇重度加算 基本報酬に15％を乗じた金額を補助する。 
〇遠隔地加算 サービス提供１回あたり最大で２千円を補助する。 
〇通院等加算 通院等介助等のサービスを提供した場合に１回あたり最

大で２千円を補助する。 
補助率：いずれも県1/2、市町村1/2（市町村負担は任意） 

障害福祉サービ
ス利用コーディ
ネート機能強化
事業 

3,000 相談支援専門員を新規に配置する事業所、追加で配置する事業所に対し、
相談支援専門員の設置にかかる人件費の一部を支援する。 
補助率：補助対象経費に対して市町村が補助する額の1/2（上限1,000千円）

たん吸引研修等
受講奨励金交付
事業 

745 たん吸引等の資格を得るための研修を受講する際に、サービス提供をして
いれば本来得られたであろう報酬額の1/2程度の奨励金を交付し、資格取得
者を増やす。 

合計 54,973  

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・『医療的ケア児支援センター』を設置し、医療的ケア児やその家族のライフステージに応じた様々な相談に対

応して家庭訪問や関係機関につなぐなど、医療的ケア児の支援の窓口の充実を図る。 
・訪問看護師の医療的ケア児に対する実地経験を積む機会を増やすことにより、医療的ケア児支援ができる
訪問看護ステーションの拡大を図る。 

 ・重度者向け訪問系サービスへの独自加算により、事業所の減少に歯止めをかけるとともに新規参入を促す。
 ・県立療育機関に配置される『後方支援看護師』は、圏域内の医療的ケア児の生活状況を把握するとともに、
  医療的ケア児支援センターと密接に連携を図りながら、学校、保育所等での生活を支援する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                        長寿社会課（内線：７１７５） 

４目 老人福祉費                              （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

高齢者施設の新型

コロナ対策支援事

業

80,000 70,000 10,000 60,000

（基金繰入金）

20,000

ト ー タ ル コ ス ト 82,366千円（前年度 72,376千円）〔正職員：0.3人〕 

主 な 業 務 内 容 補助金交付事務、委託契約事務、実施指導業務

工 程 表 の 政 策 内 容 －

事業内容の説明             【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】
【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 
介護サービスが継続して提供されるよう、感染者が発生した介護サービス事業所等に対して、職員確保や

衛生用品等のかかり増し経費を支援する。併せて、高齢者施設等が行うＰＣＲ検査（任意検査）に要する経
費の支援、感染管理認定看護師による事業所への個別巡回指導等を通じて、介護サービス事業所等の感染症
予防体制の構築を支援する。 

２ 主な事業内容                                      （単位：千円）

区   分 内     容 予算額

鳥取県新型コロ
ナウイルス感染
症に係る介護サ
ービス事業所に
対するサービス
継続支援事業 
【基金】 

介護サービス事業所・施設等が必要な介護サービスを継続して提供できるよ
う、通常時では想定されないかかり増し経費等を支援する。 

 介護サービス事業所等にお
けるサービス継続支援事業 

介護サービス事業所等との
連携支援事業 

対象事業所 利用者・職員に感染症が発
生した事業所・施設 ほか 

利用者等に感染症が発生し
た事業所に応援職員を派遣
した事業所 ほか 

対象経費 衛生用品購入費、事業継続
に必要な人員確保のための
経費 ほか 

利用者受入、職員応援派遣
に係る費用 

補助基準単価 定額補助（サービス種別ご
とに上限額を設定） 

定額補助（サービス種別ご
とに上限額を設定） 

18,000

社会福祉施設等
に係るＰＣＲ検
査等支援事業 

※新型コロナウ
イルス感染症対
応地方創生臨時
交付金を充当 

社会福祉施設等が自主的に行う職員のＰＣＲ検査（任意検査）に要する経費
に対して補助する。※オミクロン株対応として支援を拡充 
・対象施設 高齢者施設、障がい者施設、保育施設等 
・対象経費 対象施設が自主的に行う職員、利用者のＰＣＲ検査に要する経費
・補助率 10/10（上限額 １回あたり２万円／人） 

60,000

高齢者施設にお
ける新型コロナ
対策現地指導事
業 
【基金】 

高齢者施設に感染管理認定看護師、認定看護管理者を派遣し、現場の状況を
確認した上で、個別・具体的に指導・助言を行うことにより、高齢者施設にお
ける感染防止対策等の一層の強化を図る。 
・対象施設 介護サービス事業所、通いの場、サロン等 
・指導内容 当該施設等の感染対策状況確認、指導等 

2,000

合     計 80,000

３ 事業目標・取組状況・改善点
・感染防止対策に係る費用に対し支援を行うとともに、万が一の事態に備え、専門家の協力を得ながら、県
内事業所の感染予防体制の構築を図る。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                        長寿社会課（内線：７１７７）

４目 老人福祉費                              （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

デジタルを活用し
た認知症予防啓発
事業

13,953 4,871 9,082 8,033 5,920

ト ー タ ル コ ス ト 17,107千円（前年度6,455千円）〔正職員：0.4人〕 

主 な 業 務 内 容 委託契約締結、支払事務、情報発信、教室運営

工 程 表 の 政 策 内 容 認知症施策の推進（「とっとり方式認知症予防プログラム」の普及を含む）

事業内容の説明                           【「地方創生推進交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

  認知症は、早い時期から発症リスク因子を減少させることで、発症の遅延や進行の抑制の可能性があるこ

とがわかってきており、ICTも導入しながら、認知症に関する啓発・情報発信の強化、予防教室の拡充など、

多くの高齢者がライフスタイルに合わせて早期からリスクを減少させる予防の実践が可能となるような環境

を構築していく。 

２ 主な事業内容                                  （単位：千円）

区分 内容 予算額 

（新）ICTを活用した認知症

予防教室 

（国1/2、県1/2） 

感染症や気候により外出や参集が難しい状況や、地域の活動状

況に左右されず、ライフスタイルに合わせて自宅から認知症予

防教室に参加できるよう、ICT を活用したライブ、オンデマン

ドによる認知症予防教室を実施する。実施に際しては、民間企

業の創意工夫を活用するため、成果連動型委託契約（成果指標

に応じた委託料の支払）を導入する。 

9,025 

（新）SNSを活用したプッシ

ュ型情報発信 

（国1/2、県1/2） 

認知症に関連する情報をスマートフォン等にプッシュ型で直

接配信したり、利用者に合わせた情報が配信される機能を活用

するなど、効果的な情報発信を実施する。 

2,815 

高齢者のICT活用を支援する

仕組みづくり 

（単県） 

老人クラブと連携し、機器の使い方や、遠方の家族とコミュニ

ケーションを取るアプリ等の使い方を高齢者同士で教え合う

など、自立的に ICT を学び合えるスマホ教室を開催する。（委

託先）鳥取県老人クラブ連合会 

（2,076） 

※情報政

策課事業 

「とっとり方式認知症予防

プログラム」教室立上げ支援 

（国10/10） 

同プログラムを活用した教室の立上げからカリキュラム作成、

継続のための仕掛け作りなど、伴走支援するとともに、老人ク

ラブが主体となって、地域の会員外の高齢者にも啓発していけ

る仕組みを作る。（委託先）鳥取県老人クラブ連合会 

2,113 

合   計 13,953 

３ 事業目標・取組状況・改善点

・認知症について啓発・情報発信するとともに、多くの方が認知症リスク低減に繋がる活動を実践できる仕

組みを構築することで、高齢者がライフスタイルに合わせて予防の実践が可能となるような環境づくりを

推進する。 

・市町村に対し同プログラム導入を進めている（R３現在、９市町村導入）。また、社会福祉協議会や、老人

クラブ連合会と連携した研修会を開催した（R２:７回、R３:５回）。

その他、県ホームページでの動画公開、市町村CATVでの放映、図書館での企画展示など啓発を実施した。

 ・老人クラブ連合会と連携したスマホ教室を開催した（R３：東・中・西部で各３回、計９回）。 

・「とっとり方式認知症予防プログラム」教室は、市町村及び老人クラブ等の民間団体含めて全市町村での導

入を目指す。 

・ICTを活用したオンライン認知症予防教室は、参加者の継続率８割、継続参加者の機能維持・改善率７割以

上を目指す。 
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３款 民生費 

１項 社会福祉費                        長寿社会課（内線：７１７６）

   １目 社会福祉総務費                                   (単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

「介護で働きた

い！」を増やす参入

促進事業

22,214 20,206 2,008

(基金繰入金)

 22,214

ト ー タ ル コ ス ト 28,523千円（前年度26,543千円）[正職員：0.8人] 

主 な 業 務 内 容 補助金交付事務、委託契約締結、支払事務、広報

工 程 表 の 政 策 内 容 介護人材の確保・定着促進
事業内容の説明                     【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】
１ 事業の目的、概要 
   今後も要介護認定者数の増加が見込まれる中、事業者団体や職能団体、介護福祉士養成機関等と連携しな
がら、様々な取組を駆使してさらなる介護人材の確保を図る。 

２ 主な事業内容 
 （単位：千円）

区    分 内    容 予算額 

中高生夏休み介護の仕事体
験事業 

中高生に介護の仕事に興味を持ってもらうため、介護施設の協
力のもと、職場見学や仕事体験を実施する。 

138 

介護人材確保のためのマッ
チング機能強化事業 

介護分野専任の就職支援コーディネーターを２名配置し、求職
者、求人事業所等とのきめ細やかなマッチングを行い、新規就
労、再就職につなげる。（委託先）鳥取県社会福祉協議会 

10,570 

「介護の仕事」イメージ変革
事業 

介護の仕事に対する世間の偏ったイメージを一新するため、県
民への介護の仕事への理解、イメージアップのためのイベント
の開催及び情報発信等を行う。 

3,350 

介護未経験者等の参入促進
事業 

介護分野への参入促進や、介護に関する理解促進を働きかける
機会として、介護に関する基本的な知識を学ぶ「介護の入門的
研修」を開催する。 

3,080 

生活援助従事者養成事業 
訪問介護に従事する者を増やすため、基本的な生活援助を実践
するために必要な知識・技術を理解する「生活援助従事者研修」
を開催する。 

1,500 

介護人材確保対策協議会 
事業者団体、職能団体、養成機関、行政等による協議会を設け、
介護人材の確保策について連携・協働を進める。 

 476 

人材育成等に取り組む事業
所の認証評価制度実施事業 

介護人材の育成、定着に取り組む事業所の認証・評価制度につ
いて、評価基準の設計、運用を行う。 

1,000 

（新）介護事業所で働く介護
職員等の実態把握調査事業 

介護職員等が働きやすい職場環境の整備、確保及び介護事業所
による雇用管理改善のための基礎資料を得ることを目的とし
て、介護事業所及び当該事業所の従業者に対し、実態把握のた
めのアンケート調査を実施する。 

2,100 

合    計 22,214 

３ 事業目標・取組状況・改善点
・団塊の世代が75歳以上となる2025(令和７)年に向けて、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括
ケアシステムの構築・深化を図り、介護サービスの提供体制を確保するため必要となる介護従事者の確保
を図る。 

・介護分野専任の就職支援コーディネーター２名を社会福祉協議会に配置し、就職支援を実施した。 
就職決定件数（H28：12件、H29：54件、H30：62件、R１：83件、R２：87件） 

 ・介護の仕事に対する偏ったイメージを一新するため、介護のイメージアップＤＶＤ動画を作成し、学校を
はじめ関係機関に配布し広報を図った。（R２） 

 ・介護未経験者を含め幅広い層を対象に、介護に関する基本的な知識を学ぶ「入門的研修」を実施した。 
参加者数（R１：43名、R２：51名） 

・介護人材確保対策協議会を実施した。実施回数（H28：３回、H29：２回、H30：２回、R１：１回、R２：２
回）
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３款 民生費 

１項 社会福祉費                        長寿社会課（内線：７１７５）

４目 老人福祉費                              （単位：千円）

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

軽費老人ホーム運

営費補助事業 770,265 765,574 4,691 770,265

ト ー タ ル コ ス ト 772,411千円（前年度767,724千円）[正職員：0.2人、会計年度任用職員：0.2人] 

主 な 業 務 内 容 申請書類の審査、交付決定、補助金の支払い等

工 程 表 の 政 策 内 容 －

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

  軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、日常生活上必要な便宜を供与する施設である。当該施設の利

用料（サービスの提供に要する費用・生活費・居住に要する費用・居室に係る光熱水費など）のうち、施設

が入所者に対して減免を行っている場合、その必要経費について補助を行う。 

  また、令和３年度国補正予算において介護職員を対象とした処遇改善支援を行うことを受けて、軽費老人

ホームに勤務する職員についても職務内容が類似していることから処遇改善支援を行う。 

２ 主な事業内容 

（１）軽費老人ホーム運営費補助金 746,862千円 

（算定の考え方）令和３年度９月１日現在の入所者の所得階層ごとの構成をもとにして算定 

 （施設数）軽費老人ホームＡ型 ４施設、ケアハウス 19施設 合計23施設 

（２）（新）処遇改善支援補助金 23,403千円 

政府の経済対策において、介護職員の給与の引上げ（３％程度）が行われていることを踏まえ、軽費老

人ホームの職員の処遇改善のため、各施設が実際に職員の給与引上げを行った場合に、その引上げ額に応じ

た補助金を交付し、各施設における取組を後押しする。 

ア 補助対象施設 軽費老人ホーム 

イ 補助対象経費 各施設が実際に職員の給与引上げを行った額（上限：対年度の給与の３％引上げまで）

※給与改定により令和４年２月、３月分についても遡って引上げ額を支給した場合には補助対象とする。 

ウ 補助率 10/10 

３ 事業目標・取組状況・改善点

 ・軽費老人ホームの利用に当たり、当該軽費老人ホームが基準に基づき入所者利用料を減免した場合に、こ

れに対して県が補助を行うことにより、低所得者層の負担軽減を図りながら福祉サービスの提供を行う。

 ・軽費老人ホームの職員の処遇改善のため、各施設において職員の給与の引上げが行われるよう、必要な支

援を行う。
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４款 衛生費 
１項 公衆衛生費                         健康政策課（内線：７７６９） 
９目 生活習慣病予防対策費                          （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

がん対策推進事業 75,403 76,482 △1,079 26,603   48,800

トータルコスト 131,096千円（前年度 132,336千円）[正職員：5.8人、会計年度任用職員：3.5人]
主な業務内容 がん対策関係会議開催業務、関係機関との調整業務 
工程表の政策内容 がん対策の推進 
事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
 鳥取県におけるがんの75歳未満年齢調整死亡率は、年ごとに増減を繰り返しながら概ね減少傾向で推移し
ているが、全国に比べて高い状況が続いており、早急かつ効果的にがん死亡率を低減させる取組を強化する
ことが課題となっていることから、総合的ながん対策（医療提供体制の整備、がん予防対策等）を推進する。

２ 主な事業内容 
                                                                                    （単位：千円）

区分 事業内容 予算額

【医療提供体制の整備等（人材面）】 
放射線治療提供体制
強化事業（単県） 

県内の放射線治療の診療体制及び放射線治療専門医の育成体制を強化する
ため、鳥大附属病院が放射線治療専門医を増員配置する経費を補助する。 

 9,050

医療従事者等育成事
業（国1/2ほか） 

がんゲノム医療をはじめ、がん専門医、がん専門医療従事者、放射線治療
専門医、がん薬物療法専門医の新規資格取得等に係る経費を補助する。 

3,100

【医療提供体制の整備等（医療技術面）】 
がん診療連携拠点病
院の機能強化等 
（国1/2ほか） 

・がん診療連携拠点病院が実施する相談支援、普及啓発などの取組に対して
補助するとともに、院内がん登録の実施に対する支援等を行う。 

・鳥大附属病院の放射線技師をがん診療連携拠点病院へ派遣するなど、医療
技術の向上を支援する。 

38,012

【がん予防】 
がん検診、精密検査
の受診率向上対策 
（国1/2ほか） 

・（新）がん検診推進パートナー企業のうち、検診機関が出張対応を行わな
い従業員数が 30 人未満の小規模事業所等を対象とした県営職域がん出張
検診を実施する。 

・市町村が胃がん対策として行うピロリ菌等検査の検査費用を助成する。 

・市町村が行う休日がん検診、大腸がん検診キットに係る費用を助成する。

・協会けんぽ鳥取支部が行う生活習慣病予防健診に併用して実施するピロリ
菌検査の費用を助成する。 

15,313

【患者支援、その他がん対策】 
医療費等支援事業 
（単県） 

高額な医療費が発生するがんの先進医療を受けた場合の金融機関からの借
り入れ利子や医療用ウィッグ・補正下着等の購入費用を助成する。 

3,361

患者等支援事業 
（国1/2ほか） 

看護協会が運営するがんカフェ等への助成、相談支援の研修会を開催する。 1,238

がん罹患率等の高い
要因分析等（単県） 

本県のがん罹患、死亡率が高い要因について、検診情報・がん登録情報など
関連データの解析等を実施する。 

1,588

普及啓発など 
（国1/2ほか） 

がんに関する正しい知識の普及啓発のため、学校及び企業等に対し講師派遣
等を実施するとともに、関係機関との連絡調整等を行う。 

3,741

合 計  75,403

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・第３次がん対策推進計画（H30～R５）に基づき、75歳未満年齢調整死亡率を令和５年度末に人口10万人
あたり70.0未満を目標とする（H29：86.0→R2：68.6）。 

・令和２年に目標を達成したが、この改善傾向が維持できるよう複数年にわたり状況を注視しながら、が
ん医療に係る専門医資格取得やがん専門医療従事者の育成に助成を行うほか、国立がん研究センター
と連携してがん診療連携拠点病院の標準治療実施の検証に取り組むなど、専門的ながん医療の提供や
質の向上を図ることを主な狙いとして、総合的ながん対策を展開している。 

・がんによる死亡率を減少させるためには、医療の質の向上に加えて、がん検診の受診率を向上させ、
がんの早期発見を推進することが必要であるが、受診率は伸び悩んでおり、特に働き盛り世代へのが
ん対策を推進するため、職域をターゲットとした受診率の向上に取り組む。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費 
１項 公衆衛生費                                                 健康政策課（内線：７２０２） 

９目 生活習慣病予防対策費                          （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳  

備考 国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）循環器病対策
推進事業 

1,780 0 1,780 890 890

トータルコスト 8,877千円（前年度 0千円）[正職員：0.9人] 

主な業務内容 循環器病対策関係会議開催業務、正しい知識の普及啓発 

工程表の政策内容 「健康づくり文化」の創造 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」に基づき、

本県においても、令和３年４月、鳥取県循環器病対策推進計画を策定した。本計画に盛り込んでいる個別施策

の推進を図ることにより、健康寿命の延伸と循環器病に係る年齢調整死亡率の低減を目指す。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）

区分 事業内容 予算額 

脳卒中及び心疾患に

係る小委員会 

脳卒中及び心疾患に係る小委員会を開催し、専門医や関係者等と医療提

供体制について、検討を行う。（委託先：県医師会） 760

若年者心臓検診対策

専門委員会 

各学校で実施される心臓検診（心電図）の精度管理や精密検査対象者及

び医療が必要な若年者の医療提供体制について検討する委員会を開催す

る。（委託先：県医師会） 

200

遠隔リハビリテーシ

ョン事業（モデル事

業） 

心大血管リハビリテーションは、専門性が高く、身近なかかりつけ病院

等でリハビリを受けることが難しい状況である。心疾患患者のリハビリ

テーションが行える指導者を育成するため、患者が希望する場所（かか

りつけ医院、公共施設、老人関連施設等）に指導者が出向き、専門医療

機関と指導者をリモートで繋ぎ、定期的なリハビリを行うことができる

よう遠隔リハビリテーションの体制を整備する。 

400

医療従事者向け研修

会 

脳卒中及び心疾患に係る多職種連携をさらに充実させるための研修会を

行う。 180

県民向け研修会 一般県民向けに、循環器病の正しい知識の普及啓発を行うために研修会

を行う。 
180

循環器病予防対策に

係る啓発資料作成 

循環器病の予防や正しい知識の普及啓発を図るためにチラシ等を作成す

る。 60

合 計 1,780

 財源：国1/2、県1/2 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・国の循環器病対策推進基本計画に基づき、本県の循環器病対策を推進するために、循環器病を取り巻く実情

を把握し、循環器病の予防、早期発見、早期治療、再発の予防等を推進していく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費 
１項 公衆衛生費                         健康政策課（内線：７２０２） 

   ８目 健康県づくり推進費                                 （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳  

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

ひきこもり対策推進
事業 

債務負担行為
45,104 
32,391 22,748

債務負担行為
45,104 

9,643

債務負担行為
20,598 
17,283

債務負担行為
24,506 
15,108

トータルコスト 48,163千円（前年度37,798千円）[正職員：2.0人] 

主な業務内容 とっとりひきこもり生活支援センター委託実施、家族教室等の実施等 

工程表の政策内容  「健康づくり文化」の創造 
事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 
8050 問題などのひきこもり問題の解決に加えて、コロナ禍であっても、ひきこもりの方やひきこもりに陥

るおそれのある方が支援を求める声を上げやすい環境づくりとして、SNS（LINE）を活用した相談事業を開始
するとともに、家族会等を含めた家族への支援、市町村が進める相談・支援の向上に対するバックアップ機能
を一体的に推進し、ひきこもりからの早期の脱却、早期支援ができる体制の充実・強化を図る。

２ 主な事業内容 
                                                                               （単位：千円） 

区 分 事業内容 予算額
とっとりひきこもり
生活支援センターの
運営（国1/2他） 

ひきこもり者に対する生活・就労支援を中心とした相談事業や社会参加促
進事業（職場体験）等の実施（ＮＰＯ法人鳥取青少年ピアサポートに委託）

22,735

相談事業(国1/2) 体験事業(国3/4) 
・コーディネーターの配置（５名) 
（東部３名・中部１名・西部１名配置し、
拠点を整え、相談支援等の充実を図る）

・相談支援 
・関係機関との連携（連絡会の開催や参加、
個別支援における関係機関へのつなぎ） 

・市町村等への後方支援、情報発信 

・職場体験事業専門のコ
ーディネーターを１名
配置 

・協力事業所と提携した
職場体験事業 

 ・債務負担行為：45,104千円（令和５年度から令和６年度まで） 

ひきこもりサポータ
ー養成研修(国1/2) 

ひきこもりを正しく理解し、本人やその家族を支えるひきこもりサポータ
ーを養成するための研修会を開催する。（ＮＰＯ法人鳥取青少年ピアサポートに委託）

（新）SNS（LINE）相
談の実施（国1/2） 

とっとりひきこもり生活支援センターの相談体制を強化（２名増員）し、
新型コロナの影響もあり、対面での相談がしにくいひきこもり者及び家族
に対して、LINEによる相談も可能とし、現在のニーズにあった相談体制を
整備する。（ＮＰＯ法人鳥取青少年ピアサポートに委託） 

8,812

ひきこもり問題を考
えるフォーラム（単県）

県民のひきこもり問題の理解を深めるための、広く一般の方を対象とした
フォーラムを開催する。（ＮＰＯ法人鳥取青少年ピアサポートに委託）

405

（新）オンラインに
よるひきこもり家族
教室の実施（国1/2）

オンラインで各家庭と各保健所やひきこもり生活支援センターを結び、コ
ロナ禍であっても、ひきこもりの家族が抱える相談や家族同士の交流がで
きる場を確保する。 

243

家族教室・精神科医
師の専門相談(単県) 

・家族同士の話し合いや学習等を行う家族教室の実施。 
・精神科医師による随時相談の実施。 

196

地域ケアネットワー
ク事業(単県) 

・関係者（市町村職員等）の資質向上のための研修会の開催。 
・相談事例や対応方針について検討。 

－

合 計 32,391

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・ひきこもり状態にある本人や家族等を支援することにより、本人の自立を促進し、本人及び家族の心の健
康増進を図る。 

・とっとりひきこもり生活支援センターに相談支援・情報発信・職場体験等の事業を委託し、支援の充実を
図る。また、ひきこもりサポーター養成講座、ひきこもり問題を考えるフォーラム等を開催し、ひきこも
り問題への理解の促進を図るとともに、支援にあたる関係者の資質向上を図る。 

・鳥取市保健所、各県民福祉局で家族教室を開催し、多角的にひきこもりに関する支援を実施している。 
・令和３年度から西部地区に専門のコーディネーターを１名増員し、職場体験事業の全県展開を図ってい
る。 

・とっとりひきこもり生活支援センターの相談体制の強化に合わせて、これまでのノウハウを活かした市町
村への支援やひきこもり家族会を含めた家族への支援等も強化して展開する。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費 

１項 公衆衛生費                          健康政策課（内線：７２０２） 

８目 健康県づくり推進費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源

ココカラげんき鳥取
県推進事業 

16,169 16,052 117 277 15,892

トータルコスト 45,347千円（前年度45,360千円）[正職員：3.7人] 

主な業務内容 健康経営マイレージ事業等による職域の健康づくりの推進、健康ポイント制度等の
普及、委託業務、補助金交付事務等 

工程表の政策内容 「健康づくり文化」の創造 
事業内容の説明 
１ 事業の目的、概要 

鳥取県健康づくり文化創造プラン（第三次）が掲げる「健康づくり文化」の定着と「健康寿命」の延伸を目
指すため、手軽に取り組めるウォーキングをはじめ、地域や職域で健康づくりやフレイル対策に取り組む事
業を展開する。 

２ 主な事業内容                                  （単位：千円）
区   分 事 業 内 容 予算額 

あるくと健康！うごく
と元気！キャンペーン
（とっとり健康ポイン
ト事業） 

健康意識の醸成や健康づくりに向けた行動変容を図るため、スマホ
アプリを活用して、ウォーキングやスポーツ、日常生活における身体
活動など健康づくりに資する取組に対してポイントを付与し、景品を
贈呈するなど個人へのインセンティブを提供する。 

6,570 

ウォーキング立県１９
のまちを歩こう事業 

〇ウォーキング立県１９のまちを歩こう事業 
実行委員会が認定するウォーキング大会に参加しポイントを集

めた方へ認定証や特典を進呈する。（委託先：「ウォーキング立県１
９のまちを歩こう事業」実行委員会） 

〇ウォーキング立県推進事業補助金 
ウォーキング大会を新規又は拡充して開催する団体等に対し、開

催経費等を助成する。（補助率1/2） 

2,475 

職域から始める健康づ
くり推進事業 

協会けんぽ鳥取支部と連携し、健康経営に取り組む企業を増やす取
組を行うほか、健康経営に係る表彰や研修会を実施する。 

338 

健康づくり鳥取モデル 
事業 

◯地域住民向け 2,000千円 
  地域における運動習慣の定着による健康づくりを推進するため、
公民館等で体操教室など運動による健康づくりを行う自治会等に
対して支援する。（補助率10/10、上限額200千円） 

◯企業向け 1,200千円 
 職場で運動による健康づくりに取り組む事業所に運動アドバイ
ザーを派遣し、職場・業種ごとの課題に応じて、指導・助言を行う。 
（委託先：日本健康運動指導士会鳥取県支部） 

3,200 

みんなで取り組む 
「まちの保健室」事業 

◯みんなで取り組む「まちの保健室」事業委託費 730千円 
  まちの保健室の運営や企画に主体的に取り組む地域の健康づく
りリーダーとなる人材の養成やスキルアップを実施する。（委託先：
鳥取看護大学） 

◯みんなで取り組む「まちの保健室」事業補助金 2,300千円 
  まちの保健室の開催により、地域における健康づくり活動や健康
意識の向上に取り組む市町村や団体に対して支援する。 

  ・市町村向け（補助率1/2、上限額250千円） 
・団体向け （補助率1/2、上限額400千円） 

3,030 

健康づくり文化創造推
進県民会議の運営等 

鳥取県健康づくり文化創造プラン（第三次）の推進に係る地域・職
域連携会議を開催する。 

556 

合  計  16,169 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・令和５年度までに健康寿命・平均寿命ともに全国順位10位以内を目指す。 
・歩かない県民からの脱却に向けて、ウォーキング立県の推進のほか、地域や職域における健康づくり、フ

レイル対策に取り組む。 
・健康づくりは高齢になってからではなく、若い頃から意識して取り組むことが重要である。あるくと健

康！うごくと元気！キャンペーンでは、令和３年度から導入したウォーキングアプリによる歩数管理に加
え、令和４年度は専用サイト上で食事・禁煙・飲酒などを含む総合的な健康管理を推奨していくことで、
無関心層や若年層も含め、日頃の健康づくりに取り組みやすい環境づくりを更に充実させ、健康づくりの
実践が県民の生活の中で当たり前となる健康づくり文化の定着を進めていく。 

あ
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費

４項 医薬費                           医療政策課（内線：７２２８） 

２目 医務費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

入院医療コーディネ
ートセンター設置事
業 

8,654 16,808 △8,154 8,654

トータルコスト 14,963千円（前年度 23,145千円）〔正職員：0.8人〕 

主な業務内容 コーディネートセンターの運営 

工 程 表 の 政 策 内 容 医療提供体制の確保・充実
事業内容の説明             【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 
新型コロナウイルス感染症患者が大幅に増加したとき（オーバーシュート）において、広域的（保健医療

圏外、県外）に入院調整が必要となる場合に、重症度を区分するコーディネートセンターを運営し、患者の
症状に応じて、入院可能な医療機関や療養施設の把握、入院調整や患者搬送の調整を行う。 

２ 主な事業内容 
（単位：千円）

区 分 事 業 内 容 予算額 

コーディネートセ
ンターの運営に要
する経費 

〇人件費 8,154千円 
  参与、各医療分野専門医師、搬送コーディネーターの招聘経費 
〇事務費等 500千円 

8,654 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・患者の症状に応じた入院調整や搬送調整をコーディネートセンターが行うことにより、新型コロナウイル
ス感染症対応に係る医療機関の負担を軽減し、適正な県内医療体制を提供する。 

＜参考＞コーディネートセンターの概要 
（１）目 的 
  コーディネートセンターは新型コロナウイルス感染症による患者について、広域的な入院調整が必要と
なる場合に、当該患者の受け入れ調整を行うことを目的とする。 

（２）設 置 
  令和２年３月23日、県内の新型コロナウイルス感染症患者の受入調整を行うコーディネートセンターを
医療政策課内に設置した。同センターの終期は新型コロナウイルス感染症による入院治療が終息するまで
の期間とする。 

（３）構成員及び役割 

構 成 員 役  割 

コーディネートセンタ
ー長 

福祉保健部健康医療局医療政策課長をセンター長とし、医療政策課が運営を行
う。 

参与 保健所からの圏域・県を超えた搬送の依頼にあたり、圏域間及び県外との入院調
整を行う。（東・中・西部圏域それぞれに配置） 

各医療分野専門医師 保健所（専門医師）と連携し、患者の症状に応じ圏域間及び県外との入院調整を
行う。（救急・透析・産科・小児科等） 

患者搬送コーディネー
ター 

圏域外や県外への広域的な患者搬送が必要となった場合、患者搬送先との患者搬
送手段等の調整を行う。（東・中・西部圏域それぞれに配置） 
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４款 衛生費 

４項 医薬費                           医療政策課（内線：７１９０）

２目 医務費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取方式在宅

療養体制整備事業 212,587 0 212,587 212,587

トータルコスト 216,530千円（前年度 0千円）〔正職員：0.5人〕 

主な業務内容 在宅療養体制の整備・調整

工 程 表 の 政 策 内 容 －

事業内容の説明             【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 
  新型コロナウイルスの感染急拡大による在宅療養の需要増加に備え、医療従事者等との連携により、在宅
療養者等の健康サポート体制を強化する。

２ 主な事業内容 

 （１）健康観察・診療体制の整備（189,107千円） 

・医療従事者（医師、看護師、薬剤師）やアプリ（マイハーシス）を活用した健康観察体制の整備（電

話による健康状態の聞き取り、夜間を含むオンコール対応） 

・医師、看護師による対面を含む診療・ケア体制の整備 

 （２）医療用資機材や在宅療養者に提供する生活支援物資の整備（23,480千円） 

   ・パルスオキシメータや個人防護服、酸素濃縮装置等の整備 

   ・食料品や生活用品の備蓄及び支援 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・在宅療養者の健康サポート体制を強化し、安心して療養いただける環境を整備する。 

・感染力の強いオミクロン株による新型コロナウイルスの感染急拡大により多数の在宅療養者が発生したこ

とを受け、保健所・訪問看護ステーションに加え、診療所・薬局等と連携した重層的な健康サポート体制

を整備している。 

・今後も、新型コロナウイルスの感染拡大による在宅療養の需要増加に備え、医療従事者等と連携した健康

サポート体制を整備し、安心して療養いただける環境を整える必要がある。 
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４款 衛生費 
４項 医薬費                              医療政策課（内線：７２０７）
２目 医務費                                    （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県地域医療介護総

合確保基金事業

債務負担行為

56,630

535,914 647,194

債務負担行為

56,630

△111,280

債務負担行為

56,630
（財産収入）

32
（基金繰入金）

526,882
(雑入)

9,000

トータルコスト 561,149千円（前年度 670,165千円）〔正職員：3.2人〕 

従事する職員数 補助金交付事務、関係機関調整等

工 程 表 の 政 策 内 容 医療提供体制の確保・充実、医療従事者の確保

事業内容の説明                        【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】
１ 事業の目的、概要
  鳥取県地域医療介護総合確保基金を活用して、鳥取県地域医療構想に掲げる「必要な医療を適切な場所で提供で
きる体制の整備」と「希望すれば在宅で療養できる地域づくり｣のための取組を進める。 

２ 主な事業内容                                     (単位：千円) 
区 分 事 業 内 容 予算額

１地域医療構想の達成に向
けた事業

○病床機能の転換及びそれに伴う施設設備整備〔病院〕 
○医療機関同士の電子カルテ相互参照システムの改修〔NPO法人〕 

59,041 

２居宅等の医療提供に関す
る事業

○在宅医療を提供する機関が連携するための圏域内での調整・支
援及び連携拠点の整備〔各地区医師会〕 

○在宅医療推進のための訪問看護師の育成支援〔鳥大病院〕など 

132,802 

３医療従事者の確保に関す
る事業

○病院内保育所の運営〔病院内保育所運営病院〕 
○医療クラークの配置〔病院等〕 
○地域医療を担う医師のキャリア支援等を行う鳥取県地域医療支
援センターの運営〔鳥大病院へ委託〕など

293,528 

４医師の働き方改革に関す
る事業

○病院が行う医師の時間外勤務縮減のための設備整備、人件費等
〔病院〕 

49,011 

（預金利息、返還金の基金への積立て） 1,532 
合 計 535,914 

・債務負担行為 56,630千円（令和５年度から令和６年度まで）

【事業の考え方】 
・県医療審議会、県地域医療対策協議会において既存事業の整理、事業の優先順位等を審議の上、次のとおり当
初予算で計上する事業の選定を行った。 

  ［当初予算事業］ 
    ①年度当初から予算措置が必要なソフト事業（病院内保育所の運営、医療クラークの配置等） 
    ②地域医療構想の推進のため特に必要なハード事業（病床機能の転換に伴う施設設備整備） 等 

・上記以外の事業については、令和４年度の国からの基金配分額に応じて、補正予算で計上していく予定である。
（令和４年度の基金配分は夏頃の予定。） 

  ［参考］令和３年度の基金配分額（R3.8.10 国から内示） 

事業区分 国への要望額 鳥取県への配分額 

病床機能分化 1.05億円 1.05億円

在宅医療等充実 1.14億円 1.12億円

医療従事者確保等 2.71億円 2.68億円

医師の働き方改革 0.58億円 0.58億円

計 5.48億円 5.43億円

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・鳥取県地域医療介護総合確保基金を活用して、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療従事者の確
保・勤務環境の改善など、地域医療に係る課題解決に向けた取組を推進する。 

・平成26年度の基金創設以来、基金の取組の柱である「病床の機能分化・連携」「在宅医療・介護サービスの充実」
「医療従事者等の確保・養成」を推進するための事業に取り組み、回復リハ病床・地域包括ケア病床の充実や在
宅医療連携拠点の整備、訪問看護師の養成・確保等に取り組んでいる。また、平成28年12月に鳥取県地域医療構
想を策定し、構想に掲げる「必要な医療を必要な場所で提供できる体制の整備」と「希望すれば在宅で療養でき
る地域づくり｣に向けた取組を進めている。
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４款 衛生費 
４項 医薬費                            医療政策課（内線：７２０７） 
２目 医務費                                   （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

地域医療対策費(医

療施設等設備整備

費) 
267,014 75,340 191,674 136,260 130,754

トータルコスト 267,803千円（前年度 76,132千円）〔正職員：0.1人〕 
主な業務内容 補助金交付事務等 
工程表の政策内容医療提供体制の確保・充実 
事業内容の説明                  
１ 事業の目的、概要 
  安心・安全な医療提供体制の維持及び拡充のため、医療機関等が行う医療機器の購入等の設備整備事業に
対し助成する。 

２ 主な事業内容 
（単位：千円） 

補助金名 補助対象事業・補助対象経費 実施主体 県補助率 
（上限額） 

予算額 

病院群輪番制病

院及び共同利用

型病院設備整備

事業 

休日・夜間の入院を必要とする重

症救急患者の救急医療を確保する

ために、円滑な事業運営が図られ

るよう、市町村等が医療機関へ医

療機器等設備整備に係る費用を補

助する事業に対して補助する。 

病院群輪番制病院

及び共同利用型病

院 

2/3 17,393 

へき地診療所設

備整備事業 

へき地の医療体制の構築・維持の

ため、へき地診療所の運営に必要

な機器の整備を補助する。 

へき地診療所（鳥取

市（佐治診療所）） 

1/2 816 

へき地医療拠点

病院設備整備事

業 

へき地の医療体制の構築・維持の

ため、へき地診療所等への代診医

等の派遣や遠隔診療支援等の活動

を行うへき地医療拠点病院に対

し、その活動に必要な機器の整備

を補助する。 

へき地医療拠点病

院（日野病院、智頭

病院、西伯病院） 

10/10 161,971 

（新）共同利用

施設設備整備事

業 

地域医療支援病院として必要な共

同利用高額医療機器の整備を補助

する。 

山陰労災病院 2/3 81,140 

（新）人工腎臓

装置不足地域設

備整備事業 

透析患者に対する治療を充実さ

せ、透析医療の地域格差解消を図

るために、人工腎臓装置不足地域

の人工腎臓装置整備を補助する。 

山陰労災病院 1/3 4,693 

（新）小児医療

施設設備整備事

業 

小児医療施設として必要な医療機

器等の備品購入を補助する。 

山陰労災病院 1/3 1,001 

合  計 267,014 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

  ・医療機器は通常耐用年数が３年～10年と短いながらも、稼動する医療機器の中には導入後10年以上経過す

るものも多いため、本事業を継続して実施し、県内医療機関の適切な治療環境の整備を図る。 
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４款 衛生費 
４項 医薬費                             医療政策課（内線：７２０７） 
２目 医務費                                    （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

地域医療対策費(医療

施設等施設整備費) 82,370 79,513 2,857 82,370

トータルコスト 83,159千円（前年度 80,305千円）〔正職員：0.1人〕 
主な業務内容 補助金交付事務等 
工 程 表 の 政 策 内 容 医療提供体制の確保・充実 
事業内容の説明                     

１ 事業の目的、概要 
  安心・安全な医療提供体制の維持及び拡充、また保健医療計画の推進のため、医療機関等が行う施設整備事
業に対し助成する。 

２ 主な事業内容 
                                         （単位：千円） 

補助金名 補助対象事業・補助対象経費 実施主体 県補助率 

（上限額） 

予算額 

特殊病室施設整

備事業 

特殊病室（無菌室）の整備に要する経

費に対して補助する。 

鳥取大学医学

部附属病院 

33％ 77,841 

治験施設施設整

備事業 

治験専門外来又は治験管理部門の整

備に要する経費に対して補助する。 

山陰労災病院 33％ 1,027 

院内感染対策施

設整備事業 

医療機関における院内感染者のため

の個室整備に要する経費に対して補

助する。 

山陰労災病院 1/3 3,502 

合  計 82,370

３ 事業目標・取組状況・改善点 
  ・国の「医療提供体制施設整備交付金」のほか、「医療施設等施設整備費補助金」を活用しながら、保健医療計

画の推進に取り組む。 
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４款 衛生費

４項 医薬費                           医療政策課（内線：７１９０）

３目 保健師等指導管理費                           （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

看護職員等充足対

策費 730,828 739,338 △8,510 27,365

（基金繰入金）

3,292 700,171

ト ー タ ル コ ス ト 757,976千円（前年度 766,508千円）〔正職員：2.0人、会計年度任用職員：4.0人〕 

主 な 業 務 内 容 看護職員修学資金等貸付事務、補助金交付事務

工 程 表 の 政 策 内 容 医療従事者の確保

事業内容の説明            【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】
【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 
県内に就業する看護職員等の確保のため、修学資金の貸付等を行う。また、新型コロナウイルス感染症対

策において、潜在看護師を含む看護師の更なる確保が喫緊の課題となっていることから、今後の感染拡大に
備えるため、「ナースセンター」の体制を強化し、潜在看護師の掘り起こし等による看護師確保を推進する。

２ 主な事業内容 

（１）看護職員修学資金等貸付事業 695,061千円（単県） 
県内に就業する看護職員、理学療法士･作業療法士・言語聴覚士の確保のため、各養成施設等に在学して

いる学生に対して修学上必要な資金の貸付を行う。 

貸付対象 新規貸付者 継続貸付者 

看護職員養成施設等在学生 347人 709人 

理学療法士･作業療法士・言語聴覚士養成施設在学生 60人 136人 

鳥取大学医学部保健学科看護学専攻地域枠推薦入学生 10人 30人 

鳥取大学医学部保健学科看護学専攻鳥取県看護職員養成枠入学生 10人 27人 

合 計 427人 902人 

（２）【拡充】ナースセンター事業 27,365千円 ※「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当

今後の新型コロナウイルスを含む感染症の感染拡大等に備え、「ナースセンター」（県看護協会に委託）
の就業支援コーディネーターを１名増員（２名→３名）し、潜在看護師の更なる掘り起し等による看護師
確保を推進する（当面３年間）。併せて、看護師（看護職員）へのきめ細かな再就業支援を行う。 

（３）新卒訪問看護師育成支援事業 3,292千円（基金） 
在宅医療の需要の増加が見込まれる中、県内で不足している訪問看護師の育成のため、新卒看護師を雇

用し、訪問看護師に育成する訪問看護事業所を支援する。 

（４）病院内保育施設運営費補助事業 3,540千円（単県） 
県内の看護職員等の離職防止を目的とした病院内保育施設の運営を支援する。 

（５）医師・看護職員等の仕事と育児の両立応援事業 376千円（単県） 
医師・看護職員等が保育サービスを利用し、病院等事業者がその2/3以上を負担する場合、県が病院等事

業者に対し利用料金の1/3を支援する。 

（６）その他（看護サマーセミナー参加者旅費等） 1,194千円（単県） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・看護師養成所等に在学している学生に対し修学上必要な資金の貸付を行うことで、将来県内で就業する看
護職員等の確保を図る。（令和３年３月に卒業し就業した者の県内就業率：約88％） 

・今後の新型コロナウイルスを含む感染症の感染拡大等に備え、看護師確保の体制を強化することにより、
安心して療養いただける環境整備を推進する。 

・ナースセンターでは、潜在看護師の掘り起こしや、相談事業・研修事業等の実施により、看護職員の再就
業に向けた支援を行っている（令和２年度再就業者数：154人）。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費

４項 医薬費                           医療政策課（内線：７１８２）

２目 医務費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取大学医学

部附属病院腎セン

ター支援事業
9,800 0 9,800

(基金繰入金)

9,800

トータルコスト 10,589千円（前年度 0千円）〔正職員：0.1人〕 

主 な 業 務 内 容 補助金交付事務、関係機関調整等

工 程 表 の 政 策 内 容 医療提供体制の確保・充実

事業内容の説明                     【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 

県内における専門医（腎臓専門医・透析専門医）の育成強化と腎疾患治療（透析医療、移植医療）の充実・

強化を図るため、鳥取大学が医学部附属病院内に設置を予定している「腎センター」について、運営費の一

部を支援する。 

２ 主な事業内容 

鳥取大学医学部附属病院の「腎センター」の体制整備のために配置する職員の人件費の一部を支援する。

（１）実 施 主 体：鳥取大学医学部附属病院 

（２）補 助 率：1/2 

（３）財  源：鳥取県地域医療介護総合確保基金（国2/3、県1/3） 

（４）補助対象経費：センター長（准教授）１名、血液浄化部門責任者（助教）１名の人件費 

（５）補 助 額：9,800千円 

（６）期 間：令和４年度～令和６年度（３年間） 

３ 事業目標・取組状況・改善点

 ・県内の腎疾患における専門医（透析専門医、腎臓専門医）が不足していることから、鳥取大学医学部附属

病院が設置する「腎センター」の運営を支援することで、持続的・安定的に専門医が育成できる体制の構

築を目指す。

 ・県において、令和３年度に県内の医療機関と患者団体等で構成する「腎疾患に関する医療提供体制検討会」

を設置し、腎センターの在り方を含め腎疾患に関する医療提供体制の今後の方向性について検討を行った。

＜鳥取大学医学部附属病院腎センターの概要＞ 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費

４項 医薬費                           医療政策課（内線：７２２８）

２目 医務費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

原子力災害医療体

制整備事業 18,803 21,322 △2,519 18,703 100

トータルコスト 21,957千円（前年度 24,490千円）〔正職員：0.4人〕 

主な業務内容 国への交付金申請事務、研修会の開催、資器材の校正事務 

工 程 表 の 政 策 内 容 ― 

事業内容の説明                  

１ 事業の目的、概要 

  原子力災害時の医療活動に必要な放射線測定器の維持管理及び、医療従事者等に対する研修を実施し、原

子力災害医療の体制整備を図る。 

２ 主な事業内容 

（１）放射線測定機器の校正 10,047千円（国10/10） 

   県が原子力災害医療機関に整備した放射線測定器等（ホールボディカウンタ、ＧＭ管サーベイメータ、

個人線量計等）の校正を実施する。 

   ・原子力災害拠点病院 ２病院、原子力災害医療協力機関 14病院 

（２）原子力災害医療研修の実施 2,000千円（国10/10） 

   原子力災害医療に関する知識と技能の向上を図るため、医療関係者等を対象とした研修を実施する。 

   ・対象：医師、看護師、放射線技師、消防士、自衛隊員、県・市町村職員等 

   ・内容：放射線測定器の取扱い、汚染傷病者の搬送・受入 等 

（３）鳥取県原子力発電施設等緊急時安全対策費補助金 6,656千円（国10/10） 

   放射線防護対策設備の定期点検及び放射線測定機器の校正を実施する医療機関に補助を行う。 

   ・実 施 主 体：鳥取県済生会境港総合病院、鳥取大学医学部附属病院 

   ・補 助 率：10/10 

   ・補助対象経費：電気設備・機械設備等の保守点検、放射線測定機器の校正費用 

（４）事務費 100千円（単県） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・原子力災害時の医療活動に必要となる放射線測定器等を適切に管理し、また、医療従事者等に対する研修

の実施により有事の対応に備える。 

 ・定期的に訓練を行うことにより、医療従事者等の災害対応の習熟度を高め、また、訓練や研修（リモート）

等を実施することにより原子力災害医療に対応できる者を増やす。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料 

４款 衛生費

４項 医薬費                           医療政策課（内線：７１７３）

２目 医務費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

持続可能な地域医

療提供体制構築推

進事業
1,516 130,255 △128,739

（基金繰入金）

218 1,298

ト ー タ ル コ ス ト 3,093千円（前年度131,839千円）〔正職員：0.2人〕 

主 な 業 務 内 容 連絡調整、資料作成

工 程 表 の 政 策 内 容 医療提供体制の確保・充実

事業内容の説明                  【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】

１ 事業の目的、概要 
今後も人口減少と少子高齢化は進行し、人口減に伴う医療人材の不足が見込まれる中、医療現場の負担を

軽減しつつ、質の高い安全な医療サービスを提供するためには、医療機能の分化・集約やICTの活用による連
携の推進などにより、限られた医療資源を地域で効率的に活用していく方法を検討していく必要がある。
新型コロナウイルス等の新興・再興感染症への対応も含め、将来にわたって、県民一人ひとりが適切な医

療サービスを受けられるよう、限られた医療資源の効率的な活用による持続的で効果的な医療のあり方等に
ついて、議論を進める。 

２ 主な事業内容                                  （単位：千円）
区 分 事 業 内 容 予算額 

(1)地域医療構想アドバイ
ザー派遣事業 

【財源：鳥取県地域医療介
護総合確保基金 10/10】 

地域医療構想調整会議において、地域医療構想の推進に関
する助言をしてもらうため、地域医療構想アドバイザーを
地域医療構想調整会議へ派遣する。 

218 

(2)地域医療構想調整会議
開催経費 

【財源：単県】 

各保健医療圏域ごとに地域医療構想の推進のための関係者
との協議の場（地域医療構想調整会議）を設け、持続可能
な地域医療のあり方等を検討する。 

1,298 

(3)鳥取県における未来の
医療検討 

【財源：単県】 

鳥取大学医学部附属病院が病院建替に向けた構想を検討し
ていく中、有識者や産官学で構成する協議の場を立ち上げ、
少子高齢化や人口減少など医療を取り巻く状況の変化や災
害やまちづくりなど様々な視点から、今後の病院のあり方
について検討を行う。 

－ 
（標準事務費
対応） 

合 計 1,516 

３ 事業目標・取組状況・改善点
・新型コロナウイルス感染症の対応等を含め、医療機能の分化・集約、ICTの活用による連携の推進など限ら
れた医療資源を効率的に活用し、地域全体で質の高い医療サービスを住民に提供する基盤づくりを進める。

・地域医療構想の推進については、厚生労働省が、令和元年９月に再編統合等の再検証が必要な424病院（鳥
取県では４病院該当）を公表し、令和２年秋頃までに結論を出すよう都道府県に求めていたが、令和２年
８月31日に、再検証の期限を延期する通知を発出し、国において感染症への対応の視点を含め、地域医療
構想の進め方等について再整理の上、改めて示されることとなっていた。 

・令和３年12月に開催された「地域医療確保に関する国と地方の協議の場」において、第８次医療計画の策
定作業に併せて、令和４年度及び令和５年度において各医療機関の対応方針の策定・検証・見直しを行う
ことが確認された。 
また、地域医療構想の取組は、病床削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、
主体的に取組を進めるものであり、国では、各地域における検討状況を適時・適切に把握しつつ、主体的
に検討・取組を進める医療機関や地域を支援することが示された。 

・本県においては新型コロナウイルス感染症への対応に最優先で取り組んでいるところであり、感染症の状
況を考慮しつつ、関係機関と連携して議論を進めていく。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費
４項 医薬費                    医療・保険課（内線：７２２６、７２０３） 
４目 薬務費                                 （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財 源 内 訳

備考国庫支出金 起債 その他 一般財源

原子力災害医療体制整備

事業（安定ヨウ素剤関係） 6,064 7,704 △1,640 6,064

ト ー タ ル コ ス ト 8,430 千円（前年度 10,080 千円）〔正職員：0.3 人〕 

主 な 業 務 内 容 原子力災害時に安定ヨウ素剤投与を実施できる体制の整備

工程表の政策内容 安定ヨウ素剤の備蓄及び配布体制の確保

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要

原子力災害の発生時に備え、被ばく防護措置の一環として、安定ヨウ素剤の備蓄、事前配布、緊急配布体

制の整備等を行う。 

２ 主な事業内容

  （１）安定ヨウ素剤（丸剤・ゼリー剤）の購入（更新等）（2,346 千円） 

  （２）安定ヨウ素剤の事前配布（3,646 千円） 

     配布にかかる事前説明会（米子市・境港市）の実施 

     配布スタッフ・医師等の研修、配布資料作成 

     ・対象：事故発生時に一時集結所での安定ヨウ素剤の受取りが困難で希望する者 

  （３）安定ヨウ素剤等の処分（22千円） 

  （４）原子力防災訓練（50千円） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・安定ヨウ素剤の緊急配布体制を整備するとともに、米子市・境港市での事前配布説明会や米子保健所で

の個別配布により、事前配布を推進する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                     環境立県推進課（内線：７４０９）

４目 環境保全費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取県星空保全条例

制定５周年記念事業 
7,095 0 7,095    7,095 

トータルコスト 11,038 千円（前年度 0千円）［正職員：0.5 人］ 

主な業務内容 各種イベント実施関係者との調整、準備及び運営、委託等契約事務 

工程表の政策内容 星空環境を保全・活用する取組の拡大 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

本県の美しい星空環境を財産として保全し、次世代へ引き継ぐことを目的とした鳥取県星空保全

条例制定５周年を迎えるに当たり、更なる星空環境保全に係る普及啓発や地域活性化に向けた取組

を推進する。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

星空保全条例制定 

５周年記念イベント 

鳥取県星空保全条例制定５周年を記念したトークイベントや展示

等を通じて星取県推進に係る取組を広く県民に発信し、星空環境保

全及び星空を活用した地域振興を推進する。 

6,195

宇宙飛行士による 

オンライン授業 

県内星空保全地域の小学生（高学年）を対象とした宇宙飛行士に

よるオンライン授業を実施し(※)、宇宙、地球、星空環境への関心

を喚起し、理解を深めてもらい、環境保全への意識を醸成する。 

900

合 計 7,095

※宇宙飛行士による事業実施可否は、JAXA 内で所定の審査を経た上で、令和４年５月末までに一次回答

が通知される予定。最終回答は、講演実施予定日の２カ月前を目途に通知される。

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

条例制定５周年という節目を迎えるに当たり、星取県として星空環境の保全活動や地域活性化

に向けた取組を推進・強化する契機とし、星取県が名実ともに定着することを目指す。 

【取組状況・改善点】 

・本県の美しい星空環境を光害から守るために必要な規制を行うとともに、県民等及び事業者の

光害への理解を深め、星空環境を県民の財産として保全することを目指して、平成 29年 12月

に都道府県では初となる鳥取県星空保全条例を制定し、平成 30年４月１日に施行した。 

・県内で特に優れた星空環境を有し、その環境を保全する必要がある地域を星空保全地域に指定

しており、鳥取市佐治町、倉吉市関金町、日野郡日南町、日野町、八頭郡若桜町の５地域が指

定されている。（令和４年２月現在） 

・条例制定以降、美しい星空をコンテンツとした観光及びイベントメニューの造成や実施が活発

となっているほか、星取県関連商品の開発、県内企業の宇宙産業への参入等、各分野で成果が

見え始めている。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                    脱炭素社会推進課（内線：７８７９）

４目 環境保全費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取スタイル太陽

光発電導入推進事業 
222,144 0 222,144 203,572   18,572 

トータルコスト 227,664 千円（前年度 0千円）［正職員：0.7 人］ 

主な業務内容 補助金・委託業務等 

工程表の政策内容 
自然・環境・暮らしに調和した、家庭や企業・団体など地域が主体となった安心・安
全な再生可能エネルギーの導入推進 

事業内容の説明               【「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

電力消費者の初期費用が不要となる自家消費型の屋根貸し太陽光発電（PPA）を促進するため、県

内の地域新電力、発電事業者、点検事業者、金融機関と連携して『鳥取スタイル PPA』を推進する。

２ 主な事業内容 

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

県有施設への太陽光

発電導入と鳥取スタ

イル PPA 実証 

県有施設の屋根に太陽光発電設備を導入し、鳥取スタイル PPA の

実証を行う。 

170,000

県有施設・県有地で

の太陽光発電設備導

入可能性調査 

発電量の全量自家消費が可能な県有施設の選定及び収支シミュレ

ーションの調査を委託する。（知事部局主要施設及び県警察施設）

4,000

県有施設の太陽光発

電設備点検 

県営住宅に設置している太陽光発電設備の点検及び県民への点検

の重要性の情報発信を委託する。 

1,144

鳥取スタイル PPA・

VPP※１推進支援 

鳥取スタイル PPA の家庭への導入を加速させるため、発電事業

者等が行う計量・通信機器などの整備を支援する。 

26,000

鳥取スタイル PPA 導

入推進（卒 FIT※２家

庭への導入推進） 

住宅の太陽光発電設備の無料診断を支援するとともに、卒 FIT 家

庭の PPA 導入に関して、発電事業者等の初期投資費用の低減などの

課題解決に向けた検討を委託する。 

6,000

鳥取スタイル PPA 理

解促進 

県民の理解促進を図るため、鳥取スタイル PPA の普及啓発や太陽

光発電設備導入に関する番組制作・放映などを地元ケーブルテレビ

局へ委託する。 

15,000

合 計 222,144

※１ VPP（バーチャルパワープラント・仮想発電所）：工場や家庭などが有する発電設備を、IoT（様々な物をインタ

ーネットにつなげる技術）を活用して遠隔・統合制御することで、発電した再エネ電力を有効活用する仕組み。 

※２ FIT（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）：再生可能エネルギーで発電された電気を、国が定める価格で一

定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度。

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

2050 年の脱炭素社会の実現に向けて、令和新時代とっとり環境イニシアティブプランで目標と

する県内需要電力における再生可能エネルギー割合 60％を目指し、太陽光発電の固定価格買取制

度に代わる導入促進策として PPA の推進に取り組む。 

 【取組状況・改善点】 

  ・家庭と事業所への太陽光導入推進について、県内発電事業者・地域新電力と意見交換を行った。

また、県有施設の太陽光発電設備導入可能性調査は令和３年度９月補正予算で対応を始めた。 

・令和４年度は、PPA を積極的に推進するため、県有施設や戸建住宅への導入、モデルタウンの創

出（県営住宅団地）など、官民連携して「鳥取スタイル PPA」の普及に取り組む。 

172



令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                     脱炭素社会推進課（内線：７８７５）

４目 環境保全費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）県有施設脱炭素化

事業（LED改修） 452,275 0 452,275 

<203,500> 

407,000 45,275 
県費負担 

248,775 

トータルコスト 463,005 千円（前年度 0千円）[正職員：1人、会計年度任用職員：１人] 

主な業務内容 導入施設への予算配分、進捗管理等 

工程表の政策内容 
県有施設、市町村等の公共施設において、高断熱化等による省エネ化や再生可能エネ

ルギーの導入を進め、建築物の省エネルギー化・ゼロエネルギー化を推進する。 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

2050 年「脱炭素社会」の実現に向けて、県有施設（知事部局主要施設）を将来的に ZEB（※）化

することを目指し、知事部局の既存施設に LED 照明を導入する。 
※ZEB（Net Zero Energy Building／ゼブ）：快適な室内環境を保ちながら、高断熱化・日射遮蔽、自然エネルギ

ー利用、高効率設備により、できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、

年間で消費する建築物のエネルギー量が大幅に削減されている建築物。 

２ 主な事業内容 

知事部局主要施設の誘導灯・執務室・共用部に LED 照明を導入する。(令和４年度計画：16 施設)

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

『鳥取県県有施設中長期保全計画（知事部局主要施設）（平成 29 年２月策定）』の対象 69

施設における LED 照明の導入割合：100％（2030 年度） 

【取組状況・改善点】 

『政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置につい

て定める計画(令和３年 10 月 22 日閣議決定)』において、国は 2030 年度までに既存設備を含め

た政府全体の LED 照明の導入割合を 100％とする目標を掲げている。 

   また、本県においても、令和３年度まで『環境にやさしい県庁率先行動計画』に基づき照明器

具の LED 化を図ってきた。 

  ＜県有施設（建物）LED 照明の導入状況＞ 

施設区分 執務室 会議室 廊下・通路 ホール トイレ 全体 

事務所 27％ 37％ 35％ 46％ 17％ 30％

集客施設 23％ 20％ 34％ 44％ 16％ 25％

体育施設 23％ 39％ 45％ 48％ 27％ 33％

児童福祉施設 7％ 3％ 0％ 17％ 3％  5％

試験研究施設 22％ 5％ 36％ 50％ 24％ 16％

※知事部局のみ。令和２年３月末現在（令和２年 12月営繕課推計値）。 

 （注）起債額の上段< >書きは交付税措置額を除いた金額である。
    備考欄の県費負担額は起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                    脱炭素社会推進課（内線：７８９５）

４目 環境保全費                             （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

再エネ100宣言RE Action

推進事業 
14,700 9,374 5,326 10,200   4,500 

トータルコスト 18,643 千円（前年度 13,335 千円）［正職員：0.5人］ 

主な業務内容 補助金の制度設計、交付事務 

工程表の政策内容 
自然・環境・暮らしに調和した、家庭や企業・団体など地域が主体となった安
心・安全な再生可能エネルギーの導入推進 

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」及び「地方創生推進交付金」充当事業】

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

2050 年「脱炭素社会」の実現に向けて、県内企業等が率先的に環境配慮経営を行っていく社会環

境を構築するため、再エネ 100宣言 RE Action(※)参加企業が行う使用電力の再生可能エネルギー

100%転換を目指す取組や EV 商用車（電気自動車）等導入の取組に対して支援を行う。 
※日本の中小企業などが､2050 年までに使用電力を 100% 再生可能エネルギーに転換する目標を表明し行動して

いく枠組み（国内イニシアティブ）。世界的な大企業を中心に加盟する国際イニシアティブ｢RE100｣の国内中小

企業版的位置づけ。鳥取県は 2019 年 12 月に都道府県では初となるアンバサダー（応援者）に就任。 

２ 主な事業内容                              （単位：千円）
区 分 内 容 予算額 

【拡充】省エネ対
応設備導入支援
事業 

RE Action 参加企業又は参加意向のある企業に対し、省エネ診断に基
づく省エネ性能の高い設備への更新等に要する経費を支援する。 
［補助件数］３件［補助率］1/3［補助上限］1,000 千円 

3,000 

【拡充】太陽光発
電設備導入支援
事業 

RE Action 参加企業又は参加意向のある企業に対し、自家消費のため
に太陽光発電設備を導入する経費を支援する。 
［補助件数］３件［補助率］1/5［補助上限］2,000 千円 

6,000 

【新規】EV 商用
車、充電設備導入
支援事業 

RE Action 参加企業又は参加意向のある企業に対し、商用車としての

EV、充電設備を導入する費用を支援する。 

・EV 商用車 

［補助件数］３件［補助額］定額（200 千円/台）［補助上限台数］５台

・充電設備 

［補助件数］３件 

［補助率］10/10（上限：充電用コンセント 30千円/基、充電用コンセントス 

タンド 60千円/基、普通充電設備 180千円/基、V2H充放電設備※ 375千円/基）

［補助上限基数］同補助金を活用して導入する電気自動車の台数以内

の基数 

5,700 

省エネ推進支援
事業 

中小企業が安価に省エネ診断を受診できる資源エネルギー庁「中小企業
等に対するエネルギー利用最適化推進事業」の活用推奨を行う。 

（標準事務費）

その他 市町村や商工団体等と連携し、環境配慮経営の取組手法等を情報発信
する。 

合 計 14,700

※V2H 充放電設備：EVへの充電及び EVから施設へ放電（給電）する装置 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

県内の再エネ 100 宣言 RE Action 参加企業 25 社（令和４年度末） 

【取組状況・改善点】 

・企業訪問や企業等向けセミナーを開催し、脱炭素経営の必要性、メリットを説明するとともに、

RE Action への積極的な参加を呼びかけ、RE Action 参加企業は令和２年度末の３社から 14 社

（令和４年１月現在）に増加し、環境配慮経営に取り組む企業が拡大した。 

・本県の RE Action 参加社・団体数は全国４位（令和４年１月６日現在）となり、企業数当たり

の参加社・団体数は全国１位となっている。 

・企業の脱炭素経営の一層の取組を推進するため、EV 商用車及び充電設備の導入経費の支援を新

設する。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                    脱炭素社会推進課（内線：７８７９）

４目 環境保全費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

地域資源活用エネルギー

導入推進事業  

債務負担行為

25,000 

60,612 

債務負担行為

27,000 

54,788 

債務負担行為

△2,000 

5,824 

債務負担行為 

25,000 

60,612 

トータルコスト 74,018 千円（前年度 68,254 千円）［正職員：1.7 人］ 

主な業務内容 制度設計､周知説明､申請書の審査､補助金の支払い、市町村との調整 

工程表の政策内容 
自然・環境・暮らしに調和した、家庭や企業・団体など地域が主体となった安心・
安全な再生可能エネルギーの導入推進 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

小水力発電等の地域資源を活用したエネルギーの地産地消によるゼロカーボンや地域内経済循
環等を達成していくために、地域団体、NPO 法人、市町村、エネルギー事業者等の取組を支援し、
本県における再生可能エネルギーの導入を促進する。（家庭の省エネ・再エネ快適生活促進事業を一部統合）

２ 主な事業内容                               （単位：千円）
区 分 内 容 予算額

（１）支援事業 

体制づくり 
・啓発支援 

地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入に係る体制づくり・啓発の取
組を支援する。 
［補助率］10/10 ［補助上限］300 千円 ［事業主体］地域団体、NPO 法人 

900 

とっとり次世代エネルギーパークの見学者の受入れに必要な展示物やガイダ
ンスコーナー等の導入を支援する。 
［補助率］1/2 ［補助上限］300 千円 ［事業主体］ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｰｸの施設管理者 

300 

計画策定支
援 

地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入に係る可能性調査、計画の策
定・検証、協議会の開催を支援する。 
［補助率］1/2 又は 2/3 （※１）［補助上限］3,000 千円 
［事業主体］市町村、地域団体、NPO 法人、再エネ事業者 
［補助事業期間］最長２年 ［債務負担行為］6,000 千円（令和５年度） 

12,000 

事業化支援 地域資源を活用した発電、熱供給施設整備・体制整備等を支援する。 
［補助率］1/2 又は 2/3 （※１）［補助上限］10,000 千円 
     （但し FIT（※２）価格算定対象費用（※３）を除く） 
［事業主体］地域団体、NPO 法人、再エネ事業者 
［補助事業期間］最長３年 ［債務負担行為］15,000 千円（令和５～６年度） 

15,000 

小規模発電
設備等導入
支援 

太陽光発電（10kW 未満）、太陽熱利用機器、定置用蓄電池等の家庭用小規模
設備等を導入する住民に対して補助を行う市町村を支援する。 
［補助率］市町村補助額の 1/2 ［実施主体］市町村  
［補助事業期間］最長２年 ［債務負担行為］4,000 千円（令和５年度） 

32,229 

（２）推進体制づくり 

【新規】小
水力発電の
導入推進 

県内企業や地域新電力、市町村等の関係団体で構成する検討会又は協議会を
立ち上げ、小水力発電の導入に係る効果的な方法を検討する。 

183 

合 計 60,612 
※１ 補助率が 2／3となる場合：計画策定を支援するなど市町村による積極的な関与があると特に認める場合 
※２ FIT（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）：再生可能エネルギーで発電された電気を、国が定める価格

で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度。 
※３ FIT 価格算定対象費用例：FIT 認定を受けた設備の設置費、本体費、撤去費、１km以下の電源線費用 等 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
県内の電力自給率 60％（令和 12 年度）達成に向けて、地域が主体となった自家消費・地域内

消費も含めた再生可能エネルギー発電や熱供給の取組を支援していく。 

【取組状況・改善点】 
地域における再生可能エネルギーの導入を促進するため、補助対象経費の拡充、補助率・補助

上限額の引き上げを含む事業の組替を行う。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                    脱炭素社会推進課（内線：７８７５） 

４目 環境保全費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

次世代自動車普及促進事業 2,405 8,566 △6,161 2,405    

トータルコスト 7,925 千円（前年度 14,111 千円）［正職員：0.7 人］ 

主な業務内容 委託先への支払い、調整業務、申請書の審査、補助金の支払いなど 

工程表の政策内容 
環境と調和した持続可能なライフスタイル・価値観の普及や環境教育の充実等

による県民主体の環境活動の拡大 

事業内容の説明       【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

環境性能が高く、蓄電池としての機能など防災面での有用性を持つ次世代自動車（EV、FCV）を公

用車として継続してリース契約するとともに、令和３年度に更新した県庁舎の EV 急速充電器の運

営委託を行う。 

  ※EV:電気自動車 FCV：燃料電池自動車 

２ 主な事業内容 
 （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 
公用車 EV・FCV 運用
事業 

EV・FCV の活用による交通手段の CO2 削減を広く啓発するとと
もに、災害等の非常時における電力供給源として活用するため、
蓄電能力に優れた EV・FCV を公用車としてリースする。 
（令和４～８年度債務負担行為設定済） 

1,415

県庁舎 EV 急速充電
器運営委託事業 

EV・PHV の普及促進及び利用者に対する利便性を確保するため
県庁舎３箇所の EV急速充電器の保守管理・運営を民間事業者へ
委託する。（令和４～11年度債務負担行為設定済） 
※PHV：プラグインハイブリッド車 

990

合 計 2,405

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

水素エネルギー啓発事業と関連させながら、内燃機関車にはない環境面及び防災面での有用性

を周知し、次世代自動車の普及促進を図る。 

【取組状況・改善点】

・本県における次世代自動車の普及台数は、令和４年１月時点で 1,449 台（EV:692 台、PHV:755

台、FCV:２台）となっており、年 100 台程度増加している。令和４年度は、新たに家庭用 EV普

通充電器設置に要する経費を支援し、一層の普及促進に取り組む。 

  ・令和３年度に、県庁舎３箇所（県庁第二庁舎前、中部総合事務所、西部総合事務所）の EV急速

充電器を更新し、有料化した。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
２款 総務費

６項 防災費                   原子力環境センター（電話：0858-35-5416）
１目 防災総務費                             （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

島根原子力発電所に係る環境

放射能等モニタリング事業
22,381 21,251 1,130 22,381

トータルコスト 47,784 千円（前年度 46,718 千円）［正職員：2.5 人、会計年度任用職員：2人］

主な業務内容
平常時モニタリング業務、緊急時モニタリング計画の改定、原子力防災訓練
等、交付金事務 

工程表の政策内容
原子力施設、及び原子力災害に対する安全・安心を確保する環境放射線・放
射能モニタリング

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 
島根原子力発電所に係る環境放射能モニタリングの拠点施設「鳥取県原子力環境センター」を活用して、

島根原子力発電所 30ｋｍ圏内の環境放射能のモニタリングを行い、平常時の放射線量や環境試料等の放射

能レベルを把握する。 

２ 主な事業内容 
（１）平常時モニタリング（3,068 千円） 

島根原子力発電所周辺地域（UPZ）において、島根原子力発電所に起因する放射性物質による環境への

影響及び住民の受ける線量等の推定、評価を行うため、毎年度測定計画を定め、大気の粉じんや陸水、

海水等の環境試料を採取し、調査を行う。 

（２）センター職員に係る人材育成（1,696 千円） 

放射能分析研修、専門講習会等に職員を派遣し放射能測定に係る技術の保持に努めるとともに、放射

線障害防止法で設置が義務づけられている放射線取扱主任者の資格者を継続的に養成する。 

また、原子力施設立地県等の測定機関で構成する「原子力施設等放射能調査機関連絡協議会」へ参加

し、相互の課題を共有するとともに、対応・課題解決につなげる。 

（３）センターの管理運営（17,617 千円） 

測定結果の精度を確保するため、測定機器の点検・校正、クロスチェック等の精度管理を行うととも

に、センター設備の維持管理等を適切に行う。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

放射線量や環境試料等の放射能レベルを測定する機器の維持管理及びモニタリング要員の確保、並び

に研修による要員の資質向上により、県民の安心安全を守る体制を維持・強化する。

【取組状況・改善点】 

・センター整備と並行して機器整備を進め平成 25 年度から本格的に島根原子力発電所周辺地域での平

常時モニタリングを開始した。測定項目の拡充を図り県民の安心安全を守る体制整備を行ってきた。

・モニタリング要員への継続的訓練等により引き続き測定結果の精度を維持していく。
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                     循環型社会推進課（内線：７１９８）

４目 環境保全費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）プラスチック資源

循環のためのライフスタ

イル変革促進事業 

7,951 0 7,951 3,975   3,976 

トータルコスト 10,317 千円（前年度 0千円）［正職員：0.3人］ 

主な業務内容 企画・調整、委託契約事務、補助金交付業務 

工程表の政策内容 一般廃棄物（ごみ）リサイクルの推進、脱炭素社会との調和の推進 

事業内容の説明                     【「地方創生推進交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
  令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律（以下、「プラスチック新法」
という。）」が施行予定であることを踏まえ、県民及び県内事業者へプラスチック資源循環の取組を
一層促すため、フォーラム等を開催し、県民及び事業者の意識啓発を図る。 

  また、プラスチック資源のアップサイクル等を推進してプラスチック資源循環の取組を促進する。

２ 主な事業内容                                                             （単位：千円）
区 分 内 容 予算額 

フォーラム開催事業 県民及び事業者の意識啓発・取組促進を図るため、『プラスチック資 
源循環促進法とライフスタイルの変革』をテーマにフォーラムを開催し、
プラスチック新法の意義・内容や先進的な企業等の取組発表等を行う。 
また、海ごみアートの展示やワークショップ、エコマルシェの開催、

県内企業や学校・団体等の取組紹介等を行う。 

3,451 

プラスチック資源の
アップサイクル等推
進事業 

プラスチック資源循環の取組を促進するため、県内においてプラスチ
ック資源のアップサイクル等を行い、その商品を展示（販売）・情報発
信するなど、モデルとなる取組を行う企業等を支援する。 
［補助率］1/2 [補助上限]1,500 千円 

4,500 

合 計 7,951 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
 【事業目標】 

県民や事業者のプラスチック資源循環の意識啓発及び取組の一層の促進を図る。 
【取組状況・改善点】 

本県では「とっとりプラごみゼロ」チャレンジの取組として、プラごみ削減に取組む事業者等の
登録、マイボトル運動などを進めているが、プラスチック新法施行を契機とし、フォーラム等の開
催やプラスチック資源のアップサイクル等への支援を通じて、更なるプラスチック資源循環の意
識啓発及び取組を県民及び事業者へ促していく。 

＜プラスチック新法の概要＞ 
○プラスチック使用製品の設計から廃棄までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取
組を促進するための措置を講じるもので、県は市町村への技術的援助や国の施策に準じてプラスチック
資源循環の促進等に必要な措置（広報活動を通じてプラスチック資源循環に係る県民の理解を深め、協
力を求める等）を講ずるように努める。（施行日：令和４年４月１日） 

○主な措置内容 
（１）国はプラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を策定する。 
（２）個別の措置事項 
設計
・ 

製造

【環境配慮設計指針】
国は製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品である
ことを認定する仕組みを設ける。（国は調達配慮。事業者･消費者は使用に努めなければならない。）

販売
・ 

提供

【使用の合理化】
国はワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者など）が取り組むべき判断基
準を策定する。（スプーンやハンガーなど年間５t以上のワンウェイプラスチック提供事業者の取
組が著しく不十分な場合に、勧告、公表、命令ができる。） 

排出
・ 

回収
・ 

ﾘｻｲｸﾙ

【市区町村の分別収集･再商品化】

・容器包装リサイクル法ルートを
活用した再商品化を可能にす
る。 

・市区町村と再商品化事業者が連
携して行う再商品化計画が認定
された場合、廃掃法の許可を受
けないで、再商品化に必要な業
を実施できる。 

【製造・販売事業者等
による自主回収】

・製造・販売事業者等
が製品等を自主回
収・再資源化する計
画が認定された場
合、廃掃法上の業許
可が不要になる。 

【排出事業者の排出抑制・再資源化】

・国は排出事業者が排出抑制や再資
源化等の取り組むべき判断基準
を策定する。 

・年間 250ｔ以上のプラスチック排
出事業者の取組が著しく不十分
な場合に、勧告、公表、命令がで
きる。 
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                     循環型社会推進課（内線：７１９８）

４目 環境保全費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）もったいない！ 

食べ残しゼロ事業 11,242 0 11,242 1,930 
（基金繰入金）

6,381 2,931 

トータルコスト 14,396 千円（前年度 0千円）［正職員：0.4 人］ 

主な業務内容 企画・調整、委託業務に係る事務、各種啓発 

工程表の政策内容 一般廃棄物（ごみ）リサイクルの推進、脱炭素社会との調和の推進 

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」及び「鳥取県地域環境保全基金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

とっとり食べきり協力店の登録促進、持ち帰りバッグ（ドギーバッグ）を活用した食べ残しの持ち

帰りの定着及びフードドライブ活動（※１）の推進等により、更なる食品ロス削減を図る。

※１フードドライブ：寄付食品を集め、フードバンク団体（※２）等に提供すること 

※２フードバンク：寄付食品を、福祉施設や生活困窮者などに配給する活動 

２ 主な事業内容 （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

もったいない！ 

食べ残しゼロ事業
食べ残しゼロによる食品ロスの削減を図るため、「とっとり食べき

り協力店」の登録促進、県内事業者での持ち帰りバッグ普及の支援、

新聞広告等を活用した取組の周知を行う。 

・持ち帰りバッグ及び啓発資材の県内事業者への配布 

・持ち帰りバッグを購入する県内事業者への支援 

［補助率］10／10 ［補助上限］20千円 

4,615

フードドライブ活

動推進事業 
フードドライブ活動への理解と取組の促進を図るため、事業所や

市町村等と連携した「フードドライブ」を実施する。 

2,766

事業系一般廃棄物

実態調査 
廃棄物削減に向けた業種ごとの効果的な施策の実施につなげるた

め、飲食店等における食品ロス等の事業系一般廃棄物の実態調査を

実施する。 

3,861

合 計 11,242

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

飲食店等における食べきりや食べ残しの持ち帰りの推進等により、食品ロスの削減を図る。  

とっとり食べきり協力店の登録数の目標値 300 件（令和 12 年度）        

【取組状況・改善点】 

・令和３年度に実施した持ち帰りバッグのモニター調査における調査員や協力店の意見を基に、持

ち帰りバッグの活用促進を通じた食べ残しの持ち帰りの定着等により、食品ロスの削減を図る。

・平成 30 年度から毎年実施しているフードドライブ活動について、市町村及び事業所に食品受付

窓口の設置を要請するとともに、実施回数を増やすことで県民・事業者の活動への参加を一層促

す。 

・食品ロスの半数以上を占める事業系食品ロス等の事業系一般廃棄物の実態調査を実施し、業種ご

との課題等を把握することで、事業系一般廃棄物削減に向けたより効果的な施策につなげてい

く。 
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                      緑豊かな自然課（内線：７２００）

４目 環境保全費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）日本遺産「三

徳山・三朝温泉」磨

き上げ事業  
69,579 0 69,579 28,587 

<24,500> 

31,000 9,992 
県費負担 

34,492 

トータルコスト 73,522 千円（前年度 0千円）［正職員：0.5 人］ 

主な業務内容 日本遺産「三徳山・三朝温泉」の令和６年度の継続認定に向けた取組の支援 

工程表の政策内容 自然公園の適切な管理、環境整備と適切な利用促進、効果的な情報発信 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

三朝町は、「六根清浄の地としての三徳山」と「六感治癒の地としての三朝温泉」の結びつきが
一連のストーリー性を有することから、日本遺産の認定を受けている。令和４年１月の認定継続を
受け、更なる磨き上げを進めるため、三徳山エリアの機能向上及び人材育成等を行う。 

なお、再提出した今後３年間（令和３～５年度）の新たな地域活性化計画の着実な実行を目指す
ため、県と三朝町の合同で日本遺産を活用する全庁的なプロジェクトチームを発足する。

２ 主な事業内容                            

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

三朝町日本遺産活用プ

ロジェクトチーム 

県と町合同のプロジェクトチームの会議などに係る経費 200

三徳山密坊駐車場機能

向上事業（国立公園満

喫プロジェクト等推進

事業関連） 

三徳山来訪者の利便性向上のため、同駐車場内に公衆便所を
新設する。 

63,529

案内看板修繕 平成27年度に整備した日本遺産の案内看板３基を修繕する。 4,050

日本遺産 三徳山・三

朝温泉六根清浄と六感

治癒体験ツアー 

日本遺産の認知を広げ、新たな需要を喚起するため、六根清
浄と六感治癒についてのストーリーを体験するツアーを実施
する。 

800

日本遺産を核とする広

域サイクリングルート

の構築 

日本遺産「三徳山・三朝温泉」を起点として東郷湖など県中

部の自然を満喫できるサイクリングルートの構築を図るため、

ガイド付きのサイクリングモニターツアーを実施する。 

1,000

合 計 69,579

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

令和６年度の日本遺産の審査で継続認定を受ける。 

【取組状況・改善点】 

「三徳山・三朝温泉」は平成 27 年度に初めて日本遺産に認定されたが、昨年７月に「再審査」

とされ、新たな地域活性化計画を再提出して、令和４年１月に条件付き継続認定とされた。 

（注）起債欄の〈 〉書きは交付税措置額を除いた額である。 

備考欄の県費負担額は、起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                       緑豊かな自然課（内線：７２００）

４目 環境保全費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

国立公園満喫プロジ

ェクト等推進事業 307,424 296,722 10,702 150,760 
<105,000> 

135,000 21,664 
県費負担

126,664 

トータルコスト 361,837 千円（前年度 351,377 千円）［正職員：6.9 人］ 

主な業務内容 委託、工事発注及び補助金交付事務等 

工程表の政策内容 自然公園の適切な管理、環境整備と適切な利用促進、効果的な情報発信 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

国立公園を世界基準である「ナショナルパーク」としてブランド化を図る「国立公園満喫プロジ
ェクト」の一環として、大山隠岐国立公園内施設を国内外の誘客につながる魅力あるものとするた
め、整備を行う。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

国立公園満喫プロジ

ェクト等推進事業 

国立公園満喫プロジェクト等推進事業費［国庫 1/2］ 

 区 分 箇 所 名 

避難小屋改修 大山頂上避難小屋太陽光発電設備

増強工事（96,516） 

自然歩道改修 大山滝吊り橋架換工事（100,000） 

登山道改修 夏山登山道改修工事（105,000） 

301,516

美しい大山登山道管

理事業 

・山頂の仮設携帯トイレブース更新（4,150） 

・６合目避難小屋の携帯トイレブース清掃・管理委託（419） 

・山頂避難小屋への発動発電機設置（939） 

5,508

日本山岳ガイド協会

公認ガイド養成事業

補助金 

登山者が県内の山に楽しく安全に登れるよう、国内唯一の登

山資格である公認ガイド資格（公益社団法人日本山岳ガイド協

会実施）の取得者に対し、資格取得に要した経費を補助する。

［補助限度額］100 千円 

400

合 計 307,424

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

大山隠岐国立公園ステップアッププログラム 2025 に基づき、大山登山道や中国自然歩道等を

整備し、国内外の誘客中心地域としての受入環境整備を進める。 

【取組状況・改善点】 

・平成 28 年７月に、大山隠岐国立公園が国立公園満喫プロジェクトのモデル地区に選定されて
以降、同年 12 月に大山隠岐国立公園満喫プロジェクト地域協議会が策定したステップアップ
プログラムに基づき、外国人観光客の誘客促進に向け、大山地域全体を活かす総合的な整備を
進めてきた。

・新型コロナウイルス感染症の拡大により減少した観光客の回復を図るため、引き続き利用しや
すい環境整備に努める。

（注）起債欄の〈 〉書きは交付税措置額を除いた額である。
   備考欄の県費負担額は、起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                        緑豊かな自然課（内線：７９７９）

４目 環境保全費                              （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

生物多様性保全事業
10,120 10,764 △644 

（基金繰入金）

3,000 7,120 

トータルコスト 22,582 千円（前年度 23,269 千円）［正職員：1.4 人、会計年度任用職員：0.5人］ 

主な業務内容 希少野生動植物の保護、外来生物の防除、自然環境の保全推進に資する取組 

工程表の政策内容 自然環境の保全・再生と野生動植物との共生社会の実現

事業内容の説明                       【「鳥取県地域環境保全基金」充当事業】

１ 事業の目的・概要

県内における希少野生動植物の保護及び生息・生育環境の保全、外来生物の防除、自然環境の保全により、

県民参加による生物多様性の保全を推進するとともに、本県の豊かで美しい自然を守り、未来の世代に伝えて

いく機運の醸成を図る。 

２ 主な事業内容                                 （単位：千円）

区 分       内 容 予算額 

希少野生動植

物保護対策事

業 

生物多様性GIS(※１)ハードウエア保守管理業務委託（816） 

特定希少野生動植物等の生育（繁殖）状況に係るモニタリング調査（550） 

希少野生動植物の保護等活動団体への支援（4,109） 

補助金名 補助対象事業・経費 実施主体 補助率等 

鳥取県希少

野生動植物

保護管理事

業補助金 

特定希少野生動植物の

保護等に係る経費 

鳥取県希少野生

動植物の保護に

関する条例で認

定する団体 

定額 

[補助上限]250千円 

生物多様性

保全活動支

援事業補助

金 

生物多様性の保全に資

するために行われる保

護・防除等に係る経費 

自然保護団体等 定額 

[補助上限]100千円 

開発における生息地の

代替措置に係る経費 

民間事業者 1/2 

[補助上限]100千円 

5,475

生物多様性推

進事業 

とっとり生物多様性推進センターの運営（295） 

生物多様性の保全・利活用を推進するため自然保護団体の研修会の実施及びド

ローン等を活用した生息地の監視に向けた検討を行う。 

4,345

【新規】生物多様性の保全・推進に関するフォーラムの開催（3,000） 

 県内の生物多様性の推進を図るため、世界の動向や県内の状況、鳥取県版レッ

ドリスト(※２)の改訂等を周知するためのパネル展示や著名人等による講演等を開

催する。 

【新規】レッドデータブックとっとり第３版の印刷（1,050） 

自然環境保全

地域管理事業 

自然環境保全地域（15地域）における制札板の適正な維持管理や自然保護監視

員による巡視等を行う。 

300

合 計 10,120

※１ 生物多様性 GIS：希少野生動植物の生息情報を電子地図上で可視化する地理情報システム 

※２ レッドリスト：絶滅のおそれのある動植物種を選定し、リストにまとめたもの 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
自然保護団体の活動を活性化し、希少種に係る情報収集を進め、改訂した鳥取県版レッドリスト（鳥取県

の絶滅のおそれのある野生動植物種のリスト）を基に県民参加による生物多様性の保全を推進する。 

【取組状況・改善点】 
・平成 27 年度から鳥取県版レッドリスト掲載種の保全活動、特定外来生物の防除活動などへの支援等を行

ってきた。また、令和２年度には、「とっとり生物多様性推進センター」を設立し県内の自然保護団体等

の支援体制を整えた。 

・有識者や関係団体とより緊密な連携を取り、生物多様性の保全活動等を引き続き進めていく。 
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                      緑豊かな自然課（内線：７２００）

４目 環境保全費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

自然公園等管理費 
144,186 72,442 71,744 39,947 

<26,000> 

33,000 

（雑入）

2,223 69,016 
県費負担 

95,016

トータルコスト 220,395 千円（前年度 156,763 千円）［正職員：7.5 人、会計年度任用職員：6人］ 

主な業務内容 
維持補修工事の実施、公園施設の管理業務、許認可事務の関係機関との調整、自然公
園内巡視、自然ボランティア制度 

工程表の政策内容 自然公園の適切な管理、環境整備と適切な利用促進、効果的な情報発信 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

自然公園法の目的である「優れた自然の風景地の利用の増進」を実現し、安全で快適な自然公園
等の利用を確保するため、県が管理する自然公園施設、自然歩道等の点検・整備・修繕、維持管理
委託等を実施するとともに、鳥獣保護や狩猟取締の監視・指導、自然保護ボランティアの登録等を
行う。（自然保護監視事業を統合）

２ 主な事業内容                            

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

自然歩道・登山道及

び自然公園施設等の

安全対策等 

・中国自然歩道（岩戸海岸）崩落法面復旧設計（2,900） 
・毛無山登山道看板改修（2,438） 
・那岐山頂上公衆トイレ改修（66,755） 
・那岐山頂上展望デッキ整備（7,238） 
・鵜ノ池公園整備（880）（日野町への間接補助） 
・鴨ヶ磯斜面点検（1,900） 
・雨滝自然歩道斜面保護工事（20,600） 
・大平原公衆トイレ改修（10,589） 
・天神池休憩舎修繕（400） 
・公園施設修繕工事枠（9,800） 
（うち大山登山道年間管理委託（1,600）） 

123,500

自然公園施設等の管

理委託 

・公衆トイレ及び自然歩道等の管理（15,907） 
・公園施設に係る借地料（1,218） 
・施設賠償責任保険料（411） 

17,536

国立公園清掃活動へ

の補助 

国立公園内の清掃を行う民間団体等に対して支援する。 
［負担割合］国1/4、県1/4、市町村1/2 

2,870

自然保護監視事業 自然保護ボランティア保険等 280

合 計 144,186

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

自然公園における安全で快適な利用環境の整備を進める。 

【取組状況・改善点】 

自然公園施設、自然歩道等の修繕工事は、安全性・利便性等を考慮し、重点投資による効果的

な施設整備を実施している。

（注）起債欄の〈 〉書きは交付税措置額を除いた額である。
備考欄の県費負担額は、起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

６款 農林水産業費

４項 林業費                        緑豊かな自然課（内線：７９７８）

９目 狩猟費                              （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

特定鳥獣保護管理事業 96,028 92,490 3,538 40,369   55,659 

トータルコスト 140,047 千円（前年度 136,631 千円）［正職員：4.5 人、会計年度任用職員：3人］

主な業務内容 調査業務委託、各種情報収集・整理、計画推進体制整備、関係機関との調整 

工程表の政策内容 自然環境の保全・再生と野生動植物との共生社会の実現 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

 ツキノワグマ・ニホンジカ・イノシシについて、人身被害や農林業被害の発生等が問題となっているこ
とから、特定鳥獣保護管理計画に基づき、科学的データを踏まえた適正な個体数管理及び被害防止対策を
実施する。 

２ 主な事業内容                                  （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

生息状況調査 
及び対策検討 

特定鳥獣生息状況調査（8,435） 
ツキノワグマ・ニホンジカ・イノシシの生息状況等の調査を継続して行うと

ともに、県中西部のクマの DNA 分析を行う。（専門機関への委託） 

 9,063 

特定鳥獣保護管理検討会（628） 
保護管理検討会を開催し、生息状況調査の結果を踏まえて保護管理計画の達

成状況や対策等について検討する。 

ツキノワグマ 
対策の推進 

ツキノワグマ遭遇回避対策費（984） 
出没時の追い払い、注意喚起看板の作成、学習会の開催等、住民の安全・安

心を確保するための活動を支援する。 
［事業主体］市町村、地元自治会 ［補助率］1/2（間接補助の場合 1/3） 

10,856 

堅果類豊凶調査（512） 
秋の人里へのクマ出没動向を予測し、対策の参考とするため、ブナ科堅果類

（ドングリ）の豊凶の調査を委託する。 

放獣と追跡調査（8,860） 
人里離れた場所で錯誤捕獲されたクマの放獣作業を行うとともに、電波発信

器を装着し行動を把握することで人里への接近による事故を未然に防止する。 

近畿北部・東中国ツキノワグマ広域保護管理協議会負担金（500） 
クマの広域的な保護管理・被害対策のため、京都・兵庫・岡山・鳥取の４府

県で、地域個体群の個体数推定に必要なデータ収集システムを運用する。 

ニホンジカの 
捕獲強化 

指定管理鳥獣捕獲等事業（調査業務）（6,096） 
事業の実施計画策定に必要な調査、個体数推定、事業の効果検証等を行う。

（専門機関への委託） 

76,109 

指定管理鳥獣捕獲等事業（捕獲業務）（69,643） 
実施計画に基づき、シカを捕獲する。（認定鳥獣捕獲等事業者への委託） 
［対象地域］県全域の奥山 ［捕獲頭数］約 2,500 頭（前年比 200 頭増） 

３県広域連携捕獲実践会議（370） 
兵庫県・岡山県と連携した奥山・県境域でのシカ捕獲体制を整備する。 

（10 月の捕獲強化月間の実施、合同研修会の開催等） 

合 計 96,028 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
科学的データを踏まえた適正な個体数管理及び被害防止対策を実施する。
＜年間捕獲目標＞ シカ 14,000 頭以上、イノシシ 14,000 頭以上

【取組状況・改善点】 
・クマのゾーニング（棲み分け）管理の適正な運用によって、人里では被害防止のため有害個体の殺処
分を行うとともに、山地では錯誤捕獲個体の放獣を行い個体群の安定存続を図っている。 

・クマは県境を跨ぎ、広域的に移動、分布することから鳥取県、兵庫県、岡山県と連携して広域的な管
理を行う。 

・シカ・イノシシの捕獲強化により、令和２年度の捕獲数は過去最多、今後も捕獲強化を継続する。 
  ＜令和２年度の捕獲実績＞ シカ 10,294 頭、イノシシ 12,113 頭 
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６款 農林水産業費

４項 林業費                      緑豊かな自然課（内線：７９７８）

９目 狩猟費                      （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

鳥獣捕獲者確保環境整備

事業
14,810 11,949 2,861 3,539   11,271 

トータルコスト 17,964 千円（前年度 15,117 千円）［正職員：0.4人］ 

主な業務内容 関係機関との連絡調整、補助金交付事務、委託業務 

工程表の政策内容 自然環境の保全・再生と野生動植物との共生社会の実現 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
中山間地域の深刻な有害鳥獣被害を減少させるため、特にニホンジカ・イノシシ捕獲の即戦力となる狩猟

者の確保・育成は喫緊の課題となっている。 
    このため、狩猟者の資格取得や技能向上に対する支援を行うほか、銃猟者の射撃練習・技能講習等に係る
負担を軽減するための環境整備を行う。 

２ 主な事業内容                                   （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 
銃猟者への支
援

有害鳥獣捕獲従事者等による射撃練習等に支援を行う市町村等への支援を行う。

補助金名 補助対象事業・ 
補助対象経費 

実施主体 県補助率等 

【拡充】射撃練
習奨励補助金 

射撃練習に要する経費 猟銃を使用する
有害鳥獣捕獲従
事者 

1/3<市町村1/3> 
※補助上限(5,000
円/人)を撤廃 

散弾銃技能講習
受講経費支援 

銃刀法に定める技能講
習の受講奨励金交付に
要する経費 

市町村 1/2 
[補助上限] 
3,000円/人 

ガバメントハン
ター育成支援 

猟銃を所持するための
所持許可証取得に要す
る経費 

鳥獣被害対策に
携わる市町村職
員 

1/3<市町村1/3> 

大口径ライフル
技能講習に係る
県外射撃場への
旅費支援 

ライフル銃等の所持許
可に係る技能講習受講
に必要な経費 

銃刀法に定める
技能講習修了証
明書の交付を受
けた者 

5,000円（定額） 

2,165

狩猟者の養成 ニホンジカ、イノシシなどの有害鳥獣捕獲を担う狩猟者を養成する。 
（猟友会への委託） 
・狩猟免許取得のための事前講習会の実施 
・安全な捕獲を行うための猟具の取扱講習会の実施 
・散弾銃、大口径ライフル銃等射撃技能向上対策（射撃大会）の実施 
・ベテラン猟師による新人ハンターへの実猟・実技指導の実施 等 

3,718

ハンター養成
スクール運営

有害鳥獣捕獲の即戦力を確保するため、ハンター養成スクールを運営する。 5,079

新規狩猟者の
参入促進

狩猟免許の取得と狩猟者登録に係る経費の一部を支援する。 
［対象者］狩猟免許を取得し、当該免許の初回の更新までに狩猟者登録した者。

支援は初回登録１回限り。

3,400

【新規】銃猟
者技能向上の
ための支援検
討事業 

銃猟者の射撃技術向上等のための支援について検討を行う。 448

合 計 14,810

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

有害鳥獣捕獲等の即戦力となる狩猟者の確保・育成を図る。 
  60 歳未満の県内狩猟免許所持者 1,300 人（令和 12 年度末） 
【取組状況・改善点】 

・本事業の実施により、近年、新規狩猟免許取得者は若手を中心にわな猟、銃猟ともに増加傾向にあり、
高齢化が進んでいた狩猟者の若返りが進みつつある。

・県外射撃場での射撃練習支援のため補助金の上限を撤廃するとともに、銃猟者の射撃技術向上等のため
の支援のあり方について検討を行う。 
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７款 商工費 

  ３項 観光費            山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館（電話：0857-72-8988） 

    １目 観光費                                 （単位：千円）   

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

山陰海岸ユネスコ世界

ジオパーク創生事業費
48,216 44,853 3,363 2,000  46,216

トータルコスト 81,815 千円（前年度 78,577 千円）［正職員：3.9 人、会計年度任用職員：1人］ 

主な業務内容 中核拠点施設としての整備、ツーリズムの推進、国内外に向けた魅力発信等 

工程表の政策内容 山陰海岸ユネスコ世界ジオパークの魅力づくりと戦略的な観光情報の発信

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

「山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク」でのロングトレイルやシーカヤック等アクティビティ活動等
の推進、国際化に向けた取組、その他様々なジオパーク活動への支援など山陰海岸ジオパークの魅力
向上を図り、国内外からの誘客促進を図るとともに、地域住民の機運醸成を図る取組を推進する。

２ 主な事業内容                              （単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 

中核拠点

施設とし

ての整備

・情報発信デジタルサイネージの運用 

  山陰海岸ジオパークの中核拠点施設としてエリア全体の情報発信を行うデジタルサ

イネージの運用を行う。 

424 

ツーリズ

ムの推進

・【新規】ガイド人材発掘事業（66） 

  ガイドの高齢化等を踏まえ新たな人材を発掘するため地域資源を学ぶ講座等を開催する。
・【新規】山陰海岸ジオパークトレイルコースの新たなコース（山間ルート）検討事業

（417） 

・密にならない山陰海岸ジオパークトレイルツアーモデルプラン造成事業（4,000） 

絶景ジオスポット、グルメ、アクティビティなどを関連付けたモデルプランをアウ

トドア情報誌等を通じてＰＲすることでツーリズムの推進を図る。 

4,483 

国内外に

向けた魅

力発信 

・【新規】自然と演劇との共生事業（1,500） 

    アクティビティと演劇などの文化芸術を連携させるためのフォーラム等を開催する。

・ユネスコ世界ジオパーク道府県連合での情報発信（2,000） 

・雑誌・テレビ等メディアを活用等した情報発信（3,000） 

6,500 

民間活力

の振興 

・山陰海岸ジオパーク魅力活用補助金（17,576） 

産業振興、ツーリズム振興、普及・啓発の推進などジオパークに関連した取組を支

援する。 

・山陰海岸ジオウォーク補助金（1,500） 

民間主体で開催されるウォーキング大会を支援する。 

19,076 

研究・教

育活動の

推進 

・サイエンスカフェの開催（1,042） 

・山陰海岸ジオパーク調査・研究委託（3,098） 

鳥取大学等の学術関係者と自然館学芸員が共同で調査・研究を行う。 

4,140 

国際化 

対応 

・テレビ電話通訳サービスの運用 

テレビ電話通訳サービス（12か国語対応）を利用できるタブレットをジオパーク拠点施

設等へ配備する。 

223 

その他 ・自然遊歩道の眺望景観回復（1,000）・山陰海岸ジオパーク推進協議会負担金（6,603）

・鳥取県政ジオバイザリースタッフ経費（50）  ・標準事務費（5,717） 

13,370 

合 計 48,216 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
山陰海岸ジオパークの魅力発信を通じて、その認知度向上及び国内外からの誘客促進を図る。 

  ジオパークエリアにおけるアクティビティ(自然体験活動)年間参加者数 7,000 人(令和６年度末)
【取組状況・改善点】 
・ロングトレイルやシーカヤックなど山陰海岸ジオパークでのアクティビティ（自然体験活動）が
人気であり、それらを利用したツーリズムにより山陰海岸ジオパークへの誘客を図っている。 

・令和３年度は、トレイルモデルプランをアウトドア情報誌等で紹介し、また、山陰海岸ジオパークの魅
力を伝える番組を制作しテレビで放映するなど情報発信を行った。 
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                   くらしの安心推進課（内線：７２４７）

３目 環境衛生連絡調整費            （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

新型コロナウイルス

感染症対策事業（宿泊

療養運営等事業） 

3,488,261 895,625 2,592,636 3,488,261    

トータルコスト 3,489,050 千円（前年度 896,417 千円）［正職員：0.1 人］ 

主な業務内容 軽症者等宿泊療養施設の運営、感染者のペットの一時預かり 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明       【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

新型コロナウイルス感染症患者（以下「患者」とする。）のうち、無症状者・軽症者が宿泊療養施
設で安静に療養ができるよう居室を確保し、必要な備品等を整備する。 

  また、患者が入院又は宿泊療養する際、ペットの預け先を確保できない場合、動物病院等で一時預
かりする。 

２ 主な事業内容                               （単位：千円）
区 分 内 容 予算額 

軽症者等宿
泊療養運営
事業 

〇無症状者・軽症者が療養する居室を確保し、施設を運営する。 

［借用施設、確保数］ 
宿泊療養施設【県内８施設、計 952 室】 
東部３施設(372 室)、中部２施設(147 室)、西部３施設(433 室) 

［借用期間］  
令和４年４月１日～令和５年３月 31日 
［経費］ 
宿泊施設借用費、備品リース料、廃棄物処理費 等 

○宿泊療養施設の運営に係る生活支援業務を外部委託する。 
［委託内容］ 
食事等の注文・受取・配布、生活物資の購入・在庫管理・配布、廃棄物
処理 等 

3,483,761 

ペット一時
預かり体制
整備事業 

〇患者が入院又は宿泊療養する際、預け先を確保できないペットを県が指定
する動物病院で一時預かりする。 

［対象動物］  患者が飼養する犬又は猫 
［預かり場所］動物病院【県内３施設、東・中・西部各地域１施設】 
［預かり期間］２週間（飼い主の療養状況に応じて期間を短縮又は延長） 
［必要経費］   ペットホテル利用料 

※通常料金に防護具やコロナ対応手当等の必要経費を加算 
※犬猫の治療が必要な場合の治療費は患者負担 

4,500 

合 計 3,488,261 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

無症状者・軽症者が宿泊施設で安静に療養ができる居室とペットの一時預かり体制を確保する。
【取組状況・改善点】 
・宿泊療養に備え、民間宿泊施設において令和２年度から東部・西部で、令和３年度から中部でも
宿泊療養施設の運営を行っている。

＜宿泊療養施設の開設＞ 

東部：令和２年８月：１施設、令和３年８月：１施設 

中部：令和３年５月：１施設 

西部：令和３年１月：１施設、令和３年８月：１施設、令和４年２月：１施設（予定） 
  ・第６波の感染拡大に合わせ、宿泊療養施設を確保する。 

（令和３年 12月末：５施設 557 室、第６波到来時の令和４年１月 17日時点 94名が療養） 
・ペットの一時預かりについては、３施設で受け入れ体制を確保している。 
（令和３年 12月末実績：延べ 112 日(犬４頭、猫８頭)） 
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                    くらしの安心推進課（内線：７２１１）

３目 環境衛生連絡調整費                            （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

徹底した感染拡大予防対

策による安心創出事業 
54,500 100,000 △45,500 54,500    

トータルコスト 68,074 千円（前年度 121,506 千円）［正職員：1人、会計年度任用職員：2人］

主な業務内容 補助金事業、認証店の拡大・情報発信 

工程表の政策内容 
適切な感染対策を取り運用している施設を認定する「認証店」制度の運用と普及
啓発・利用促進 

事業内容の説明       【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

 事業者が新型コロナウイルス感染予防対策例（ガイドライン）に沿った取組を継続的に実施する

ための経費を支援する。 

また、県民や観光客等が安心して利用できる新型コロナ安心対策認証店（以下「認証店」とする。）

（※）の認証取得に向けた支援及び普及促進を行う。 
※新型コロナ安心対策認証店：新型コロナウイルス感染拡大予防対策例（ガイドライン）に基づき作成した新型

コロナ感染防止対策チェックリストに沿って、全ての感染防止対策に取り組む店舗を県が審査し認証する。

２ 主な事業内容 （単位：千円）

区 分 内 容 予算額

感染予防対策

推進補助金 

感染予防対策を維持するために必要な設備等の導入経費を補助する。 

［対象店舗・事業者］ 

 感染予防対策に取り組む事業者 

［補助対象経費］ 

 非接触式体温計、CO2 モニター等の備品購入費、パーテーションや換

気扇等の設置工事費等 ※消耗品は対象外 

［補助額］ １施設上限 20 万円 

［補助率］ 1/2 

50,000

専門家の助言

体制の整備 

認証店の認証にあたり、専門家の助言により対策の有効性を確保する。 1,000

認証店の情報

発信 

認証店の店舗情報や感染防止対策の取組事例などを専用サイト等によ

り情報発信する。 

3,000

その他 認証店ステッカーを作成する。 500

合 計 54,500

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

店舗の感染予防対策を進め、県民や観光客等の利用を図ることで、事業者の事業活動の継続と

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の両立を図る。   

【取組状況・改善点】 

・本県の認証店制度は飲食店に限定せず、全ての業種を対象にしている。   

・21 業種の認証申請に係る手順書をチェックリスト化し、申請手続きを簡素化することで、認証

店が増加した。（令和４年１月 25日現在：2,962 店舗） 

・認証取得に取り組んでいただくことで、事業者の感染防止対策に対する意識が向上し、各施設

の感染防止対策が進展した。 

・事業者の感染予防対策を支援するため、感染予防対策推進補助金を交付した。 

（令和３年度 申請件数：515 件 交付申請額：50,129 千円 令和４年１月 25日現在） 
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４款 衛生費

２項 環境衛生費                    くらしの安心推進課（内線：７２８４）

３目 環境衛生連絡調整費                          （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）飲食店巡回体

制等継続強化事業 
25,133 0 25,133 25,133    

トータルコスト 29,076 千円（前年度 0千円）［正職員：0.5 人］ 

主な業務内容 認証店への定期的な巡回指導 

工程表の政策内容 
適切な感染対策を取り運用している施設を認定する「認証店」制度の運用と普及啓
発・利用促進 

事業内容の説明       【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

新型コロナ安心対策認証店（以下「認証店」とする。）（※）となった飲食店を定期的に巡回し、

感染防止対策の確認や必要に応じて助言・指導等を行い、感染防止対策の徹底を図る。 
※新型コロナ安心対策認証店：新型コロナウイルス感染拡大予防対策例（ガイドライン）に基づき作成した新型コ

ロナ感染防止対策チェックリストに沿って、全ての感染防止対策に取り組む店舗を県が審査し認証する。 

２ 主な事業内容 
（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

飲食店巡回体制等

強化事業 

認証店への定期的な現地確認・指導体制等を構築し、認証後の感

染防止対策維持を徹底するよう、巡回指導等をする。

（飲食店の認証店舗数：令和４年２月７日現在 2,254 店舗） 

25,133

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】

新型コロナ安心対策認証を取得した飲食店における感染防止対策の維持・強化を推進すること

により、県民が安全・安心に飲食店を利用できる環境の維持を図る。 

【取組状況・改善点】

県民が安心・安全に飲食店を利用できるよう、認証店の定期的な巡回点検を随時行うよう民間

事業者に外部委託して実施し、店舗が感染防止対策を継続するよう指導体制等を強化した。 
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３款 民生費

１項 社会福祉費                    くらしの安心推進課（内線：７１８３）

１目 社会福祉総務費                            （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

犯罪のないまちづくり普及

啓発事業
1,731 1,731 0 1,731 

トータルコスト 11,194 千円（前年度 11,236 千円）[正職員：1.2 人]  

主な業務内容 県民の総合的防犯意識啓発、防犯リーダー養成、優良防犯施設の認定 

工程表の政策内容 県民が安心して暮らせる犯罪のないまちづくりの推進

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

通学路の見守り活動など地域の自主防犯活動の活性化、鍵かけ推進・万引き防止等の街頭キャンペ

ーン、防犯リーダー研修、防犯施設認定及び青色防犯パトロール等の活動を推進することにより、県

民の防犯意識を高め、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図る。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

県民の総合的防犯

意識啓発 

○鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画の周知 

○街頭キャンペーンの実施 

啓発物品を制作するとともに、鍵かけ推進・万引き防止のチラシを

配布し、街頭啓発を行う。 

○ながら見守り、通学路等の見守り活動の啓発 

396

地域安全フォーラ

ム開催補助金 

主催の公益社団法人鳥取県防犯連合会に対し、講師謝金・旅費、会

場借上料等を助成する。 

541

防犯リーダー研修

会の開催 

地域の防犯活動や見守り活動の活性化を図るとともに、核となって

活動するリーダーや防犯見守り活動者を養成する研修会を開催する。 

295

優良防犯施設認定

制度の促進 

学校、共同住宅、駐車場、深夜小売業店舗等を対象とした優良防犯

施設を認定する。 

88

鳥取県犯罪のない

まちづくり協議会

の開催 

鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画の策定、推進計画に基づく犯

罪のないまちづくりに関する施策の実施状況や重要事項を調査審議す

るための協議会を開催する。 

261

青色防犯パトロー

ル活動促進事業 

青色防犯パトロールの実施時においてパトロール車両に必要な装備

品として義務づけられている「青色回転灯」と「広報用マグネットシ

ート」を民間の活動団体に支給する。 

150

合  計 1,731

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

地域で活躍する防犯ボランティア等を養成するとともに、地域防犯力向上に繋がる啓発活動を

行うことで、安全・安心な地域を実現する。 

防犯リーダー研修会年間参加者目標数 100 人（令和４年度末） 

【取組状況・改善点】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度防犯リーダー研修会は中止したが、防犯ボ

ランティア団体に「防犯ボランティア活動マニュアル（全国防犯協会連合会出版）」を送付し、

活動の参考としていただいた。 

・SNS、あんしんトリピーメール等を活用し、県民に対して鍵かけ、盗難防止を呼びかけた。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費

１項 社会福祉費                     消費生活センター（電話：0859-34-2705）

７目 消費者支援対策費                             （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

身近な消費生活相談窓口

機能強化事業 

債務負担行為 

127,735 

37,259 33,959 

債務負担行為 

127,735 

3,300 1,615 

債務負担行為 

127,735 

35,644 

トータルコスト 41,202 千円（前年度 37,920 千円）［正職員：0.5人］ 

主な業務内容 企画・関係機関調整、広報・啓発講座実施、補助金・交付金事務 

工程表の政策内容 
消費生活相談体制の充実・強化、自立した消費者育成のための消費者教育の推進、
消費者被害防止のための仕組みづくりと広報・啓発活動の充実・強化 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

消費生活に関し広域的な見地を要する相談及び苦情等の対応を行う消費生活センターを設置運営

し、市町村消費生活相談窓口等と連携して、県内の消費者被害の未然防止と解決を図る。 

２ 主な事業内容 

・県消費生活センターと市町村の消費生活センター及び消費生活相談窓口（以下、市町村窓口）が

並行して対応している消費生活相談を、令和４年度から原則、住民に身近な市町村窓口が受け付

ける。 

・県は、高度な専門性または広域的な見地を要する相談対応及び閉庁日の相談対応を含む市町村窓

口の支援を主とする体制に移行する。 

・各市町村窓口とタブレット端末等によりオンラインで相談情報を共有するとともに、市町村窓口

で対応困難な相談事案をオンラインで支援し、即時対応できる体制を整える。 

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

【新規】市町村相

談支援 

市町村窓口へのタブレット端末の貸与による相談支援や、消費生活相談員

（国家資格者）確保のため、資格取得を支援する。 

1,548 

【新規】デジタル

消費者教育の推

進 

新しい生活様式の普及に伴い増加したインターネットを介した消費生活ト

ラブルの被害防止のため、携帯電話会社及び市町村窓口と連携し、スマート

フォンやインターネットの利用方法・注意点やトラブルに巻き込まれない対

処法を身につけるデジタル講座を実施する。 

1,833 

消費生活相談 

事業

○消費生活相談業務の委託（33,029） 

 県内３箇所の消費生活相談室に消費生活相談員（国家資格者）を配置し、

市町村窓口の支援を行うとともに、市町村窓口閉庁日の相談対応を行う。 
相談室 開所日 配置人数 

東部：県庁第二庁舎２階 月～金 ２名（※） 

中部：倉吉交流プラザ２階 火～土（祝日とその翌日を除く） １名 

西部：米子コンベンション 

センター４階 

毎日（祝日除く） ２名 

（※）２名のうち１名は概ね週２日勤務、令和７年度以降は１名 

［委託期間］令和４年４月１日から令和９年３月 31日（５年間） 

［債務負担行為］127,735 千円

33,878 

○多重債務・法律相談会の開催（849）

合 計 37,259 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

県民の安全安心な消費生活に資するため、消費生活相談対応を行うとともに、消費生活上の配慮

を要する高齢者等の消費者被害防止のための見守り体制を構築する。 

【取組状況・改善点】 

・県内の消費生活相談について、消費生活相談員が所属する NPO 法人への業務委託により、複雑多

様化する相談に適切に対応してきた。＜令和２年度消費生活相談実績＞県 2,889 件、市町村 2,537 件

・高齢化社会の進行に伴い、今後、配慮を要する消費者が増加することが予想されることから、住

民に身近な市町村役場で消費生活相談を受けられ、必要に応じて介護や見守りなどの福祉施策と

連携した問題解決につなげられる体制を強化し、県内の消費生活相談体制の連携と充実を図る。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

３款 民生費

１項 社会福祉費                    消費生活センター（電話：0859-34-2705）

７目 消費者支援対策費                             （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

思いやり消費（エシカル消

費）普及事業 
4,100 500 3,600 2,050   2,050 

トータルコスト 5,677 千円（前年度 2,084 千円）［正職員：0.2 人］ 

主な業務内容 企画・関係機関調整、広報の実施、補助金・交付金事務 

工程表の政策内容 
自立した消費者育成のための消費者教育の推進、消費者被害防止のための仕組み
づくりと広報・啓発活動の充実・強化 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

思いやり消費（エシカル消費）（※）の推進に向け、学校現場と連携した普及展示や、思いやり消費

を積極的に展開する事業者への支援事業を実施する。 
※思いやり消費（エシカル消費）：人や社会、環境、地域に配慮した消費やサービスを選ぶ思いやりのある消費行動 

   （思いやり消費の例：エコマーク商品、フェアトレード商品、障がい者の作った商品、障がい者雇用企業の商品の購

入や地産地消 ほか） 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

【新規】思いやり消

費宣言事業者応援モ

デル事業 

〇思いやり消費シンボルマーク、ステッカー作成 

〇思いやり消費宣言事業者応援モデル事業補助金 

 思いやり消費宣言を行った小売り事業者が実施する思いやり消費の

普及推進の取組に対し、交付する。 

［補助率］1/2 ［補助上限] 500 千円 

3,100

【新規】普及啓発 〇学校図書館等への啓発パネル等の貸出用展示物の作成 

〇思いやり消費啓発動画の製作 

1,000

合 計 4,100

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

持続可能な社会の構築に寄与する思いやり消費について、日常的に消費活動が行われる小売店や、

学校現場とも連携した啓発活動を展開し、幅広い年齢層への普及と認知度向上を目指す。 

【取組状況・改善点】 

・これまでイベントでの啓発や子どもエシカル教室の開催、エシカルソング・ダンス DVD 製作など 

を行い、県内の思いやり消費の認知度は徐々に向上してきた。 

・令和２年度には、県民が日常的に消費活動を行うスーパーマーケットにおいて、エシカル商品を 

展示販売し、思いやり消費への理解と実践を促す「エシカル消費フェア」を実施した。 

・令和３年度は中学生を対象としたエシカル消費標語コンテストを開催し、併せて学校図書館で

SDGs や思いやり消費の啓発展示を行うことで、教育現場と連携した取組を展開している。 

・今後、消費者へ思いやり消費の普及を推進するためには、継続的な啓発に加えて実践の場をわか 

りやすく提供し、思いやり消費の行動を具体化させることが重要であり、教育現場や事業者など 

地域関係者と一層連携した取組を進めていく。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

１項 土木管理費                    住まいまちづくり課（内線：７６９７）

４目 建築指導費                                （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

とっとり発ユニバ

ーサルデザイン施

設普及促進事業 

債務負担行為 

7,904 

43,439 23,008 

債務負担行為 

7,904 

20,431 10,507 

債務負担行為 

7,904 

32,932 

トータルコスト 54,479千円（前年度27,761千円）［正職員1.4人］ 

主な業務内容 
補助金関係事務、とっとりUD施設認証事務、バリアフリーマップアプリ開発、施設整
備マニュアル改定、福祉のまちづくりアドバイザー関係事務 等 

工程表の政策内容 ― 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

全ての県民が安全かつ快適に施設を利用できるよう福祉のまちづくり条例（以下「条例」という。）を

制定し建築物のバリアフリー化を推進している。民間建築物のバリアフリー整備に係る経費について市

町村と協調して支援するとともに、ユニバーサルデザイン（UD）に取り組む施設の認証制度の創設、IoT・

DXを活用したバリアフリー情報提供アプリの開発等、ハード・ソフトの両面から福祉のまちづくりの推

進に取り組む。（バリアフリー環境整備促進事業から名称変更） 

２ 主な事業内容                               

（単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

【拡充】福祉

のまちづくり

推進事業補助

金

民間の特別特定建築物及び特定建築物の新築・改修におけるバリアフリー整

備を支援する。（市町村への間接補助） 

※令和４年度から既存建築物等のバリアフリー整備が国社会資本整備交付金

の対象に追加 

補助対象 補助率 
負担割合 

国 県 市町村 所有者

【拡充】認定特定建築物 2/3 1/3 1/6 1/6 1/3 

 国制度拡充に伴い補助対象区域を拡大（鳥取市、米子市→全県） 

【拡充】特別特定建築物 2/3 1/3 1/6 1/6 1/3 

 国交付金を活用し、県・市町村の負担割合の見直し 

エレベーター・音声誘導装置設置の補助率を引上げ（1/2→2/3） 

＜主な補助対象の拡充内容＞ 

・一般トイレ内の車いす使用者用簡易便房の設置及び出入口の拡張 

・移動式スロープの整備 

【拡充】特定建築物 1/2 1/4 1/8 1/8 1/2 

 国交付金を活用し、県・市町村の負担割合の見直し 

【新設】とっとりUD施設認証を

取得する特別特定建築物 
2/3 1/3 1/6 1/6 1/3 

◎認定特定建築物 

バリアフリー法に基づき、建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を

受けた特定建築物（条例以上の誘導基準で整備） 

◎特別特定建築物 

バリアフリー法施行令第５条に掲げる建築物で、不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として高齢者、障がい者等が利用する特定建築物（バリアフリー整備が義務付

け） 

◎特定建築物 

バリアフリー法施行令第４条に掲げる建築物で、学校、病院、劇場、観覧場、集会

場、展示場等多数の者が利用する建築物（バリアフリー整備が努力義務）   

17,831

【新規】とっ

とりUD施設認

証事業 

全国トップクラスの本県条例のバリアフリー基準を満たし、更にUDに取り組

む施設を格付、認証する「とっとりUD施設認証制度」を創設し、普及を図る。

・認証マークのデザイン、認証プレートの制作 

1,500
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【新規】バリ

アフリーマッ

プアプリ開発

事業 

障がい者、高齢者、子育て世帯、観光客等が施設のバリアフリー情報をスマ

ートフォンで検索できるバリアフリーマップアプリを開発し提供する。 

・施設のバリアフリー情報、障がい者、子育て応援パスポートによる割引情

報等を提供 

・外国人観光客も利用できるよう多言語化に対応 

・利用者から施設のバリアフリー情報・不具合情報の提供を受け付け、施設

に改善を要請 

[債務負担行為]7,904千円（令和５～９年度） 

10,492

【新規】聴覚

障がい者向け

緊急情報伝達

支援ツール開

発モデル事業

聴覚障がい者がトイレ・エレベーターにおいてタブレットにより災害情報を

把握できるシステム・アプリを開発する。 

・スマートフォンの電波が届かないエレベーター内でのタブレット（Wi-Fi活

用）による情報伝達についてモデル的に検証

（2,200）

福祉保健部で

計上

【新規】福祉

のまちづくり

施設整備マニ

ュアル改定 

条例改正や障がい者団体等からの意見を踏まえ、施設整備マニュアルを全部

改定する。 

・改定に当たり利用者（子育て世帯、障がい者等）を含む検討会を設置 

・弱視者に対応した色彩計画で整備した施設事例についてマニュアルに追加

・利用者視点によるトイレ整備事例についてマニュアルに追加 

12,534

【新規】福祉

のまちづくり

アドバイザー

養成・派遣事

業 

建築物の設計・施工段階において、利用者視点でバリアフリー整備について、

助言するアドバイザーを養成し、派遣する。 

・バリアフリー整備に関するアドバイザーを養成する講習会を開催し、受講

者を登録 

・建築物を新築・改修する場合にアドバイザーを派遣（民間建築物は、県が

派遣費用を負担） 

1,082

合 計 43,439

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】
誰もが安心して利用できる建築物のバリアフリー整備を促進する。 

【取組状況・改善点】

・福祉のまちづくり条例により、他県に比べて、コンビニエンスストアなど身近な小規模建築物で車

いす使用者用の駐車場・トイレの設置、誘導ブロックの敷地内と歩道との接続等の整備が着実に進

んでいる。

・令和３年度は条例改正に向け、施設利用者・管理者及び建築関係団体等で構成する整備基準専門委

員会を開催して、バリアフリー整備を義務付ける対象規模の拡大、対象面積の引下げ、バリアフリ

ー基準の付加等の条例改正案をとりまとめた。 

・令和４年度は、条例のバリアフリー整備基準を満たし、更にUDに取り組む施設を格付けする「とっ

とりUD施設認証制度」の創設、バリアフリーマップの開発・運用等により、福祉のまちづくりの取

組をより一層強化する。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

６項 住宅費                      住まいまちづくり課（内線：７４０８）

２目 住宅建設費                              （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）カーボンニュートラル

に向けた中規模建築物木造

化推進事業 

11,338 0 11,338 11,338    

トータルコスト 14,492千円（前年度0千円）［正職員：0.4人］ 

主な業務内容 鳥取県中規模建築物の木造化に係る取組検討及びガイドブックの作成等 

工程表の政策内容 環境にやさしく安全安心で豊かな住生活の実現 

事業内容の説明        【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

温室効果ガスの吸収源対策として中規模建築物の木造化及び地域材利用を促進するため、設計技
術情報を整理するとともに、設計者・発注者に対し木造建築物の魅力やメリットをわかりやすく伝え
ることのできるガイドブックを作成する。また、外構も含めて木材利用を促進し、木を使った塀の良
さをPRすることを目的に鳥取らしい「木塀」の事例集を作成する。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）
区 分 内 容 予算額 

鳥取県中規模
建築物の木造
化に係る取組
検討・ガイド
ブックの作成 

○中規模建築物木造化推進委員会の開催（988 千円） 
関係団体、設計事務所、プレカット事業者等と一体となって、中規模木造 

建築物の普及に係る取組やガイドブックの内容を検討する委員会を開催する。

10,867 

○県産材を活用したモデル設計（4,464 千円） 
本県の実情に即した形で、木造化が期待される用途・規模の建築物に係る

設計モデルを作成し、鉄骨造と比較できる形で整理し周知することで、本県
における中規模建築物の木造化を推進する。 
【モデル設計を行う建築物のイメージ】 
 ・事務所（２階建て、500 平米程度） 
 ・店舗（コンビニエンスストア等） 
 ・診療所等の医療施設又は福祉施設 

○鳥取県中規模木造建築物設計ガイドブック作成（5,415 千円） 
県産材等を活用した設計・計画に必要な事項、木造化のメリット等をまと

めた本県独自の設計ガイドブックを作成し、説明会やホームページ掲載など
により設計者・発注者に広く周知する。 
【ガイドブックの内容】 
 ・木造化や県産材利用を促進する意義 
 ・木造化事例の紹介や技術情報 
 ・モデル設計の解説、中規模建築物を木造化するテクニック 
 ・県内の実情を踏まえた生産体制、材料データ等 

鳥取らしいウ
ッドフェンス
の普及 

木材利用の更なる促進及び木材の良さを PRすることを目的に、木塀（ウッ
ドフェンス）を題材とした事例集パンフレットを作成する。 

471 

合 計 11,338 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】

中規模建築物木造化推進委員会の開催や設計技術情報の整理、ガイドブックの作成・周知等を

通じて温室効果ガスの吸収源対策として中規模建築物の木造化及び県産材利用を促進する。

【取組状況・改善点】

令和３年10月に改正木材利用促進法が施行され、民間建築物においても木造化に取り組むこと

とされた。戸建住宅においては木造の割合が95％（令和２年度本県）であるものの、300㎡以上

の非住宅建築物にあっては、木造の割合が31％と低い状況であり、建築業界への啓発、木造化に

取り組みやすい環境整備が必要である。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

６項 住宅費                      住まいまちづくり課（内線：７３９８）

２目 住宅建設費                           （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

とっとり健康省エネ住宅

普及促進事業 

債務負担行為 

325,000 

346,736 

債務負担行為 

34,000 

37,769 

債務負担行為 

291,000 

308,967 

債務負担行為 

210,100 

212,336 

（基金繰入金）

6,500 

債務負担行為 

114,900 

127,900 

トータルコスト 356,988 千円（前年度 42,522 千円）［正職員：1.3人］ 

主な業務内容 技術研修資料作成、研修開催、広報物作成、補助金交付事務 等 

工程表の政策内容 
とっとり健康省エネ住宅の普及、自然エネルギーの導入、県産材の利用等環境
負荷の低減に配慮した健康と環境を守る住まいづくりの推進

事業内容の説明【「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」及び「鳥取県地域環境保全基金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
国の省エネ基準を上回る県独自の健康省エネ住宅性能基準を満たす高性能省エネ住宅（とっとり

健康省エネ住宅）の普及を図り、県民の健康の維持・増進、住宅の省エネ化及び CO2 排出量の削減
を目指す。 

２ 主な事業内容 
  とっとり健康省エネ住宅の普及を図るため、新築又は既存住宅の改修において基準に適合する住
宅を認定し、消費者向けの広報・普及啓発、技術者の養成のほか、認定住宅に対し助成を行う。 

（１）新築住宅                                （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 
【新規】未来
型省エネ住
宅特別促進
事業

省エネ性能を有する県産材を活用した新築木造戸建住宅に助成する。 
(県内工務店が施工し、県産材を10m3又は20m2以上使用する住宅が対象。) 

［基本支給］ 
対象 補助額 要件 制度 財源 県予算額

すべての 
世帯 

最大50万円 
T-G1:10万円
T-G2:30万円
T-G3:50万円

健康省エネ住宅
（太陽光設置） 

県制度 国10/10(※1)

(脱炭素交付金)

88,400

［加算］ 
対象 補助額 要件 制度 財源 県予算額

子育
て世
帯等
への
加算

10月
まで 

最大100万円 ZEH（※2）

認定長期優良住宅
省エネ基準適合住宅

国制度 国 ― 

(国による

直接助成)

11月
以降 

50万円 健康省エネ住宅
（太陽光設置） 

県制度 国10/10 
(脱炭素交付金)

78,000

子育て世帯
等以外への
加算 

50万円 健康省エネ住宅
（太陽光設置） 

県制度 国10/10 
(脱炭素交付金)

33,500

※1 加算で国制度を活用する場合は、脱炭素交付金との併用不可のため県費負担。 
※2 ZEH（Net Zero Energy House / ゼッチ）：省エネと太陽光発電などの創エネによ

り、年間の一次消費エネルギー量（空調・給湯・証明・換気）の収支をプラスマ
イナス「ゼロ」にする住宅。 

＜とっとり住まいる支援事業（健康省エネ住宅分）＞ 62,100千円 
・県産材を活用して新築する認定住宅に対して助成。 
  ［対象］県内工務店が新築する木造戸建住宅 
  ［補助上限］100万円 ※補助要件は、住まいる支援事業と同じ。 

［債務負担行為］262,000千円（令和５年度） 

262,000 

とっとりｸﾞﾘ
ｰﾝ住宅応援ｷ
ｬﾝﾍﾟｰﾝ事業

国のグリーン住宅ポイントを活用する認定住宅に対して助成する。 
令和３年10月末までに契約した住宅が対象。予算は継続分のみ。 

 ［補助上限］40万円（県産材20万円＋健康省エネ住宅20万円） 

6,000 

施主への説
明動画作成

健康省エネ住宅のメリット・意義を設計者が施主に説明するためのツール
として動画を作成する。

1,500 

設計・工務
店の研修等

健康省エネ住宅の設計、施工ができる技術者の養成等を行う。
 ・技術研修（集会形式と e ラーニング形式（録画を配信））の開催
 ・技術研修を修了し、考査に合格した者を技術者として登録

1,049 

居住者モニ
ター

健康省エネ住宅居住者にモニターアンケートを実施、効果を検証し、ユーザ
ーレビューとして広報啓発を行う。

550 

その他 基準に適合する住宅の認定に係る事務費 27 

合 計 271,126 
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（２）【新規】既存住宅改修及び賃貸住宅の高断熱化               （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

設計者・工務

店の研修等 

既存住宅の健康省エネ住宅改修「Re NE-ST」（リネスト）の設計、施工がで

きる技術者の養成等を行う。 

＜健康省エネ住宅改修基準 Re NE-ST＞ 

対象建物：昭和 56 年の耐震基準（新耐震基準）に適合する住宅 

 性能基準：外皮平均熱貫流率（UA 値）0.48 以下[W/m2 K]（T-G1 と同じ） 

      ※相当隙間面積は 1.0 以下を推奨。 

＜技術研修及び事業者登録制度＞ 

 ・技術テキストの作成 

 ・技術研修（集会形式とeラーニング形式（録画を配信））の開催 

 ・技術研修を修了し、考査に合格した者を技術者として登録 

3,215 

広報物作成 健康省エネ住宅改修基準や改修パターンごとのメリット等を伝える広報物

を作成し、消費者向けの広報・啓発を行う。 

・健康省エネ住宅改修基準Re NE-STのロゴ、ポスター、 

パンフレット、ホームページ、実物大カットモデル、PR動画、新聞広告等 

5,000 

居住者モニ

ター 

健康省エネ住宅改修を行った住宅の居住モニターをもとに消費者向けの広

報・啓発を行う。 

＜居住者モニターアンケート調査項目＞ 

 室温測定、光熱費比較、健康状況・生活の変化（着衣量、睡眠等） 

395 

新規改修事

業者への支

援（Re NE-ST

スターター

支援事業）

新築に比べ施工難易度が高いRe NE-STへの取組を促進することを目的とし

て、Re NE-ST改修に新たに取り組んだ工務店に対して支援する。 

 ［対象］既存住宅を、Re NE-STに改修した工務店等 

 ［補助額］１事業者あたり20万円 

4,000 

健康省エネ

住宅改修等

支援事業

Re NE-ST認定住宅など県の省エネ改修基準に適合する断熱改修を行う既存

住宅に対して助成する。（脱炭素交付金を充当） 

 対象：登録事業者が改修工事を行う既存戸建住宅 

 ［補助率］1/3 

 ［補助上限］Re NE-ST 150万円、ゾーン改修 100万円、部分改修 50万円 

［債務負担行為］60,000千円（令和５年度） 

60,000 

賃貸住宅高

断熱化モデ

ル事業

賃貸集合住宅においても健康省エネ住宅の普及を図るため、基準を満たす

賃貸集合住宅を建設する事業者に対してモデル的に助成する。 

 ［対象］県内に建設される賃貸集合住宅 

 ［補助金］10万円/戸 

［債務負担行為］3,000千円（令和５年度） 

3,000 

合 計 75,610 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

新築木造戸建て住宅に対する健康省エネ住宅の割合：50％（2025 年）、100％（2030 年） 
【取組状況、改善点】 
・令和２年７月からとっとり健康省エネ住宅の認定及び助成を開始し、令和３年 12 月末時点で
の認定申請件数は 208 件となっている。 [申請内訳]東部 92件、中部 48件、西部 68件 

・とっとり住まいる支援事業の申請件数のうち、健康省エネ住宅の助成活用割合は昨年度の 14％
から令和３年度は 23％に増加している。 

・令和３年度から住宅の省エネ計算（建築物のエネルギー性能を表す計算）の経験がない工務店

等に対し県が計算を代行又は支援を行っており、着実に取り組む事業者が増加している。 

[NE-ST 建設事業者数]R2 年度（７～３月）21 社 R3 年度（４月～12月）26 社 計 47 社 

・県の技術研修を受講し、登録した事業者は令和３年 12 月末時点で設計 163 社、施工 139 社と

なった。 

※県内で毎年 1棟以上住宅を建設している事業者（195 社）のうち、71％が県に登録しており、

24％が NE-ST の建設実績を有する。 

  ・令和３年度には、新たに健康省エネ住宅改修基準「Re NE-ST」を策定するとともに、集合住宅

にも適用を拡げた。 

197



令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

６項 住宅費                       住まいまちづくり課（内線：７３７１）

２目 住宅建設費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

とっとり住まいる支援事業 

債務負担行為

283,737 

290,311 

債務負担行為 

362,100 

361,000 

債務負担行為 

△78,363 

△70,689 

債務負担行為 

283,737 

290,311 

トータルコスト 296,620千円（前年度 372,882千円）［正職員：0.8人］ 

主な業務内容 
補助金事務、相談対応等、関係機関との連絡調整及び制度広報等、 
事業実施状況分析及び成果検証 

工程表の政策内容 
環境にやさしく安全安心で豊かな住生活の実現 
・県産材の利用等環境負荷の低減に配慮した健康と環境を守る住まいづくりの推進

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

県産材の需要拡大及び地場産業の振興に資する木造住宅の建設を促進するため、県内事業者を活用し

た県民の住まいづくりを幅広く支援する。 

２ 主な事業内容 

（１）住宅の新築に対する支援（274,274千円、最大100万円/戸） 

・県内事業者の施工により、県産材を活用した木造一戸建住宅を新築する場合に支援する。 

・木造住宅の品質の向上を図るため、より質の高い県産材への支援、県産内装材への支援を行う。 

（単位：千円）

区 分 支援内容 交付決定見込額

①県産材活用

（基本助成） 

県産材10ｍ3以上使用する場合、定額15万円の支援を行う。 89,900 

 上記の支援に加え、以下の要件を満たす場合に上乗せ支援を行う。 

②県産規格材 

活用 

構造材、下地材の県産規格材使用量１ｍ3につき１万円の支援を行う。

ただし、使用量に応じた上限額は次のとおりとする。 

使用量 １～14ｍ3 15～19ｍ3 20～24ｍ3 25ｍ3～ 

上限額 10万円 15万円 20万円 25万円 

65,600 

③県産機械等

級区分構造材 

県産規格材かつ機械等級区分による構造材を使用する場合、１ｍ3に

つき２万円の支援を行う。ただし、20万円を上限とする。 

66,000 

④県産内装材

等 

県産CLT材を１ｍ3以上使用する場合、定額５万円／戸、県産材を内

外装仕上げ材、木塀に使用する場合１m2につき２千円の支援を行う。

ただし、15万円を上限とする。 

3,650 

⑤伝統技能活

用 

活用する伝統技術が４ポイント以上の場合に20万円の支援を行う。 

・４ポイント：木材手刻み加工 

・２ポイント：下見板張り、瓦葺き 

 ・１～２ポイント：左官仕上げ、木製建具、構造材現し 

・１ポイント：畳

18,100 

⑥子育て世帯

等 

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円/戸の支援を行う。 20,600 

⑦三世代同居

等世帯 

子育て世帯等かつ新たに三世代同居等を行う世帯に該当する場合、

定額10万円/戸の支援を行う。 

8,500 

合計 最大100万円/戸 (272,350) 
〇令和４年度交付決定見込額：272,350千円、うち令和４年度中完成分 134,932千円 
〇令和３年度に交付決定済で令和４年度に支払を行うもの 139,342千円
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（２）住宅の改修等に対する支援（12,037千円、最大50万円/戸） 

・県内事業者の施工により、県産材を活用して住宅の改修等を行う場合に支援する。 

（単位：千円）

区分 支援内容 交付決定見込額

①県産材活用 

（基本助成） 

県産構造材、下地材で0.3ｍ3以上使用する場合、１ｍ3につき２万

円、県産材を内外装仕上げ材、木塀に使用する場合、１ｍ2につき２

千円の支援を行う。ただし、25万円を上限とする。 

5,187

 上記の支援に加え、以下の要件を満たす場合に上乗せ支援を行う。 

 ②伝統技能活用 大工技能、左官技能、建具技能のうち２種以上の伝統技術を活用

する場合、施工面積に応じて最大15万円/戸の支援を行う。 

3,300

 ③子育て世帯等 子育て世帯等に該当する場合、定額10万円/戸の支援を行う。 2,200

 ④三世代同居等 

世帯 

新たに三世代同居等を行う子育て世帯等又は新たに子・孫世帯と

同居する世帯に該当する場合、定額10万円/戸の支援を行う。 

700

合計 最大50万円/戸 (11,387)

〇令和４年度交付決定見込額：11,387千円、うち令和４年度中完成分 8,365千円 

〇令和３年度に交付決定済で令和４年度に支払を行うもの 3,672千円 

（３）工務店等に対する支援（4,000千円［補助率］1/2［補助上限］20万円） 

建設、設計、木材供給事業者等が２社以上連携して住宅見学会、住宅施策に係る動画作成・ホー

ムページ掲載等を行う際に、県産材を活用した住宅の良さなど県の住宅施策の普及に関する広報を

併せて行う場合に、広報内容に応じて経費の一部を支援する。 

【拡充】補助対象事業に、テレビ・ラジオＣＭ及び住宅施策普及のための事業者研修会を追加 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

・県産材の利用拡大を図るため、県内の木造住宅着工戸数に対する県産材を活用した木造住宅の割合

を50％まで引き上げる。

・県内木造住宅の品質向上を図る。 

【取組状況・改善点】

・工務店等への周知、新聞等各種媒体への掲載、住宅見学会等での情報提供により県内新築木造戸建

住宅の約４割で活用され、県産材の需要拡大につながっている。 

＜新築交付決定数（県産材10ｍ3以上利用する件数）＞ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 

件数 738件 733件 850件 719件 714件 

割合 51％ 45％ 48％ 42％ 44％ 

・申請者及び地方機関の事務負担軽減を図るため令和３年度から電子申請サービスによる申請受付 

を開始するとともに、業界の要望を受け、添付書類の一部を廃止し、着工の早期化を図っている。

・木造住宅の品質向上を図るため、令和２年度に強度性能、乾燥が担保された県産機械等級区分構

造材への助成を新設した結果、新築申請の半分以上で活用され、県産材及び木造住宅の品質向上

に寄与した。 

＜機械等級区分構造材の活用状況＞ 

   R2：件数355件 活用割合50％  R3：件数268件 活用割合56％(11月末時点) 

・工務店等への支援については、新型コロナウイルス感染症の拡大やウッドショックの状況を踏ま

え、令和３年９月からオンラインでの住宅見学会や住宅施策に関する動画作成・ホームページ掲

載に要する経費を新たに補助の対象に追加した。 

・健康省エネ住宅（NE-ST）に係る上乗せ補助は、とっとり健康省エネ住宅普及促進事業に移行した

上で、補助上限額を拡充し、とっとり住まいる支援事業との併用を可とした。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

６項 住宅費                     住まいまちづくり課（内線：７４０８）

２目 住宅建設費                             （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

IoTによる高齢者見守り・緊

急通報モデル事業 
4,378 6,826 △2,448 1,851   2,527 

トータルコスト 5,167千円（前年度7,618千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 高齢者見守り・緊急通報システムの試験運用、見守り体制整備 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

県営住宅における単身高齢者世帯の増加に伴い、住戸内での急な体調の変化等への対応が課題と

なっていることから、令和３年度に開発したIoT※1技術を活用した高齢者の見守り・緊急通報システ

ム（以下「見守りシステム」という。）を活用し、東部地域の大規模団地において試験運用に取り組

むこととし、見守りシステムの改良や見守り事業者等の体制について検証を行う。 

※1 IoT：様々な物をインターネットにつなげる技術 

２ 主な事業内容 

（単位：千円）
区 分 内 容 予算額 

見守りシステムの開
発及び端末設置 

通信方式の変更に係るシステム改良及び人感センサー、専
用端末等の設置を行う。（20戸分×２団地） 

4,114

端末通信使用料 サービス利用料・通信費（20戸分×２団地） 
※運用開始後１年間のみ県負担（１年経過後は入居者負担） 

264

合計 4,378

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】

県営住宅において緊急時に自動で通報する見守りシステムを開発し、単身高齢者が安心して暮

らし続けられる地域づくりを進める。 

【取組状況・改善点】

・県営住宅永江団地において希望のあった単身高齢者世帯（15件）に見守りシステムを設置し、

あわせて入居者はウェアラブル端末※2を装着して生活し、異変を感知した場合には、見守り事

業者（社会福祉法人に委託）が電話やかけつけにより、安否確認を行っている。 

・緊急通報を受け、病院へ緊急搬送するような事例は発生していないが、利用者アンケートにお

いては「安心して暮らすことができている」、「ウェアラブル端末で健康状態も観察できるこ

とから、健康づくりにも役立っている」といった感想があり、好評を得ている。 

・今後、他の県営住宅に同様の取組を普及していくに当たって、東部地域の大規模団地（末恒団

地、緑町第一団地等を想定）において担い手となる事業者の体制構築と試験運用に取り組みな

がら、引き続きサービスの検証を行う。 
※2 ウェアラブル端末：装着又は着用することができる情報端末 

200



令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

６項 住宅費                        住まいまちづくり課（内線：７４０８）

２目 住宅建設費                                 （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

住宅セーフティネット

支援事業 

14,081 12,234 1,847 3,681 

（受託収入）

250 
（雑入）

2,945 

3,195 7,205 

トータルコスト 18,024 千円（前年度 14,610 千円）［正職員：0.5 人］ 

主な業務内容 補助金事務、家賃債務保証事業、実施主体との調整、審査業務 

工程表の政策内容 
環境にやさしく安全安心で豊かな住生活の実現、低額所得者、高齢者、障がい者、子
育て世帯、外国人等の住宅の確保に特に配慮を要する方の居住安定化を支援 

１ 事業の目的・概要 

 民間賃貸住宅を活用した重層的な住宅セーフティネットを構築することにより、高齢者、障がい者、

子育て世帯等の住宅確保に配慮を要する方の住宅確保の円滑化を図るため、住宅セーフティネット法

に基づくセーフティネット住宅（SN住宅）への改修・家賃低廉化支援や、行政、不動産・福祉関係団

体等で構成する鳥取県居住支援協議会の活動支援等を行う。

２ 主な事業内容 （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

セーフティネット住宅

改修費助成 

〇SN住宅の事業者（賃貸人）が行うバリアフリー改修、耐震改修、
間取り変更改修等の費用を支援する。 
［補助対象経費］バリアフリー改修、耐震改修等の費用 
［負担割合］国1/3、県1/6、市町村1/6 
［補助上限］500千円/戸等 

500

セーフティネット住宅

家賃等の低廉化助成 

〇SN 住宅の家賃低廉化に要した費用を支援する。 

［補助期間］10 年間（最長 20 年） 

［補助対象経費］家賃等の低廉化に要した費用 

［負担割合］国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 

［補助上限］家賃：10 千円/月、家賃債務保証：15千円/年 

合計：120千円/年

3,750

鳥取県居住支援協議会

活動支援事業 

〇鳥取県居住支援協議会の活動経費の一部を支援する。

［補助対象経費］ 

協議会事務局に係る人件費、旅費、事務所費、会議費等 

［負担割合］国 45％、県 27.5％、４市 27.5％ 

※県予算額は県・４市の合計額（４市は県を経由して負担）

8,182

【拡充】鳥取県家賃債務

保証事業 

〇保証人確保ができない方に対し本県独自の保証事業を実施する鳥

取県居住支援協議会を支援する。 

［補助対象経費］ 

・家賃債務保証事務に要する事務費、補償金積立金 

・【新規】民間会社と連携したメニューの実施に要する経費 

［負担割合］県 1/2、４市 1/2 

※県予算額は県・４市の合計額（４市は県を経由して負担） 

＜参考：家賃債務保証事業の概要＞ 

・直接実施型事業 

保証料：1.5 万円/２年、保証限度額： 家賃５ヶ月分が上限 

・【新規】民間連携型事業 

保証料：初回保証料最低２万円に対し、定額１万円補助 

保証限度額：家賃 24カ月分が上限 

1,399

住宅金融支援機構審査

受託等事務費 

住宅金融支援機構の融資を利用する予定の住宅について、融資基

準にかかわる審査を機構から受託する。（鳥取市・米子市・倉吉市

は直接受託、境港市は県が受託し、市へ再委託、他は県受託）

250

合 計 14,081
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３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

・SN住宅に対する家賃低廉化支援の目標件数：100 戸（令和３～７年度の５年間） 

・鳥取県居住支援協議会の活動を通じて、住宅確保要配慮者の入居支援体制の充実を図る。 

【取組状況・改善点】 

・市町村に対し、SN 住宅に対する家賃低廉化補助制度の創設を働きかけ、令和３年度に新たに米子

市が制度を創設した。（令和３年度現在：３市１町（鳥取市、倉吉市、米子市及び南部町）） 

・SN 住宅の登録については、あんしん相談員による不動産事業者への働きかけ等に加えて、令和元

年度にヴィレッジハウス、令和２年度に大東建託に登録を働きかけた結果、令和４年１月時点で

5,724 戸と、大幅に増えた。（令和２年度末登録戸数：1,634 戸） 

・入居者が孤独死された際の残置物処分対策について鳥取県居住支援協議会において検討し、鳥取

県家賃債務保証事業において保証の手厚い民間の債務保証制度と連携した新たなメニューの創設

に取り組むこととした。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

６項 住宅費                       住まいまちづくり課（内線：７４１１）

１目 住宅管理費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

県営住宅維持管理費 

債務負担行為

10,479 

355,951 

債務負担行為

75,332 

402,696

債務負担行為

△64,853 

△46,745

債務負担行為

10,479 
（使用料）

353,686 

（雑入）

2,265 

355,951 

トータルコスト 459,451 千円（前年度 506,483 千円）［正職員：10.6 人、会計年度任用職員：7 人］

主な業務内容 入居者募集・決定・相談対応等、家賃滞納等法的措置、修繕・財産管理、補助金業務等

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

県営住宅 94団地 3,820 戸（令和４年４月１日見込）を適正に維持管理するため、施設修繕、家賃

徴収等を行う。 

区分 団地数 戸数 備考 

 鳥取県住宅供給公社管理代行 62 3,307  

市町管理代行 32  513 11 市町が管理 

計 94 3,820  

２ 主な事業内容 （単位：千円）

区 分 内 容 予算額 

市町への管理委託 〇公営住宅法による管理代行制度により、入居決定、同居・入居
承継承認等県営住宅の管理に係る事務及び家賃徴収事務を市町
へ委託する。 

22,639

家賃・駐車場使用料
の徴収事務 

〇家賃計算及び収納管理を行うために、電算処理委託及び県営住
宅管理システムの改修を行う。（令和４～７年度債務負担行為設
定済） 

〇過年度分未収家賃等の回収強化のため債権回収専門員を配置
し、未納家賃及び損害賠償金の回収を促進する。 

〇家賃納付指導員による納付指導を徹底し、長期滞納を抑止する。
〇長期・高額滞納者への法的措置（住宅明渡し等請求訴訟）を実
施する。 

11,524

県営住宅施設の維
持修繕等 

〇県営住宅施設を適切に維持していくために必要な設備点検、修
繕工事等を行う。（令和４～５年度債務負担行為設定済） 

209,520

県営住宅の維持管
理に必要な負担金
等 

〇国有資産等所在市町村交付金、下水道等負担金 
〇火災共済保険料 
〇県営住宅整備事業に伴う移転料 

81,975

住宅管理人に係る
経費 

〇県営住宅等の管理に関する事務の補佐をしていただくため、入
居者の中から住宅管理人を選任する。 

12,273

水道料金使用料等
徴収事務 

〇水道局による直接検針、徴収が行われていない県営住宅におい
て、水道料金等徴収業務の外部委託を行う。 

〇量水器のリース委託料 
［債務負担行為］10,479 千円（令和５～11年度） 

14,237

空き住戸を活用し
たコミュニティ活
性化事業 

〇県営住宅目的外使用指針に基づき、入居者の見守り、生活支援
や団地コミュニティの活性化等の活動を行う法人に対し、空き 
住戸を有償で提供し、単身高齢者世帯等の見守り等を委託する。

3,600

【新規】県営住宅の
管理のあり方検討
委員会 

〇県営住宅の業務について、福祉的支援や管理人制度も含めて今
後の県営住宅の管理体制のあり方を検討する。 

183

合 計 355,951
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３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

早期に家賃等の納付指導を行うことにより、収納率向上を図るとともに、明渡し訴訟による

損害賠償金の発生を抑制し、入居者の居住の安定を確保する。 

【取組状況・改善点】 

・県営住宅の適正な維持管理のため、納付指導員による滞納家賃等の納付指導、消防設備の点

検等の委託及び入居者情報の管理・家賃計算等を行う県営住宅管理システムの運用等を行っ

ている。 

・平成 30年度から債権回収専門員を配置し、債権回収体制を強化したことにより、明渡し訴訟

に至る家賃滞納案件がなくなり、慢性的な滞納者が順調に支払うようになっている。 

・令和２年 10月に「鳥取県営住宅における入居者支援等に係る目的外使用指針」を定め、入居

者の生活支援及び地域コミュニティの活性化に取り組んでいる。 

・県営住宅永江団地（米子市）における高齢者生活支援及び永江団地を含む周辺地区のコミュ

ニティ活性化を目的に、令和２年６月に社会福祉法人こうほうえんと連携協定を締結し、申

込みのあった高齢者の見守り、生活相談及び緊急通報の受信対応を行っている。 

・県営住宅上粟島団地（米子市）を含む周辺地区のコミュニティ活性化を目的に、令和２年 11

月に国立米子工業高等専門学校と協定を締結し、学生ルームシェアの取組を開始した。（令

和４年１月末現在２組４名が入居） 

204



令和４年度一般会計当初予算説明資料

８款 土木費

５項 都市計画費                   住まいまちづくり課（内線：７４０８）

１目 都市計画総務費                            （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）盛土等に係る斜

面の安全確保推進事業 

債務負担行為

1,750 

6,408 0 

債務負担行為

1,750 

6,408 

債務負担行為 

1,750 
（手数料）

1,045 5,363 

トータルコスト 13,984千円（前年度0千円）［正職員：0.6人、会計年度任用職員：1人］ 

主な業務内容 条例・システムの運用、指導監督等 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の施行に伴い、盛土等の設置情報を継続的に管

理するシステムの開発を行うとともに、巡視活動の実施により危険個所等を把握し、本県における斜

面の安全確保、災害の発生防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図る。

２ 主な事業内容 

（単位：千円）
区 分 内 容 予算額 

盛土条例運用
管理システム
の開発及び運
用 

盛土・工作物の許可等事業の情報を位置情報・GIS※に紐づけて一
元的・継続的に管理する運用管理システムを開発し、必要な情報を
県民や事業者に公開するとともに、関係機関で情報を共有し、巡視
活動の効率化を図る。 
〇許可申請は「とっとり電子申請サービス」を利用し、運用管理シ
ステム（公開）は「とっとり web マップ」と連携したシステムを
開発する。 

［債務負担行為］1,750 千円（令和５～９年度） 

5,844

専任の巡視員
によるパトロ
ール活動 

専任の巡視員を配置し、定期報告に対する現地確認のほか、巡視
活動を行い、危険な盛土等による災害を未然に防止する。また、条
例違反の場合における事業者への指導等を行う。 

564
（人件費別途）

合 計 6,408
※GIS（Geographic Information System）：地理的な情報を持ったデータを可視化し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例を適確に運用するとともに、巡視活動の実施

により危険個所等を把握し、本県における斜面の安全の確保、災害の発生防止並びに良好な自然

環境及び生活環境の保全を図る。 

【取組状況・改善点】

令和３年７月に静岡県熱海市で大規模な土砂災害が発生し、多くの人命や財産が奪われるなど 

甚大な被害をもたらした。当該災害は、不適切な盛土が原因と考えられていることから、盛土及 

び斜面地に設置する工作物を規制する新たな条例を制定し、令和４年５月に施行する予定である。

（参考）条例による許可を要することとなる行為 

・盛土等の施工 

「面積2,000㎡以上かつ高さ１ｍ以上」又は「面積に関わらず高さ５ｍ以上」の盛土等 

・工作物の設置 

斜面地に設置する面積300㎡以上、又は高さ15ｍ以上の工作物 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                       水環境保全課（内線：７４０１）

４目 環境保全費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

合併処理浄化槽設置推進

事業 
34,731 31,897 2,834 38  

（手数料）

184 34,509 

トータルコスト 36,308 千円（前年度 33,481 千円）［正職員：0.2人］ 

主な業務内容 指導・監督、連絡調整、交付金事務、周知説明、補助金事務 

工程表の政策内容 生活排水処理の普及

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

単独処理浄化槽又はくみ取り便槽（以下「単独処理浄化槽等」という。）から合併処理浄化槽へ
の転換に係る浄化槽の設置費用の一部を市町村に補助することにより、生活排水処理施設の設置を
推進する。また、浄化槽管理者への維持管理指導や普及啓発等を行う。 

２ 主な事業内容 

（１）個人設置型浄化槽への補助（34,310 千円） 
浄化槽の設置者に対して浄化槽の設置、購入費用等の一部を補助する市町村に、費用の一部

を補助する。（補助対象団体は、浄化槽法事務の権限移譲を受けた市町村に限る。） 
 ［補助対象経費］国が定める設置基準額の 40％（基準額） 
 ［国庫補助率］13.3％（補助対象経費の 1/3） 

  ［県費補助率］13.3％ ＋ 嵩上 10％（上限） 
※嵩上は市町村が嵩上する場合の 1/2。下記拡充部分については嵩上を行わない。 

【拡充】
単独処理浄化槽等の撤去費及び合併処理浄化槽の設置に係る宅内配管工事費を補助対象経費

に加える。 
［県補助額］国が定める基準額の 1/3 
［補助上限］撤去費：30千円 宅内配管工事費：100 千円  

（２）市町村設置型浄化槽への補助（44 千円） 
市町村が自ら合併処理浄化槽を設置する場合に、費用の一部を補助する。 

 ［県補助額］前年度事業費の５％ 
  ［補助上限］事業年度に起債償還のための基金に積み立てた額 

（３）浄化槽管理者への維持管理指導・普及啓発等（377 千円） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

   第三次鳥取県生活排水処理施設整備構想に係る「汚水処理人口普及率」97.6%（令和８年度） 

【取組状況・改善点】 

・各市町村において、公共下水道、集落排水施設、浄化槽を整備地域の人口密度等を勘案して整

備しており、令和２年度末の汚水処理人口普及率は 95.0%となっている。 

・各市町村において、浄化槽整備に係る補助制度の嵩上げや公共下水道料金と浄化槽での経費
負担に不公平が生じないための支援策を講じるとともに、本補助金の活用と併せて整備を進
めている。 

・合併処理浄化槽への転換を促すため、補助対象経費の拡充を行い、浄化槽管理者の負担を軽
減することにより転換の促進を図る。 

＜合併処理浄化槽設置補助実績＞                      （単位：基） 

種類 H30 R1 R2 R3（見込） R4（見込） 

個人設置型 ６市町 39 ７市町 102 ７市町 97 10 市町 122 11 市町 131 

市町村設置型   １町 ２ ―   １町 １   １町  ３    １町  １ 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                      水環境保全課（内線：７４１３）

３目 環境衛生連絡調整費                         （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

上・下水道広域化・共同化

計画調整事業 
25,838 28,613 △2,775 12,919   12,919 

トータルコスト 35,301 千円（前年度 38,118 千円）［正職員：1.2人］ 

主な業務内容 
広域化・共同化計画策定業務及び市町村詳細検討着手支援業務の委託、広域化
検討会の開催

工程表の政策内容 生活排水処理の普及 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要 

人口減少に伴う料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大、技術職員の大幅減
少に伴う人材確保といった上下水道事業が抱える課題に対処し、経営基盤の強化を図る手段の一つ
として、平成 30 年度から県及び市町村等で上下水道の広域化・共同化検討会を設置し、継続して
検討を行っている。 
令和４年度においては、広域連携効果シミュレーションの調整を行うとともに、その結果を踏ま

えた「水道広域化推進プラン（水道）」、「広域化・共同化計画（下水道）」を策定する。 
併せて、令和５年度以降に市町村が行う詳細検討の一部を先行して実施する。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円） 

区分 業務名 内 容 予算額 

水道 【拡充】水道広域
化推進プラン策定
及び広域化検討支
援モデル事業に係
る業務 

経営・事業統合、経営の一体化、施設統廃合などの広
域化メニューに係る効果測定を踏まえ、「水道広域化推
進プラン」を策定する。 
また、令和５年度以降に市町村が行う詳細検討が円滑

に進むよう、協議体制の設置、検討に係る役割分担、費
用負担、法手続きの検討など、詳細検討の一部を先行し
て行うモデル事業を実施する。 

13,264

下水道 【拡充】広域化・
共同化計画策定及
び広域化検討支援
モデル事業に係る
業務 

施設統廃合（汚水処理）、し尿・浄化槽汚泥等との連
携などの広域化メニューに係る効果測定を踏まえ、「広
域化・共同化計画」を策定する。 
水道と同様に、令和５年度以降に市町村が行う詳細検

討の一部を先行して行うモデル事業を実施する。 

12,574

合 計 25,838

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 

・令和４年度末までに広域化・共同化計画等を策定する。 
・令和５年度以降の市町村の詳細検討が円滑に進む道筋を調整する。 

【取組状況・改善点】 

・平成 30年度から、県内の市町村等が参加する「上・下水道広域化・共同化検討会」を県内３流

域別に設置し、上下水道の施設・設備等の情報共有や若手職員によるワーキンググループの提

案等も含めて、施設統廃合等の広域化及び事務の共同化について意見交換を継続している。 

・令和２年度からは、自然体での将来推計や広域化の効果を測定するシミュレーション等の業務

を外部委託して実施している。 

・令和４年度は、これまでの検討を踏まえて広域化計画等として取りまとめるとともに、令和５

年度以降に市町村が詳細検討へ円滑に移行できるよう、モデル的に先行検討に着手する。 
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令和４年度一般会計当初予算説明資料

４款 衛生費

２項 環境衛生費                        水環境保全課（内線：７８７０）

４目 環境保全費                              （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財  源  内  訳

備考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

“ラムサール条約登録湿

地”中海の水質浄化対策

とワイズユース推進事業
8,571 8,743 △172 

（基金繰入金）

1,250 7,321 

トータルコスト 24,343 千円（前年度 24,585 千円）［正職員：2人］ 

主な業務内容 環境調査、実証試験、普及啓発（イベント開催）等 

工程表の政策内容 三大湖沼の浄化と利活用の推進

【「鳥取県地域環境保全基金」充当事業】

事業内容の説明                     

１ 事業の目的・概要 

 県民の貴重な資源である中海の豊かな自然環境を次世代へ引き継ぐため、「調査研究」「保全再生」「交
流学習」及び「ワイズユース（賢明な利用）」の各種施策を実施する。 

２ 主な事業内容                                 （単位：千円）

区分 細事業 内 容 予算額 

調
査
研
究

各種調査・研究 

（島根県との連携事業を含む） 

中海の水質分析や評価、モニタリングの手法の検討、

水質改善に繋がる底質・窪地対策の調査・研究等を行う。 

4,751 

ファインバブルを活用した水

質浄化技術研究 

米子高専との共同研究により、ファインバブル技術を

活用した中海の水質浄化実証試験を実施する。 

（令和４年度債務負担行為設定済） 

1,300 

保
全
再
生

中海水質汚濁防止対策協議会 
鳥取・島根両県の県議会議員及び関係自治体等で構成

する協議会を開催し、国へ要望活動を行う。 

170 

中海湖沼環境モニター、中海絵

てがみコンクール 

県民モニターが、五感（見る・聞く・触れる・臭う・味

わう）を使い、湖沼環境を評価する。 

また、NPO 法人と連携して中海絵てがみコンクールを

実施する。 

200 

交
流
学
習

こどもラムサール交流 

（島根県との連携事業） 

中海や宍道湖で活動するこども達と他のラムサール条

約登録湿地で活動するこども達との交流を通じ、次世代

の人材育成や人的ネットワークの構築を図る。 

300 

美しく豊かな水環境を次世代

につなぐ環境教育推進事業補

助金（米子市との連携事業） 

（公財）中海水鳥国際交流基金財団が行う環境教育に係

る観察会や出張講座等に要する経費の一部を支援する。 

［補助率］県 1/2、米子市 1/2 

1,250 

中海利活用イベント等 

（島根県との連携事業） 

中海・宍道湖一斉清掃の開始式のほか、ワイズユース

に着目した体験型の利活用イベントを開催する。 

（令和４年度は島根県が事務局） 

600 

合 計 8,571 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

水質目標 COD：4.4 mg/L 、全窒素：0.46 mg/L、全りん：0.046 mg/L（令和５年度） 
※COD：化学的酸素要求量 

【取組状況・改善点】 
  ・平成元年度から水質保全計画を策定し、国、島根県及び沿岸市等と連携して水質浄化に係る各種施策

を実施しており、水質は長期的に改善傾向にある。令和５年度の達成に向けて、引き続き各種モニタ
リングを継続しつつ、効果的な対策を講じていく。 

・平成 17年 11 月に中海がラムサール条約湿地に登録されて以降、島根県と連携して交流学習やワイズ
ユースなどの取組を進めており、継続することにより次世代の人材育成等を進める。 

賢
明
な

利
用
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１２ ）
　　１目　商業総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）オミク
ロン株影響対
策緊急応援金

500,000 0 500,000 500,000

トータルコスト 511,829千円（前年度　0千円）［正職員：1.5人］
主な業務内容 申請受付・審査・支払い
工程表の政策内容 －

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴い、経営上の影響を受けた県内事業者の事業継続を支援するた
め、業種や地域を問わず事業全般に幅広く活用可能な新たな応援金を緊急措置し、県内経済の早期回復と発展を
図る。

２　主な事業内容

○オミクロン株等による感染第６波の影響を受けている事業者に対して、以下応援金を支給する。
　　※別途、令和３年度執行見込分（10億円）については、新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費
　　　（令和３年度予算）により対応。
【オミクロン株影響対策緊急応援金】

対象者

県内中小企業等（個人事業主を含む）
　※コロナ禍の影響を受けた事業者を幅広く対象とし、業種・地域は問わない。
　※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮要請を行った場合、その対
　　象店舗は対象者から除く。

交付要件

以下のいずれにも該当する事業者であること
　・コロナ禍の影響により、売上が30％以上減少した事業者であること
　・雇用を維持する計画を有していること
　・感染予防・拡大防止対策を徹底し、コロナ禍から回復を見据えた事業継続、又は本格的
　　な事業再開を目指していること　

交付内容

①売上規模に応じた応援金（最大40万円）
　・本年１月～２月の２ヶ月分の売上額が過去３年間の同時期比で30％以上減少した事業者
　　に対して、売上減少相当額を交付することとする。なお、交付額は売上規模に応じ、以
　　下額を上限額とする。

売上規模（月平均） 交付上限
50万円未満 20万円
50万円以上200万円未満 30万円
200万円以上 40万円

※売上規模は、過去３年間のうち比較対象期間として設定した期間のものとする

②認証店舗加算（10万円）
　・認証事業所を複数有する事業者を対象に、店舗数に応じて10万円を加算する。
　　（２店舗目以降、10万円×店舗数に相当する額を加算）

※同応援金は、本年２月分の売上が確定する３月１日からの申請受付を開始予定（申請期限：５月末）。
※同応援金は、以下の使途など、事業全般に幅広く活用できるものとして交付する。
　　　・家賃、光熱費等の固定費、人件費
　　　・感染予防・拡大防止対策の徹底に要する経費
　　　・事業継続や事業活動の本格的な再開、再生に向けた各種取組に要する経費（新業態導入のための
　　　　物品購入に必要な経費、商品・メニュー等のＰＲ経費）など
※県「コロナ禍再生応援金」のほか、国「事業復活支援金」との併給を可とする。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　今後の事業継続等に向けた取組を支援し、県内経済の早期回復と発展を果たす。
＜取組状況＞
　県内企業の事業継続支援に向け、国制度を補う形で家賃など固定費にも活用可能な応援金を７度に亘り実施
　してきたほか、米子・鳥取両市内における営業時間短縮要請に伴う協力金（支給実績3.9億円）や県と市町村
　が協調した事業継続支援（交付決定2.1億円）など、これまで総額63億円超規模の支援を実施している。

支援事業名 支援内容(補助率) 実施時期 支給実績
頑張ろう｢食のみやこ」鳥取県緊急支援事業 上限10万円(10/10) R2.4.24～R3.1.29 2,387件(262,897千円)
新型コロナウイルス克服再スタート応援金 一律10万円 R2.6. 8～R3.1.29 12,589件(1,311,800千円)
新型コロナ克服緊急応援事業 一律10万円 R3.2. 1～R3.5.31 8,681件(1,102,100千円)
第四波対策飲食店等感染防止強化緊急応援事
業（認証取得応援金）

一律20万円 R3.4.14～R3.6.30 1,946件(460,400千円)

コロナ禍打破特別応援金 売上規模に応じ
一律20～40万円

R3.5.31～R3.9.30 5,620件(1,816,600千円)

コロナ禍緊急応援金 法人上限20万円
個人上限10万円

R3.10.1～R3.12.10 5,401件(665,747千円)

コロナ禍再生応援金 法人一律20万円
個人一律10万円

R4.1.5～R4.5.27 688件(107,300千円)
※2/3時点(申請ベース)

総計 37,312件(5,726,844千円)
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１２ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

中小企業経営
力強靭化推進
事業

14,708 20,045 △5,337 14,708

トータルコスト 18,651千円（前年度　27,174千円）［正職員：0.5人］

主な業務内容 企業リスク・ＢＣＰ等普及啓発の推進 県内企業によるＢＣＰ等の策定推進 県内企業の事業継続に係るBCP策定
等のサポート  

工程表の政策内容 鳥取県国土強靭化計画（第２期計画）

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　県内中小企業による自然災害や新型感染症に対応したBCP(Business Continuity Plan：事業継続計画)の策定・
見直しなど支援するとともに、多様化する経営リスクへの備えを促すことで、社会的信用力の向上及びサプライ
チェーンの維持を図りながら地域経済の強靭化につなげる。

２　主な事業内容

１．中小企業経営力強靭化プログラム推進事業(6,208千円)

区分 内容
普及啓発 ○（新）経営力強靭化セミナー（年３回）

　・気候変動や新型感染症など企業を取り巻く新たなサプライチェーンリスクに対する意識啓発
を図る。

BCP策定支援 ○とっとりBCPサポートセンター
　・BCP策定及び実行に際し、技術・ノウハウ支援を行うとともに、企業内におけるリスク診断

等相談案件に応じて分野別専門家（感染症対策、BCP策定等）による無料相談を実施するな
ど、専門相談窓口を開設する（商工労働部内）。

○震災対策アドバイザー派遣
　・企業に専門家を派遣し、ハザードマップに基づくリスク診断等を実施する。
○企業リスク診断サイト「トリＢ」
　・インターネット上で企業リスクを簡易的にセルフ診断できる機能を「とりＢ」に追加し、

BCP策定に向けた導入支援を行う。
BCP人材育成 ○BCPセミナー・BCP策定ワークショップ（年６回）

　・専門家の指導のもとに、BCPに係る意識啓発及び策定支援を行う。
○BCP継続改善スキル研修（年２回）
　・実践的模擬訓練や訓練マニュアルの提供によりBCP実効性向上を支援する。

２．中小企業経営力強靭化補助金(8,500千円)

区分 対象経費 補助率

一般対策型 BCPの実効性向上や災害対策強化に要する防災措置(蓄電池・止水板・防災
備蓄等)、サイバーセキュリティ対策等の導入経費

補助率１/２
上限額50万円
（下限額30万円）

地域貢献型 BCPに基づいて行う地域住民の安心・安全に資する活動（蓄電池等を活用
した電力の地域開放、備蓄品の提供等）に要する経費
※地域住民へ協力する旨の協定等の締結を条件とする。

補助率２/３
上限額100万円
（下限額30万円）

（新）サプラ
イチェーンリ
スク対応型

サプライチェーンの維持・強化に要する対策や調査等（元請企業からの情
報開示、サプライヤーに対する調査等）に要する経費

補助率１/２
上限額30万円

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
鳥取県国土強靭化計画（第２期計画）に基づき、令和３年度から令和７年度の５年間で、新規策定や見直しを含
め計200件のBCP策定(自然災害対応型・新型感染症対応型)を目標とする。
＜取組状況・改善点＞
自然災害対応型及び新型感染症対応型BCPの策定・見直しについては、令和３年４月に開設したとっとりBCPサ
ポートセンターによる専門家相談機能の構築や、小規模事業者でも策定が可能なオールハザード対応型BCPの策定
を支援するワークショップの開催など継続的な支援・改善に取り組み、県又は国等の支援を受けて県内企業が策
定したBCP件数は382件(令和４年１月現在)となった。
また、平成30年度７月豪雨の教訓を踏まえ、平成30年９月補正で企業の防災力向上を目的とした防災設備に対す
る補助制度を創設するとともに、平成元年11月補正では、地域住民の安心・安全に対する取組を行う企業活動を
支援することで地域全体の災害対応力向上を図るための支援枠を創設した。
令和３年度は、コロナ禍での支援継続を図るため、セミナーやワークショップ等をオンライン形式で開催すると
ともに、令和３年度７月豪雨を受けた豪雨災害特化セミナーなどを開催し、セミナーには81社、ワークショップ
には36社が参加した。結果として20社が自然災害対応型、24社が新型感染症対応型のBCP策定を予定している。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１２ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）コロナ
克服「攻めの
感染対策」支
援事業

25,323 0 25,323 15,161 10,162

トータルコスト 30,055千円（前年度　0千円）［正職員：0.6人］
主な業務内容 補助金事務
工程表の政策内容 ―

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】
【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業リスク軽減を図りながら、企業・団体等で取り組む安心・安
全な事業継続に向けた取組や、新技術や価値観変容等の動きを捉えたコロナ後における新たな事業継続モデルの
構築支援により、県内経済・産業の持続性を確保するとともに、コロナ禍からの本格再生を図る。

２　主な事業内容

（１）ビヨンドコロナ型ビジネスモデル実装推進補助金（20,323千円）(債務負担行為：令和５年度)
・県内における広域展開を視野に、新技術や価値観変容などを捉えつつ、コロナ後を見据えた事業継続モデル実
装を支援するため、補助金を交付する(20,000千円)。

補助対象
事 業 者

事業者コンソーシアム（複数企業・団体等を構成員とするグループ）

　※新規性高い事業継続モデルを構築するため、異業種間企業連携のほか、県外企業の参画も可とす
る（管理法人は県内企業・団体とする）。

　※広域的・面的なモデル実装を促進するため、コンソーシアムには関連する団体・組合組織等（飲
食・観光団体、事業組合、商工団体など）の参画を必須とする。

　※コロナ禍で大きな影響を受けた業界・業態を対象とする。

対象事業

新技術や価値観変容など複合的に組み込んだ、持続可能な事業継続モデルの構築

［コロナ後を見据えた事業継続モデル(例)］
　・観光・飲食エリアにおけるゴーストキッチン（店内飲食機能を持たず、宅配やテイクアウトに特

化した飲食業態）の導入
　・仮想空間に店舗を設置し、実際の店舗に近い売買体験ができるオンラインショッピングの展開　

等
補 助 率 ２／３
補助上限 10,000千円
対象経費 調査検討費、機械装置費、システム構築費、技術開発・導入費、広報発信費　等
事業期間 12ヶ月

・外部有識者による審査会運営費等（323千円）

（２）安心・安全事業継続支援補助金(5,000千円)
・新型感染症対応型BCPを策定した県内中小企業・団体を対象に、同BCP実行に要する経費支援のため、補助金を
交付する。
補助対象
事 業 者

新型感染症対応型BCPを策定（又は策定予定）した、県内中小企業・団体

対象経費

新型感染症対応型BCP実行に要する経費

［対象経費の例］
　・Web上の事業活動強化（営業、採用活動等）に要する経費
　・感染拡大時の拠点分散化（サテライト、製造現場、本社等）に必要なネットワーク形成等に要

する経費　等
補 助 率 １／２
補助上限 500千円（下限300千円）

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
鳥取県国土強靭化計画（第２期計画）に基づき、令和３年度から令和７年度の５年間で、新規策定や見直しを
含め計200件のBCP策定(自然災害対応型・新型感染症対応型)を目標とする。
感染予防・拡大防止対策を徹底しながら、コロナ後にあっても事業継続可能な実装モデル構築を支援し、県内
経済・産業の持続性を確保するとともに、コロナ禍からの本格再生を図る。

＜取組状況・改善点＞
令和２年度から企業内での感染拡大を防止するための対策への支援、令和３年度から企業が策定する新型感染
症対応型BCPに基づき実施する対策への支援を実行しており、令和３年度においては24社が新型感染症対応型
のBCP策定を予定するなど、コロナ禍における事業継続に備えた取組例は増加している。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１２ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）ＳＤＧ
ｓ循環経済モ
デル創出事業

9,092 0 9,092 4,546 4,546

トータルコスト 10,669千円（前年度　0千円）［正職員：0.2人］
主な業務内容 補助金規定整備 補助金関連業務（募集・審査・決定・支給　等） マッチング支援関連業務  
工程表の政策内容 ―

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　国内外における温室効果ガス削減目標が上方修正されるほか、SDGs（持続可能な開発目標）実現に向けた機運
が高まりつつある中、県内企業における資源循環と収益性の両立を図る新たな循環経済モデルの創出を支援し、
持続可能な地域社会・地域経済の実現に貢献する。

２　主な事業内容

（１）循環経済モデル構築支援補助金（9,092千円）
・複数の事業者が連携して行う、廃プラスチックや廃太陽光パネル、未利用生物資源など様々な素材の水平リ
サイクル（※）をはじめとした循環経済モデルの構築支援のため、補助金を交付する。（9,000千円）

（※）「水平リサイクル」とは、使用済製品を原料として用いながら、同一用途の製品としてリサイクル製品を製造
することをいい、企業によるSDGs（持続可能な開発目標）実現に向けた取組として注目を集めつつある。

補助対象
事 業 者

事業者コンソーシアム（複数企業・団体等を構成員とするグループ）

対象経費

他者が排出する廃棄物資源を回収・循環させる仕組みづくりに要する経費

（想定される取組例）
・廃棄プラスチックを広域で回収し水平リサイクルする取組
・未利用水産資源を有効活用するための取組
・食品加工時に排出される残渣を再利用するための取組　　など

補 助 率 ２／３
補助上限 3,000千円

・外部有識者による審査会運営費（92千円）

（２）資源循環マッチング支援事業（｢【SDGs企業認証】経営伴走サポート事業で対応）
・循環資源の提供者と利用者のマッチング機会の場づくりを行いながら、循環可能な資源が活用される機会創
出を支援する（上記（１）のコンソーシアム組成のほか、事業拡大を目指す事業者を対象に支援を行う）。

３　事業目標・取組状況・改善点

 ＜事業目標＞
・県内企業における資源循環と収益性の両立を図る取組を支援し、新たな循環経済モデルの創出を図る。

＜取組状況・改善点＞
・EU諸国を中心として、資源確保（リサイクル向上）と雇用創出を狙った循環経済政策が進みつつある。民間シ
ンクタンクによれば2030年までに全世界での循環経済の市場規模は4.5兆ドル（約500兆円）に達するとの予測
もあり、SDGs推進の流れと相俟って今後の成長分野にも位置づけられている。

・国内でも令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」が施行予定であり、資源循環の
動きが活発化していくことが見込まれる。
※大手飲料メーカーによる使用済みペットボトルからペットボトルへ再生する「ボトル to ボトル」の取組や、大手日用

品メーカーによる洗剤など詰め替え容器を水平リサイクルする取組のほか、県内企業においても樹脂製結束バンドを水
平リサイクルする取組など進展しつつある。

・令和２年９月に募集開始した｢とっとりSDGsパートナー登録制度｣について、414社が登録(令和３年12月末時点)
するとともに、令和４年４月にはSDGs企業認証制度を発足予定であり、県内企業においてもSDGs実現に向けた
経営転換にかかる機運が高まっている。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１２ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）【ＳＤ
Ｇｓ企業認
証】経営伴走
サポート事業

5,600 0 5,600 2,800 2,800

トータルコスト 10,332千円（前年度　0千円）［正職員：0.6人］
主な業務内容 認証制度運営関連業務 専門家派遣への対応 セミナー・マッチング関連業務  
工程表の政策内容 －

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　都道府県レベルで全国初となる「SDGs企業認証制度」の発足を契機として、県内企業の認証支援を行うための
体制を整備するとともに、県内企業によるSDGs経営転換に向けた取組支援を行いながら、投資家やサプライ
チェーン、働く人、社会等から選ばれる企業への転換を促すなど県内企業の価値向上を図る。

２　主な事業内容

　令和４年４月に発足予定の「SDGs企業認証制度」の運用に際し、認証事業者の取組拡大や認証支援事業者(※)
など認証を目指す事業者の申請支援を行うための体制を構築する。
　※認証支援事業者：認証申請に意欲を有するものの、認証に至らない県内中小事業者を対象とした支援制度

（１）SDGs企業認証事業者等を対象とした伴走サポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
区分 内容 予算額

SDGs企業認証サポート
窓口運営事業

　SDGs企業認証制度の制度広報や申請支援を行うとともに、認証事業者及
び認証支援事業者の伴走支援相談に対応するため、ワンストップ相談窓口
を開設する（県､鳥取県商工会議所連合会､鳥取県商工会連合会､鳥取県中
小企業団体中央会等と連携しながら開設）。

1,000

認証取得支援事業 　認証事業者及び認証支援事業者を対象に、取組課題実現及び認証取得に
向けた申請書改善に向け、専門家による伴走支援を行う。
【専門家による伴走支援（例）】　
・環境経営専門家によるエネルギー使用量の把握等支援
・BCMS（事業継続マネジメントシステム）専門家による事業転換･BCP（事業継続

計画）策定支援　　など

1,800

（２）SDGs経営への転換等支援 　　　（単位：千円）
区分 内容 予算額

①普及啓発、SDGs経営転換支援
　2030年を見据えたSDGs経営転換に向けたノウハウ等を得るための各種セ
ミナーや、円滑な認証申請を促すためのワークショップを開催する。

1,200SDGs経営転換支援事業

②SDGs企業マッチング支援
　オンラインSDGsプラットフォーム（民間運営）などを活用し、認証事業
者等とSDGs経営に関心が高い県内外の企業とのマッチング支援を行い、商
品開発や販路開拓など各種取組課題の実現推進を応援する。

1,200

認証審査会等運営費 ・外部有識者による認証審査会の運営等を行う。 400

（３）SDGs経営実現に向けた取組拡大支援（「企業版ふるさと納税タイアップ事業」及び「持続可能な企業経営
金融支援事業」により対応）

　認証事業者等によるSDGs経営実現に向けた取組促進を後押しするため、各種取組に必要となる資金調達支援
を行う。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
・SDGs経営への意識転換や事業参入などを支援し､新たな投資･取引を呼び込むなど県内企業の価値向上を図る。
＜取組状況・改善点＞
・令和２年９月に募集開始した｢とっとりSDGsパートナー登録制度｣について､414社が登録している(R3.12末時
点)。

・令和３年６月に県内金融機関や商工団体､学術機関等を構成メンバーとする制度検討会を設置した。同検討会に
より検討着手した｢県版SDGs企業認証制度｣について､令和４年４月からの本格運用を目指し、パイロット事業
｢SDGs企業認証パイロット｣を実施中である（21社が参加中）。

　　【SDGs企業認証制度の検討案】
　　　（目的）SDGs経営の見える化等により､取組内容のさらなる推進､ひいては企業価値向上を目指す
　　　（対象）県内事業者（営利事業を営む者）
　　　（認証）｢環境｣｢社会｣｢経済｣の３側面の取組状況を総合的に審査し､認証基準を満たす事業者を認証
　　　（その他）小規模事業者でも取り組み易い仕組みのほか､認証事業者へのインセンティブ導入　等
　　【SDGs企業認証制度の発足スケジュール(予定)】
　　　R4.1～3　    パイロット事業の実施（専門家による伴走支援､情報発信等の実施）
　　　R4.4～　　　 SDGs企業認証制度の本格運用開始
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１２ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

<寄附金>（新）【ＳＤ
Ｇｓ企業認
証】企業版ふ
るさと納税タ
イアップ事業

11,092 0 11,092 3,046 5,000 3,046

トータルコスト 13,458千円（前年度　0千円）［正職員：0.3人］
主な業務内容 補助金関係規定整備、補助金関連業務（募集・審査・決定・支給　等）、企業版ふるさと納税関連業務
工程表の政策内容 －

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　都道府県レベルで全国初となる「SDGs企業認証制度」の発足を契機として、県内企業の認証支援を行うための
体制を整備するとともに、県内企業によるSDGs経営転換に向けた取組支援を行いながら、投資家やサプライ
チェーン、働く人、社会等から選ばれる企業への転換を促すなど県内企業の価値向上を図る。

２　主な事業内容

　令和４年４月に発足予定の「SDGs企業認証制度」の運用に際し、認証事業者及び認証支援事業者(※1)による
SDGs経営実現に向けた課題解決のため、企業版ふるさと納税(※2)など活用した資金調達支援を行う。

※1 認証支援事業者:認証申請に意欲を有するものの、認証に至らない県内中小事業者を対象とした支援制度
※2 企業版ふるさと納税:国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附による応援を行った場合

に、法人関係税から税額控除する仕組み(損金算入による軽減効果と合わせて最大で寄附額の約９割が軽減される)

（１）SDGs経営促進補助金・奨励金（10,000千円）
　調査や試作開発、マーケティング、アイデア実証などの取組に係る経費を補助するとともに、「企業版ふる
さと納税」を活用し、補助事業者と寄附企業とのマッチングを図りながら、寄附金額を奨励金として支給す
る。

①SDGs経営促進補助金
補助対象
事 業 者

 認証事業者、認証支援事業者

対象経費  認証内容に位置づけられた各種経営課題実現に要する経費
（調査、試作、デザイン、アイデア実証など調査・開発段階におけるものを対象）

　補 助 率  １／２

補助上限  1,000千円
　※②の奨励金と合わせて、最大2,000千円の事業費支援を行う。

②企業版ふるさと納税タイアップ奨励金
支援対象
事 業 者

 ①の補助対象事業者

  支援内容  企業版ふるさと納税を活用して得た寄附金額について、支援対象事業者に奨励金
 として支給する。

支給上限  ①の補助金額と同額（最大1,000千円）

（２）その他運営経費（1,092千円）
　　　・審査会運営に要する経費、企業版ふるさと納税運営事業者への委託料

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
・SDGs経営への意識転換や事業参入などを支援し､新たな投資･取引を呼び込むなど県内企業の価値向上を図る。

 ＜取組状況・改善点＞
・令和２年９月に募集開始した｢とっとりSDGsパートナー登録制度｣について､414社が登録している(R３.12末時
点)。

・令和３年６月に県内金融機関や商工団体､学術機関等を構成メンバーとする制度検討会を設置した。同検討会に
より検討着手した｢県版SDGs企業認証制度｣について､令和４年４月からの本格運用を目指し、パイロット事業
｢SDGs企業認証パイロット｣を実施中である（21社が参加中）。

　　【SDGs企業認証制度の検討案】
　　　（目的）SDGs経営の見える化等により､取組内容のさらなる推進､ひいては企業価値向上を目指す
　　　（対象）県内事業者（営利事業を営む者）
　　　（認証）｢環境｣｢社会｣｢経済｣の３側面の取組状況を総合的に審査し､認証基準を満たす事業者を認証
　　　（その他）小規模事業者でも取り組み易い仕組みのほか､認証事業者へのインセンティブ導入　等
　　【SDGs企業認証制度の発足スケジュール(予定)】
　　　R４.１～３　    パイロット事業の実施（専門家による伴走支援､情報発信等の実施）
　　　R４.４～　 　　 SDGs企業認証制度の本格運用開始
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  立地戦略課 （ 内線 ： ７６６４ ）
　　１目　工鉱業総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

<基金繰入金>企業立地事業
補助金 2,919,133 3,929,649 △1,010,516 2,919,133

トータルコスト 2,938,848千円（前年度　3,949,452千円）［正職員：2.5人］
主な業務内容 事業者との協議、申請書の審査、補助金交付手続
工程表の政策内容 県内企業の新増設及び県外企業の誘致促進

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応企業支援基金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　鳥取県企業立地等事業助成条例に基づいて既に認定を行った事業者の新増設等に対し、企業立地事業補助金を
交付する。
　なお、同条例に基づく新規の事業認定は終了している。

２　主な事業内容

＜補助金交付予定額＞ 2,919,133千円
県内新増設 県外企業誘致 合計

　交付対象件数 ５件　 ５件　 10件　
　雇用計画数 　116人　 231人　 　347人　
　総投資額 6,550,283千円　 26,940,323千円　 33,490,606千円　
　補助金額 683,564千円　 2,235,569千円　 2,919,133千円

＜交付見込みの主な大型投資＞　　      　　 　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、人）

企業名 所在地
(本社所在地)

事業内容 総投資額 今回交付予定額
(交付予定総額)

新規雇用計画
(うち正規雇用)

(株)城洋 鳥取市
（兵庫県）

工作機器・航空機部品
製造開発 5,332,315 545,643

(1,245,643)
36

(35)

(株)モリタ製作所 倉吉市
（京都府）

医療用機器製造 4,441,651 424,000
(2,220,826)

120
(113)

(株)明治製作所 倉吉市
（倉吉市）

自動車部品製造 1,820,000 323,000
(323,000)

19
(19)

(株)メイワ興産、
明和産商(株)

鳥取市
（大阪府）

包装資材等製造 1,723,017 258,453
（258,453）

50
(50)

  ※ 複数年に分割して補助金交付する案件については、総投資額、新規雇用計画は累計額・人数を記載。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　　　　認定事業者の設備投資の円滑な実施及び新規雇用確保を推進する。

＜取組状況・改善点＞
　　企業立地認定件数の推移は次のとおり。県内の経済の活性化につなげている。

区分 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１
県外企業の誘致 12 10 ９ ６ ３ １

県内企業の新増設 32 36 27 34 28 ５

 ※ 県外企業の誘致には本社機能移転案件も含む。
 ※ 令和元年度は鳥取県企業立地等事業助成条例の廃止前の令和元年６月末までに認定した件数。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  立地戦略課 ・ 企業支援課 （ 内線 ： ７６６４ ）
　　１目　工鉱業総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

<基金繰入金>鳥取県産業成
長応援補助金 1,969,398 1,003,000 966,398 1,174,357 795,041

トータルコスト 1,996,999千円（前年度　1,032,308千円）［正職員：3.5人］
主な業務内容 制度周知・説明、運用、事業者・商工団体等との協議、計画認定関連業務、補助金交付手続
工程表の政策内容 県内企業の新増設及び県外企業の誘致促進

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応企業支援基金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　鳥取県産業成長応援条例に基づいて認定を行った企業等の新たな取組及び設備投資等に対し、産業成長応援補
助金を交付する。

２　主な事業内容

（１）産業成長応援補助金　 1,940,938千円　（債務負担行為　790,000千円（令和５～７年度））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 補助対象事業 補助率（上限額） 予算額

Ａ小規模事業者挑
戦ステージ

小規模事業者による新たな取組
（商品開発、販路開拓等）

１／２（200万円）

Ｂ生産性向上挑戦
ステージ 労働生産性を向上させる事業 １／２(※)

（500万円）

514,764
(交付決定枠

650,000)

Ｃ
成長・挑戦ス
テージ

将来の成長に向けた事業拡大の取組で、重点分野
又はその他の分野に係る事業

１／２(※)
(重点分野1,500万円
 上記以外1,000万円)

118,121
(交付決定枠

140,000)

Ｄ成長・規模拡大
ステージ

将来の成長に向けた事業拡大の取組で、投資額
3,000万円超の大規模な事業で重点分野に係るもの

１／５（10億円）
※＋５％加算あり

Ｅ一般投資支援 製造業・その他の業種の事業で、投資額3,000万円
超の大規模な事業

１／10（５億円）
※＋５％加算あり

1,308,053

合計 1,940,938
(※)組合・任意グループの場合は２／３

＜制度改正＞ 成長・規模拡大ステージの対象に「国内回帰分野」を追加
　コロナ禍による海外生産リスクを踏まえた生産拠点の見直しの動きを捉えて、成長・規模拡大ステージの重点
分野に「海外から県内へ生産移管する取組（国内回帰分野）」を追加する。
・基本補助率10％→20％、上限５億円→10億円に引上げ　　※令和５年度末まで
[現行の重点分野]成長ものづくり、自然環境調和、国際需要拡大、IoT等先端技術、低炭素技術開発

＜令和４年度交付見込の主な大型投資 (成長・規模拡大ステージ、一般投資支援)＞　　　　　　（単位：千円）

区分 企業名 所在地
(本社所在地)

事業内容 総投資額 交付予定額
(交付予定総額)

一般 ＦＤＫ(株) 岩美町
（東京都）

リチウム一次電池の生産を鳥取工場に
集約するための生産ライン増設 2,259,327 200,000

(335,899)
成長・
一般 (株)鶴見製作所 米子市

（大阪府）
米子工場内に新たな大型ポンプ生産棟
を整備 1,976,750 200,000

(368,350)

一般 アイエム電子(株) 岩美町･鳥取市
(鳥取市)

自動車・産業機器関連部品等を増産す
るための工場の増設 639,700 96,055

  ※ 年間交付限度額が２億円のため、交付総額２億円超の場合は複数年の分割交付となる。

（２）中核企業育成に向けた成長企業応援セミナーの開催　　1,000千円
　　　上場企業による上場体験談などの事例紹介等のセミナーを開催し、本県における中核企業育成に繋げる。
（３）産業成長事業社宅整備費補助金　27,460千円（既認定分）
　　　県内企業の事業拡大に伴い、人材確保のため新たに整備する社宅等に係る費用に対し補助金を交付する。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞ 製造品出荷額９千億円を目標に、県経済の持続的発展を支える産業基盤を構築する。

＜取組状況・改善点＞
　令和３年度にデジタル化による生産性向上など中小企業の経営環境の変化に即した支援を拡充した。なお、大
規模投資について令和２年３月６日から実施している雇用増・付加価値増要件の緩和措置（雇用増 又は付加価値
増かつ雇用維持 →雇用維持のみでも可）は令和４年３月31日をもって適用期間満了により終了するが、コロナを
踏まえた国内回帰を支援する枠組みを構築する。

区分・年度 小規模事業
者挑戦

生産性向上
挑戦 成長・挑戦 成長・規模

拡大 一般投資支援 合計

Ｒ２ 56 79 8 5 48 196
Ｒ３(～12月) 23 71 6 2 17 119
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  立地戦略課 （ 内線 ： ７６６４ ）
　　１目　工鉱業総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

都市圏からの
企業拠点分散
立地推進事業

57,750 100,000 △42,250 57,750

トータルコスト 66,425千円（前年度　107,921千円）［正職員：1.1人］
主な業務内容 企業との協議、補助金交付決定業務、補助金交付業務、検査業務、委託契約事務 
工程表の政策内容 県内企業の新増設及び県外企業の誘致促進

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　都市圏企業の地方分散を本県への立地につなげるため、産業成長応援補助金等による設備投資や賃借料等の支
援に加え、本社機能・業務移転等に係る活動費等の支援や進出を促すためのオフィスお試し利用支援等を行う。

２　主な事業内容

(１）（新）おためしサテライトオフィス利用支援事業(2,250千円)
　地方進出を検討している県外企業に、県内でのサテライトオフィスのおためし利用費用を支援する。
　［おためしサテライトオフィス利用支援補助金］
補助対象者 県内でサテライトオフィス(※)を提供する施設運営事業者　　*15施設程度(公募)
補助対象経費 地方進出を検討している県外企業が、県内のサテライトオフィスを一定期間(３日～１カ月)お

ためしで利用する場合の施設料金の減免額　※１企業のおためし利用支援は年間２施設まで
補助率・限度額 補助率 10/10、１企業の１施設あたりの支援限度額 50千円

　・150千円(１施設あたりの年間の補助上限枠)
※サテライトオフィスとは、県外企業が本拠から離れた場所に設置するオフィスのことであり、専有して使用す

る入居スペースや、複数名で共同利用するコワーキングスペース等を有する施設。

(２）（新）分散立地に向けたプロモーション(5,500千円)
区分 内　　　　容 予算額

ウェブでの戦略的情報
発信

県外企業に本県への立地を促すため、県のウェブサイトを活用したリス
ティング広告(※)や動画広告等を活用して、本県の立地情報を発信する。

とっとりワークプレイ
スを活用した立地促進

県内３施設のとっとりワークプレイス運営事業者と連携したセミナー開催
や施設特性を活かした企業サポートにより魅力を高め、立地を促進する。

2,000千円

企業アプローチの強化 県・市町村の連携を強化し、コロナ禍を踏まえた関西圏・中京圏の製造業
の立地ニーズ調査を実施・活用して企業アプローチを実施する。

　3,500千円

※リスティング広告(検索連動型広告)とは、インターネットの「Google」「Yahoo!」等の検索エンジンで検索す
るキーワードに連動して検索結果画面に表示されるテキスト型の広告のこと。(例)「企業誘致」と検索した際
に、検索結果上位に広告として本県企業立地情報サイトのリンクを表示し、サイトに誘導する。

(３) 企業分散立地支援事業(50,000千円)
　県外本社企業が本県に機能・業務の移転・新設を行う際、県外から転入する人材の定着、新製品・サービス等

の研究開発や販路開拓、機能移転等に必要な設備の取得などの活動経費を幅広く支援する。
　［企業分散立地支援補助金］
補助対象事業 県外本社企業の県外拠点の機能・業務の全部又は一部を県内に移転・新設する事業

・事務拠点（調査・企画、情報処理、国際業務、総務・人事、その他管理業務等）
・研究拠点（工場内研究開発部門を含む）　・人材育成拠点（当該企業の基幹的な拠点等）
・生産拠点（当該企業の主要な生産製造等）・新規事業（当該企業が新たに実施する取組）

補助対象経費 ア 分散活動費（研究開発費、広告宣伝費、外注・委託費、県内拠点での新たな活動費用）
イ 人材定着支援費（県外から採用・移転した従業員が県内拠点に一年間定着した場合、１人

あたり30万円を定額交付（最大100人分まで））
ウ その他（ネットワーク等利用料、拠点改修費、設備・機器等取得費、賃借料等）　

補助率・限度額 補助率 １／２、補助限度額 50,000千円（最大３年間）※１事業者１回限り
事業者の要件等 産業成長応援補助金(成長・規模拡大ステージ、一般投資支援)又は次世代ソフトウェア産業等

創出支援事業補助金のいずれかの認定を受け、本県の地域課題解決に資する取組を行うこと

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞ 本社機能等移転：令和４年度に２件の分散立地支援補助金の認定を行う。
　　　　　　　　オフィス設置  ：令和４年度は４件のとっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金(オフィス設置)を新規
　　　　　　　　　　　　　　　　決定する。
　 ＜取組状況・改善点＞
　　　 コロナを契機に都市圏から地方への人の流れが見られるが、企業分散は大都市部の周辺都市や主要地方都市
　 　への移転が中心となっている。令和３年度は、オフィス利用等の受入施設としてとっとりワークプレイスの整
　 　備を行っているが、本県に呼び込むための取組・広報が必要である。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  立地戦略課 （ 内線 ： ７６６４ ）
　　１目　工鉱業総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

とっとり先駆
型ラボ誘致・
育成補助金

21,400 10,800 10,600 21,400

トータルコスト 22,977千円（前年度　12,384千円）［正職員：0.2人］
主な業務内容 事業者との協議、申請書の審査、補助金認定・交付手続
工程表の政策内容 県内企業の新増設及び県外企業の誘致促進

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　先駆的な事業に取り組む事業者等のオフィス・研究開発拠点等の誘致等を推進し、将来の本県産業の牽引役に
成長することを期待した育成支援を行う。

２　主な事業内容

(１)制度概要  準備・構想段階から拠点開設までを、３つのステージで支援する。
 　 [対象事業]　自然科学研究所、情報処理・提供サービス業、ソフトウェア業、デザイン・機械設計業、
　　　　　　　　コンテンツ企画作成業等のうち、先駆的な取組を行う事業

(ア)事前調査支援
　本県で先駆的事業の実施を検討中の事業者に対し、県内事業者等と連携した事前調査費用等を支援する。

補助対象者  県内に事業所を設置していない先駆的事業を行おうとする事業者（県外事業者に限る）
補助対象経費  交通費、委託費、共同調査費(県内事業者・団体等に限る)、通信費　等
補助限度額等  300千円  (補助率) １／２ （補助期間) 最長12カ月

(イ)オフィス設置支援
　県内へのサテライト拠点等の設置・運営を支援する。((ア)の活用は必須としない。)

補助対象者  県内に事業所を設置していない先駆的事業を行おうとする事業者（県外事業者に限る）
補助要件  県内事業者・団体等と連携して事業を推進すること

補助対象経費 事業所改修・賃借費、機器設備取得・賃借費、通信費、セキュリティ対策費、交通費(県外
拠点と県内拠点との往復に限定)、共同研究費　等

補助限度額等  2,000千円  (補助率) １／２ （補助期間) 最長24カ月

(ウ)研究開発拠点設置支援
　恒常的な研究開発拠点の設置・運営を支援する。((ア)又は(イ)の活用は必須としない。)

補助対象者  先駆的事業を行おうとする事業者等
補助要件 ２人以上の雇用(代表者を含む。代表者の３親等以内の親族は雇用者に含めない。)

・雇用者数の１/２までは、一定の条件でリモートワーカー等(在宅・遠隔勤務者。本県
拠点在籍を要件に県外在住者も可。)や兼業・副業者等も可とする。

補助対象経費 (イ)の対象経費、直接人件費、人材育成費　等
・リモートワーカー等、兼業・副業者等の直接人件費等は補助対象外。

補助限度額 5,000千円 ((イ)による支援を受けた場合はその補助額を差し引く。)
・事業所改修費補助は2,000千円以内、直接人件費補助は補助総額の30％以内。

補助率・期間  < 中山間地域に設置する場合 > 　　 １／２
・中山間地域は地域振興三法(過疎法､山村振興法､特定農山村法)等で定める地域。
　中山間地域の場合は先駆的事業に限らず地域振興に資する事業を対象とする。

 < 上記以外の地域に設置する場合 >  １／３
 (補助期間) 最長36か月 ((イ)による支援を受けた場合はその補助期間を差し引く。)

(３)事業費　 21,400千円　（債務負担行為　19,800千円（令和５～７年度））

　(ア)事前調査支援　　　　　 2,400千円（うち新規６件×300千円）
　(イ)オフィス設置支援　　　10,000千円（うち新規４件×1,000千円(１年目分))
　(ウ)研究開発拠点設置支援　 9,000千円（うち新規２件×1,500千円(１年目分))

３　事業目標・取組状況・改善点

 ＜事業目標＞
事前調査支援６件、オフィス設置支援４件、研究開発拠点設置支援２件の交付決定を行う。

 ＜取組状況・改善点＞
    令和２年９月補正で制度を創設し、令和２年度に事前調査支援１件・研究開発拠点設置支援２件、令和３年
　度（12月末時点）に、オフィス設置支援３件の交付決定を行っている。都市圏からの企業のオフィス分散を受
　け入れていくため、本事業による誘致活動を展開する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

<寄附金>起業家育成応
援事業 60,412 71,356 △10,944 5,229 1,000 54,183

トータルコスト 72,241千円（前年度　83,238千円）［正職員：1.5人］
主な業務内容 申請相談、補助金申請受付・審査、補助金交付手続、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 地域創業の促進

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　起業家育成支援により、恒常的に成長性の高い起業や地域密着起業が生まれ続ける環境を創出し、地域活力の向
上を図る。

２　主な事業内容

（１）起業人材育成　　　　　　　　　 　 　   　  　  　  　  　  　  　  　  　　　（単位：千円）

区分 内容 予算額

鳥取県版起業家エコ
システム醸成事業

　新事業創出プログラム「TORIGGER(トリガー)」により起業家の育成を図ると
ともに、優秀事業計画の提案者を県外のビジネスプランコンテスト等へ派遣
し、資金調達の機会を提供する。

3,906

とっとり起業家ミー
ティング

　女性や若者を含む起業家予備軍の裾野拡大、起業後間もない起業家等のネッ
トワーク拡大のための「起業交流セミナー」を開催する。 165

（２）地域密着起業支援

区分 内容 予算額

（新）設立・開業一
年後支援金
（制度創設）

　創業融資を受けた事業者に、創業から一年後に定額支援金を支給する。
　・創業支援資金利用者：法人(250千円)、個人(150千円)
　・創業支援資金(日本政策金融公庫)利用者：法人(100千円)、個人(50千円)

－

スタートアップ応援
事業補助金

　令和３年度末までの創業融資利用事業者に当初３年間の利子補給を行う｡な
お、設立・開業一年後支援金の制度創設に伴い、新規認定を終了する。
　・新規108件分、継続182件分
  　(債務負担行為:4,752千円(令和５～６年度))

32,198

地域課題解決型起業
支援補助金

　県内で地域課題の解決に取り組む起業計画を支援する。
　 [補助率]１/２　[補助限度額]1,500千円
　　・補助金　　7,500千円　(1,500千円×５件)
　　・審査会経費　153千円

7,653

（３）挑戦的起業支援

区分 内容 予算額

起業創業トライ補助
金

　今後の成長が期待できる挑戦的な起業計画に助成する。
　 [補助率]１/２ [補助限度額]3,000千円 [事業実施期間]最長24か月
　　・補助金　(新規)　4,800千円　(3,000千円×４件×執行率40％)
　　　　　　　　　 　(債務負担行為:12,000千円(令和５～６年度))
　　　　　　　(継続分)　8,552千円
　・審査会経費　      　138千円

13,490

（新）クラウドファ
ンディング型情報発
信支援補助金

新事業創出プログラム「TORIGGER(トリガー)」で選ばれた優秀事業計画の実施
者が、クラウドファンディングを利用して情報発信、資金調達等を行う経費の
一部を支援する。
 [補助率]２/３ [補助限度額]1,000千円 [採択件数]３件

3,000

　※クラウドファンディング：インターネットを通じた不特定多数の者からの資金調達。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞　市町村・商工団体との連携による地域創業：1,500件（平成31～令和６年度）
  　　　　 新規性・成長性の高い起業：50件（令和２～６年度)

＜取組状況・改善点＞
　平成23年度以降、起業家育成プログラムで128計画の磨き上げを実施し、スタートアップ応援事業補助金で
784件の支援を行った。地域課題解決型起業支援補助金で16件を支援したほか、起業創業トライ補助金で55件の起
業を支援し、ふるさと起業家支援補助金ではクラウドファンディングによる６件の寄付金調達を支援した。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

県内企業技術
力発揮・開発
応援事業

37,998 24,708 13,290 37,998

トータルコスト 42,730千円（前年度　29,461千円）［正職員：0.6人］
主な業務内容 申請相談、補助金申請受付・審査、補助金交付手続、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　新たな技術創出への挑戦を促し、地域産業の活性化を図るため、県内企業が取り組む事業可能性調査、研究開
発、県内大学等と連携して行う調査研究プロジェクト等を支援する。

２　主な事業内容

（１）県内企業技術力発揮・開発応援補助金　37,906千円

・ユニバーサルデザインに基く製品開発、脱炭素社会の実現に資する製品開発等を行う事業を対象に「あいサ
ポート・脱炭素枠」を設け、補助率を引き上げる。  (「環境・エネルギー枠」を拡充)

・EV(電動車)などの次世代車向け素材や電装品等の技術開発を強力に推進するため、「次世代車技術対応枠」
を新設する。　 　   　   　    　   

（単位：千円）　

区分 内容 補助率
(補助限度額)

予算額

調査支
援型

　新製品・技術の開発等に先立つ基礎的な調査段階の事業を支援する。
　　[補助対象者]   県内に拠点を有する中小企業者・グループ
　　[補助対象経費]（補助対象経費下限額：750千円）

原材料費、ソフトウェア開発環境使用料、機器・設備使用料、委託
費、共同研究費、外部専門家受入経費等

　　[事業実施期間] 最長12か月　（債務負担行為：令和５年度）
　　（新規分）<あいサポート・脱炭素枠>
　　　　　　　　1,000千円×２件×執行率50％＝ 1,000千円
　　　　　　　<次世代車技術対応枠・一般枠>
　　　　　　　　1,000千円×10件×執行率50％＝ 5,000千円

<あいサポート・
脱炭素枠>

<次世代車技術対
応枠・一般枠>

２／３
(1,000千円)

6,000

研
究
開
発

　基礎的調査を終え、製品化等に向けた研究開発段階の事業を支援する。
　　[補助対象者]   「調査支援型」に同じ
　　[補助対象経費]（補助対象経費下限額：5,000千円）

「調査支援型」の対象経費、減価償却費、直接人件費、産業財産権導
入費、機器・設備・ソフトウェアの購入費等

　　[事業実施期間] 最長24か月　（債務負担行為：令和５～６年度）
　　（新規分）<あいサポート・脱炭素枠>
　　　　　　　　5,000千円×１件×執行率50％＝ 2,500千円
　　　　　　　<次世代車技術対応枠・一般枠>
　　　　　　　　5,000千円×５件×執行率50％＝12,500千円
　　（継続分）　1,619千円（令和２年度採択分：１件）

<あいサポート・
脱炭素枠>
２／３

(5,000千円)

<次世代車技術対
応枠・一般枠>

１／２
(5,000千円)

16,619

研
究
開
発
支
援
型

産
学
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　県内中小企業者と県内大学・高専・公設試等が連携して製品化・事業化を目
指して新産業基盤技術を創出するプロジェクトを支援する。
　　[補助対象者]  県内に拠点を有し、県内研究機関(大学・高専・公設試等)

との共同事業を県内で実施する中小企業者・グループ
　　[補助対象経費]（補助対象経費下限額：10,000千円）

「研究開発」に同じ
　　[事業実施期間] 最長24か月　（債務負担行為：令和５～６年度）
　　（新規分） 10,000千円×１件×執行率50％＝ 5,000千円
　　（継続分）　6,186千円（令和２年度採択分：２件）
　　　　　　　　4,101千円（令和３年度採択分：２件）

１／２
(10,000千円)

15,287

合計 37,906

※本補助金は、次世代デバイス、次世代サービス、バイオ・食品、農林水産資源、観光ビジネス等を対象とする。

（２）審査会経費  92千円
３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞　県内企業の技術力の発揮を通じて、新たな技術創出への挑戦を促す。
　　＜取組状況・改善点＞

・本事業の前身である「中小企業調査・研究開発支援事業」「革新的技術創出支援事業」では、平成26年の事業創
設以降81件を採択し、様々な分野での新商品開発等に繋がっている。

220



令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)とっとり
脱炭素技術・
産業化事業(次
世代車分野)

19,765 0 19,765 2,682 17,083

トータルコスト 29,228千円（前年度　0千円）［正職員：1.2人］
主な業務内容 委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　脱炭素の流れの中、自動車の電動化(ＥＶ(電気自動車)等への転換)が急速に進んでいる。本県は令和３年度に
「脱炭素技術研究会」を設立し、新素材開発分野、電装品開発分野の２分野でＷＧ（ワーキンググループ）を設
け、先端技術動向の共有、技術課題の洗い出し等に取り組んできた。
　これらを基盤として、本県の自動車部品・電装品産業を脱炭素型に転換させる取組を推進し、「鳥取県産業振
興未来ビジョン」の目標達成に寄与する産業に育てていく。

２　主な事業内容

　　　　　　 　 　 　  　 　  　 　  　 　  　 　 　  　 　  　 　  　 　　　　 　 (単位：千円) 

区分 内容 予算額

１ 県産デバイス実装Ｅ
Ｖ「走行・評価・改
良」プロジェクト事
業

※デバイス：
　　　機器・装置等

  県・産業支援機関・県内企業・県外ＥＶメーカー・県内運営事業者
等が共同で「県産デバイス実装ＥＶ「走行・評価・改良」プロジェク
ト」を立ち上げる。
　本事業では、県産デバイス・部材等をＥＶに実装して走行し、評価
結果を県内企業に提供することで、県内企業に効果的な改良と的確な
製品作りを促し、ＥＶ関連市場への参入を支援する。

[構成員]県内企業(次世代車ＷＧ参画企業等)・県外ＥＶメー
カー・産業支援機関・県内運営事業者・鳥取県(事務局)
等

[仕組み]①ＥＶに実装する試作品の設計・試作（県内企業）
　　　　②ＥＶへの実装・専門家評価（県外ＥＶメーカー）
 　　　 ③試作品実装ＥＶの利用者評価（県内運営事業者）
　　　　④評価分析を基に更なる改良・開発（県内企業）
[事業実施期間] 24か月（債務負担行為：令和５～６年度）
[総事業費] 　　17,600千円

14,400

２ 県内企業技術力発
揮・開発応援事業
(次世代車技術対応
枠)

  次世代車向け部品等の研究開発に係る事業可能性調査、製品化・事
業化の取組を支援する

 ＜調査支援型＞     [補助率] ２/３ [補助限度額] 1,000千円
                    [事業実施期間]  最長12か月
 ＜研究開発支援型＞ [補助率] １/２ [補助限度額] 5,000千円
                    [事業実施期間]  最長24か月

(17,500)

※県内企業技術力発
揮・開発応援事
業で計上

３ サステナブルマテリ
アル(新素材)創出支
援事業

　次世代車向け新素材部品の加工技術習得に取り組む県内企業に対し
て、国機関(産業技術総合研究所中部センター(愛知県))と連携し企業
毎に最適な研究員を派遣して支援する。

1,365

４ 次世代車・基礎人材
育成事業

　次世代車に特化した知識を習得するための連続講座を実施する。 3,000

５ 次世代車分野・事業
領域戦略調査事業

　本県の自動車部品関連産業が次世代車分野において強みを活かせる
領域を設定するため、県内関連事業者の実態調査を行う。 1,000

６ 脱炭素技術研究会
(次世代車関連ＷＧ)
運営事業

　エコカー(素材)、エコカー(電装品)のＷＧにおいて、先端技術動向
に係る情報共有、関連技術の習得・向上等の支援を行う。(各種セミ
ナー、見学会、専門家派遣等)

(2,020)

※産業未来創造事業
　で計上

合計 19,765

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　本県の自動車部品・電装品産業を脱炭素型に転換する取組を通じて、将来の本県経済の成長の軸となる産業
分野の創出につなげる。

＜取組状況・改善点＞
・脱炭素技術研究会(次世代車関連ＷＧ)参画団体数： 29企業・団体
・令和３年４月に策定・公表した「鳥取県産業振興未来ビジョン」の推進に向け、県内企業や支援機関の参画
を得て脱炭素技術研究会を立ち上げ、令和３年８月に次世代車関連のＷＧを開催したほか、個別の企業訪問
等を通じて、最新技術情報の共有や、素形材・電装品の実証研究、今後の技術開発の方向性の検討を行って
いる。

221



令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)とっとり
脱炭素技術・
産業化事業(水
素技術分野)

25,046 0 25,046 2,000 23,046

トータルコスト 32,932千円（前年度　0千円）［正職員：1人］
主な業務内容 申請相談、補助金申請受付・審査、補助金交付手続、委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　脱炭素の流れの中、水素のエネルギー活用が世界的に進んでいる。本県は令和３年度に「脱炭素技術研究会」
を設立し、その中の「水素サプライチェーンＷＧ（ワーキンググループ）」の活動を通じて基礎的知見の共有化
を図ってきた。
　これを基盤として、県内企業の水素関連技術開発等の取組を支援し、「鳥取県産業振興未来ビジョン」の目標
達成に寄与する産業に育てていく。
 ※ 水素サプライチェーン：水素供給・利活用に係る、製造から貯蔵、輸送、利用までの一貫した仕組み。

２　主な事業内容

                                                                               　　  （単位：千円） 

区分 内容 予算額

１ 水素サプライ
チェーン技術開発
推進事業

  県内企業等による水素関連技術の研究開発等を支援する。

〇水素関連技術開発支援補助金　　
[補助対象者] 脱炭素技術研究会参画企業等及び同者含む共同体
[補助対象経費]実証・プロダクト・サービス開発費（原材料費、

直接人件費、委託費、機械装置・工具器具費、シ
ステム導入費等）

[補助率] ２／３　[補助限度額] 10,000千円
[事業実施期間]   最長24か月 (債務負担行為：令和５～６年度)
[所要額]　10,000千円×２件×執行率100％＝20,000千円

〇審査会経費　　46千円

20,046

２ 脱炭素技術研究会
(水素サプライ
チェーンＷＧ)活
動推進事業

　「脱炭素技術研究会」（水素サプライチェーンＷＧ）の運営を行
うほか、水素技術に活用できる県内企業の「潜在技術調査」、本県
の水素関連産業を支える人材の育成等に取り組む。
 (１)潜在技術調査

　県内企業が有する「水素関連産業に活用可能な潜在技術」を
把握し、県内企業の水素関連産業参入を促す。

 (２)人材育成
　水素産業への参入を目指す県内企業等に対して、水素の基礎
知識から専門技術までを学ぶ連続講座を開催する。

 (３)水素サプライチェーンＷＧ運営等
　テーマ別研究会による先端技術動向に係る情報共有、関連技
術の習得・向上等の支援を行う。（各種セミナー、見学会、専
門家派遣等）

5,000 

※ ＷＧ運営経費は
産業未来創造事
業で計上  

（2,020）

合計 25,046

３　事業目標・取組状況・改善点

 ＜事業目標＞
　県内企業の水素関連技術開発等を支援し、将来の本県経済の成長の軸となる産業分野の創出につなげる。

    ＜取組状況・改善点＞
・脱炭素技術研究会(水素サプライチェーンＷＧ)参画団体数： 18企業・団体      
・脱炭素技術の中でも水素関連技術は急速に検討が進められており、県内企業の関心も高く、市場参入に向け
て水素関連技術獲得へのニーズが生まれ始めている。

・令和３年４月に策定・公表した「鳥取県産業振興未来ビジョン」の推進に向け、県内企業や支援機関の参画
を得て「脱炭素技術研究会」を立ち上げ、令和３年９月及び１０月に水素サプライチェーンＷＧを開催し
た。現在、各企業の技術課題の検証を行いつつ、水素利活用における実証研究や今後の技術開発への方向性
を検討している。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)とっとり
宇宙産業・人
材創出事業

28,500 0 28,500 8,500 20,000

トータルコスト 40,329千円（前年度　0千円）［正職員：1.5人］
主な業務内容 申請相談、補助金申請受付・審査、補助金交付手続、委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「デジタル田園都市国家構想推進交付金」充当事業】
【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　国内外で宇宙産業が大きく成長することが見込まれる中、宇宙産業創出に向けて、令和３年度に、宇宙産業に取
り組む、又は関心を有する県内企業等が参画する「とっとり宇宙産業ネットワーク」を設立した。
　これを基盤として、本県の宇宙関連産業を「鳥取県産業振興未来ビジョン」の目標達成に寄与する産業に育てて
いくとともに、「宇宙ビジネス創出推進自治体」の認定に向けた取組を進める。

２　主な事業内容

（単位：千円）

区分 内容 予算額

１ 「宇宙産業創出
ロードマップ」策
定事業

　本県の宇宙産業の創出及び「宇宙ビジネス創出推進自治体」の認定に
向けて、本県ならではの強みを活かしたロードマップを策定する。 2,000

２ とっとり宇宙産業
ネットワーク・プ
ロジェクト推進補
助金

　とっとり宇宙産業ネットワークの会員企業等が連携して行う宇宙産業
創出に資する実証プロジェクト等を支援する。

[補助対象者]とっとり宇宙産業ネットワーク会員及び会員含む共同体
※県外事業者の場合は県内への拠点開設を要件とする。

[補助対象経費]実証・プロダクト・サービス開発費（原材料費、
　　　　　　　直接人件費、委託費、機械装置・工具器具費、シ
　　　　　　　ステム導入費等）
[補助率] １／２　[補助限度額] 20,000千円
[事業実施期間]   最長24か月（債務負担行為：令和５～６年度）
[所要額]　20,000千円×２件×執行率50％＝20,000千円

20,000

３ 宇宙産業・人材育
成事業

　宇宙産業創出を支える将来人材の育成及び宇宙ベンチャー起業家育成
に取り組む。
 (1)星取県・宇宙ビジネスプランコンテスト　　5,000千円
　　県内で宇宙産業に挑む事業者(起業家)を増やすため、人材育成と
　セットにしたビジネスプランコンテストを実施する。
 (2)宇宙産業創出連続講座　　1,500千円
　　宇宙産業関連の活動者等を講師として、実践的な内容を学ぶ連続講
　座を開講する。

6,500

４ とっとり宇宙産業
ネットワーク運営
事業

　宇宙関連産業の創出に向けて、県内外の企業、教育、金融、報道機関
等が参画し、最新情報の共有、相互連携の取組を行う。

(2,020)

※産業未来創造事業
で計上

合計 28,500

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　「とっとり宇宙産業ネットワーク」の活動を通じて、宇宙関連産業を将来の本県経済の成長軸となる産業に
育てるとともに、国による「宇宙ビジネス創出推進自治体」認定を目指す。（公募時期は未定）

＜取組状況・改善点＞
・とっとり宇宙産業ネットワーク参画団体数： 41企業・団体
・本県は令和３年６月補正予算において「とっとり宇宙産業チャレンジ事業」を計上し、宇宙産業創出への取
組を本格的に開始した。

・令和３年11月には「とっとり宇宙産業ネットワーク」を設立し、引き続き参加者を募りながら、宇宙関連産
業を本県産業の成長軸の一つに位置付け、情報共有、ネットワーキング（つながる）、連携プロジェクトの検
討・実施等の取組を進めている。

・また今後「宇宙ビジネス創出推進自治体」の募集が行われる際には、認定を目指して応募することとしてい
る。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)鳥取砂丘
月面化プロ
ジェクト事業

164,599 0 164,599 164,599

トータルコスト 172,485千円（前年度　0千円）［正職員：1人］
主な業務内容 委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「デジタル田園都市国家構想推進交付金」充当事業】
【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　本県における宇宙産業の創出及び「宇宙ビジネス創出推進自治体」の認定に向けて、宇宙開発において注目度が
高まっている月面と、「月面に似た環境」と評価される鳥取砂丘の関係性（類似度や差異）をデジタル技術により
データ化するほか、疑似月面環境実証フィールドを整備して、月面環境を想定した実証の場を必要とする国内外の
企業・研究者等に提供することで、鳥取砂丘の「月面環境実証の拠点化」を目指す。
　また、当該フィールドは、建設業等の他分野へも開放し、県内産業の先端技術導入や人材育成に資する。

２　主な事業内容

（１）疑似月面環境実証フィールド整備（108,500千円）

　鳥取大学乾燥地研究センター内に月面環境を想定した「疑似月面環境実証フィールド」を整備し、県内外
の宇宙産業関連企業の実証の場とする。

（２）データ分析等（30,000千円） ※鳥取大学、研究機関、関連企業・団体等による組織に委託予定

　月面と鳥取砂丘の関係性を把握するため、ドローン等の最新技術を活用した測量により、３次元化した地
表モデルを構築して、高低差、等高とその分布を把握するとともに、砂の粒度分布や、電気伝導度などを調
査し、国内外の企業・機関等が鳥取砂丘を活用して行う様々な月面環境を想定した実証等に活用できるよう
データを比較・分析し、公開する。

　【実施内容】
・ＮＡＳＡ(アメリカ航空宇宙局)保有の月面データ等調査・翻訳
・鳥取砂丘データ調査
・月面データと鳥取砂丘データの比較・分析
・公開用デジタルデータ作成等（日本語・英語）　等

※月面と鳥取砂丘の類似性

月面 鳥取砂丘

○砂(レゴリス)が非常に細かい ○砂がきめ細かく、粒度が均質

○起伏に富んでいる
・中緯度付近（傾斜15度程度）
・極地（傾斜20度以上）

○非常に起伏に富んでいる
・西側（最大傾斜15度程度）
・(参考)馬の背（最大傾斜30度程度）

（３）実証フィールドを活用した技術開発・人材育成（26,099千円）

　疑似月面環境実証フィールドを、宇宙産業関連企業のほか、広いスペースが必要なため街中では実証が難
しい重機の遠隔操作やドローン操作など、先端技術の実証の場として広く活用し、建設業をはじめとする県
内企業への先端技術導入や人材育成に取り組む。

３　事業目標・取組状況・改善点

　＜事業目標＞
　宇宙関連分野を含む多様な分野で活用できる鳥取砂丘のデータ化及びフィールド整備を行う。
＜取組状況・改善点＞
・本県は令和３年６月補正予算において「とっとり宇宙産業チャレンジ事業」を計上し、宇宙産業創出への取組
を本格的に開始した。

・宇宙開発の舞台として月面探査への注目が高まり、民間企業等でも鳥取砂丘を月面に見立てて実証を行いたい
というニーズが高まっている。鳥取大学等とも連携し、県内外の様々な企業・研究機関が、本県をフィールド
に研究開発に取り組み交流できる環境を整えていく。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)小規模事
業者等デジタ
ル変革推進事
業

41,435 0 41,435 1,000 40,435

トータルコスト 49,321千円（前年度　0千円）［正職員：1人］
主な業務内容 申請相談、補助金申請受付・審査、補助金交付手続、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルスの影響がもたらす企業経営環境の変化に対応するには、デジタル技術を活用して業務の仕組
みを変える「経営課題の解決のためのデジタル化」をより強力に推進していく必要がある。
　本県は経営基盤が弱い小規模事業者が８割以上を占め、デジタル化が十分に進んでいないことから、小規模事業
者を中心にデジタル化投資の加速、さらにはDX導入への誘導を図り、経営力強化につなげていく。
※DX:Digital Transformationの略称。ﾃﾞｰﾀとﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術の活用で製品・ｻｰﾋﾞｽ、組織・業務ﾌﾟﾛｾｽ等を変革すること。

２　主な事業内容

（単位：千円）

区分 内容 予算額

（１）身近なデジタル化モデル事例創出

伴走型県内企業デジ
タル化・DX展開モデ
ル創出事業

　県内事業者をデジタル化・DXに誘導するため、外部専門家がデジタル
化・DX導入、人材育成ノウハウの獲得等について伴走支援を行い、モデ
ル事例を創出する。

[対象]小規模事業者のデジタル化事例創出、DXモデル事例創出

(10,028)
※県内産業基
盤・DX化事業
で計上

（２）モデル事例の横展開とデジタル化・DX導入手法支援

金融機関等連携・デ
ジタル変革推進事業

　県内事業者へのデジタル化・DX導入の働きかけを円滑に行うため、金
融機関等と連携してモデル事例の横展開を図り、事業者ごとの経営課題
に応じたデジタル化・DX導入を支援する。

・デジタル化・DX事例集の作成、連続セミナーの開催
・希望する事業者に「デジタル変革推進カルテ」を作成

2,000

（３）デジタル化・DX投資促進

カスタム型デジタル
変革推進補助金

　事業者内のDX推進人材育成を含め、事業者ごとのデジタル化・DX導入
及び機器整備等を柔軟かつ機動的に支援する。

[補助対象者] 県内に拠点を有する中小企業・小規模事業者
[補助対象経費] デジタル化・DX関連講座受講費、外部専門家活用費、

システム等利用・整備・機器導入費等
[補助率] １／２
[事業実施期間]  最長12か月（債務負担行為：令和５年度）
[補助限度額] 500千円 （補助金下限額 200千円）
[所要額] 　  500千円×50件×執行率80％＝20,000千円

(前年度からの継続分)
・県内企業・DXトライアル事業(令和３年度採択分)    2,500千円
・県内製造業・発展的DX導入事業(令和３年度採択分) 16,935千円

39,435

合計 41,435

３　事業目標・取組状況・改善点

 ＜事業目標＞
　小規模事業者を中心とする県内事業者のデジタル化投資の加速及びDX導入への誘導を図り、経営力強化につ
なげる。

　　＜取組状況・改善点＞
・事業者を取り巻く経営環境の変化に柔軟に対応するためにデジタル化・DXは欠かせない基盤であるが、全国的
にも小規模事業者等においてはデジタル化・DXによる経営変革への理解、具体的イメージ、デジタル化・DX推
進体制、技術人材等の不足等により、十分に導入が進んでいない。

・こうした状況を踏まえ、令和３年度、「小規模事業者のデジタル導入による生産性向上事業」により小規模事
業者のデジタル導入モデルを３件、「県内企業DX伴走支援事業」によりDX導入モデルを５件創出し、事例の横
展開による導入支援を行った。

・令和４年度は、「身近なデジタル化モデル創出」「モデル事例の横展開とデジタル化・DX導入手法支援」「デ
ジタル化・DX投資促進」の施策パッケージにより、小規模事業者等の「デジタル変革」を推進する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)とっとり
宿泊予報プ
ラットフォー
ム推進事業(生
産性革命)

3,200 0 3,200 1,600 1,600

トータルコスト 9,509千円（前年度　0千円）［正職員：0.8人］
主な業務内容 委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルスにより特に大きく棄損した観光産業の経営基盤を早急に強化するため、まずは宿泊業を対象
に「経営のDX」導入を進めることとし、令和３年度に、AI・ビッグデータを活用した宿泊需要予測システムである
「とっとり宿泊予報プラットフォーム」を構築した。
　この「とっとり宿泊予報プラットフォーム」を県内の宿泊事業者に展開することで、県内宿泊業の業務プロセス
改善、労務シフト管理、休館日・部屋在庫管理の最適化等を実現し、県内宿泊業のDX実装による生産性向上と経営
基盤強化を図る。
　※ AI：Artificial Intelligenceの略称。人工知能。

　※「とっとり宿泊予報プラットフォーム」
　宿泊予約データ、過去の宿泊データ、周辺エリア全体の宿泊予約データ、イベント開催情報や気象等の大規模データ
(ビッグデータ)を基に、AIを活用して、休館日の設定、労務シフト管理、部屋の在庫管理などに資する必要な予測情報を
提供できるシステム。令和３年度に、県内３旅館の協力を得て開発を行った。

２　主な事業内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 内容 予算額

「とっとり宿泊予報プラッ
トフォーム」導入推進事業

　令和３年度に開発した「とっとり宿泊予報プラットフォー
ム」の活用事例を県内宿泊事業者に展開し、利活用を促進す
る。

・「とっとり宿泊予報プラットフォーム」の操作方法や予測値
の活用事例について、各観光エリアで勉強会及び個別相談
会を開催する。

・ 上記のプラットフォームの活用を検討する宿泊事業者に対
して、既存システムとの連携方策や予測値の利活用方法を
伴走型で支援する。

3,200

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞  「経営のDX」導入により、県内宿泊業の経営基盤の強化を図る。

＜取組状況・改善点＞
・新型コロナウイルスの先を見据え、デジタル化による観光産業の生産性向上の取組として、令和３年度に
「観光DX研究会」を設置した。

・同研究会には「需要予測」「デジタル化」の２つのワーキンググループを設けており、このうち需要予測
ワーキンググループでは、ホテル・旅館の宿泊者数を施設単位で予測し、休館日の設定や労務シフト管理、部
屋の在庫管理などの適正化により収益改善を目指す「とっとり宿泊予報プラットフォーム」の開発に取り組ん
だ。

・「とっとり宿泊予報プラットフォーム」の開発には経済産業省や気象庁も加わり、宿泊者の行動に影響する
ビックデータの特定や必要となる予測値についてシステムの機能向上を進めているところである。予測値の利
用方法や生産性向上に資する活用方法の確立を進めながら、県内宿泊事業者への展開を図る。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

県内産業基
盤・ＤＸ化事
業

25,853 37,020 △11,167 10,403 15,450

トータルコスト 35,316千円（前年度　54,446千円）［正職員：1.2人］
主な業務内容 補助金申請受付・審査、補助金交付手続、委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　「鳥取県産業振興未来ビジョン」の実現に向けて、本県産業の成長軸となり得る分野への「未来への投資活動」
を本格的にスタートするに当たり、基盤の一つとなる「DX」の県内事業者への導入を推進する。
※DX：Digital Transformationの略称。ﾃﾞｰﾀとﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術の活用で製品・ｻｰﾋﾞｽ、組織・業務ﾌﾟﾛｾｽ等を変革すること。
※ICT：Information and Communication Technologyの略称。情報通信技術。
※IoT：Internet of Thingsの略称。様々なモノがインターネットに接続され、相互に制御しあう仕組み。

※ローカル５Ｇ：高速大容量等の特徴を持つ第５世代移動通信システムを個別に利用できるネットワーク。

２　主な事業内容

（単位：千円）　

区分 内容 予算額

（１）デジタル化・DX展開モデル創出と導入支援

（新）伴走型県内企業
デジタル化・DX展開モ
デル創出事業

　県内事業者をデジタル化・DXに誘導するため、外部専門家がデジタル
化・DX導入、人材育成ノウハウの獲得等について伴走支援を行い、モデ
ル事例を創出する。
[対象] 小規模事業者のデジタル化事例創出、DXモデル事例創出

10,028

実装支援体制強化事業
企業向け相談窓口の設置
・(公財)鳥取県産業振興機構に「IoT・AI導入サポートセンター(相談窓
口)」を設置する。 ※公益財団法人鳥取県産業振興機構運営事業に計上

－

（２）先端技術挑戦

（新）先端ICT利活用新
規市場挑戦支援補助金

　先端ICT技術を活用し地域の枠を超えて全国市場参入に挑戦する本県発
のシステム・サービスの開発を支援する。

[補助対象者]「とっとりDXラボ」参画事業者及び同者含む共同体
[補助対象経費]  直接人件費、開発環境経費、委託費等
[補助率] １／２　[補助限度額] 10,000千円
[事業実施期間]  最長24か月（債務負担行為：令和５～６年度）
[所要額] 　　　 10,000千円×１件×執行率50％＝5,000千円
・審査会経費　　46千円

5,046

（３）高速通信技術普及

５Ｇ等高速通信技術活
用支援事業 

　山陰地方唯一のローカル５Ｇ基地局(境夢みなとターミナル)を活用し
て、高速通信技術の普及活動等を実施する。 3,460

（４）未来人材育成

先端技術人材交流・育
成拠点化事業

　県内学術機関(大学)において、大学生を対象としたIoT人材育成プログ
ラム(セミナー、教材開発・学生向け実践展開)を実施する。 1,599

先端技術人材・IoT活用
スキル育成事業

　県内高校生等を対象とするIoTスキル向上を行う授業を外部専門家等に
委託して実施する。 1,200

IoTスキルアップチャレ
ンジ事業

　小学生から社会人までを対象に、IoT技術のすそ野を広げる技術向上挑
戦イベントを開催する。 2,220

（５）推進体制強化

「とっとりDXラボ」運
営

　「とっとりDXラボ」を通じたDX推進活動を行う。
　（DX導入・展開セミナー、総会、事例発表会等）

2,300

合計 25,853

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞　DX導入推進を通じて、県内事業者の経営基盤強化を図る。
＜取組状況・改善点＞　本県は平成29年11月に県内事業者への先端技術導入を促進する「とっとりIoT推進ラボ」
を設置し、先端ICT技術の導入支援等に取り組んできた。令和３年には「とっとりDXラボ」に改組してDX推進に比
重を移し、現在103企業・団体が参画している。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)脱炭素時
代における生
産マネジメン
ト推進事業

3,129 0 3,129 3,129

トータルコスト 9,438千円（前年度　0千円）［正職員：0.8人］
主な業務内容 委託契約事務、関係機関・事業者等の連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

  県内企業の「脱炭素経営」を進めるため、特にエネルギー消費量が大きい製造業を対象に、生産管理技術の高
度化を図る研修を実施する。
　研修を通じて、本県の「ものづくり」における生産性向上、コスト削減、省エネ・省労務化による「脱炭素
化」の実現につなげる。

２　主な事業内容

　本事業では、ものづくりにおける「カイゼン活動」で成果を挙げているトヨタ自動車(株)で開発された「TPS
（トヨタ生産管理システム）」を取り入れ、県内製造業の従業員がトヨタ自動車(株)グループのTPS指導員から直
接学ぶ、人材育成の場を提供する。
　今回は座学研修に加えて、本県では初めてとなる、公開可能な県内製造業の工場において、トヨタ自動車(株)グ
ループのTPS指導員が直接指導を行う「ベンチマーク研修」を導入する。これらの研修を通じて、製造する製品だ
けでなく、生産工程の「脱炭素化」を推進する。

※TPS(トヨタ生産システム(Toyota Production System))：トヨタ自動車(株)の生産効率化活動から生まれた生産システム
及びその手法。一般に「カイゼン運動」とも呼ばれる。

※ベンチマーク研修：自社の課題を解決する際に、外部企業等の優れた手法等を直接学び、それを自社に適合させることで
大きな改善効果に導く研修手法。

（単位：千円） 

区分 内容 予算額

１ 製造中核人材
対象ベンチ
マーク研修

○公開可能な県内製造業の工場において、トヨタ自動車(株)グループの
TPS指導員が、生産効率化の手法及びその実践を直接指導する研修を実施
する。参加者は現場で得た経験を社内に持ち帰り、自社での実践につなげ
る。

[形式] ベンチマーク方式(現地研修)
[対象] 県内製造業の中核的人材等

1,906

２ 現場社員対象
連続講座

○トヨタ自動車(株)グループのTPS指導員によるTPSの入門から実践までの連
続講座を実施する。

[形式] セミナー方式(座学研修)
[対象] 県内製造業の一般従業員等

1,223

合計 3,129

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　本県製造業の生産工程における「脱炭素化」の取組を促す。

＜取組状況・改善点＞
・令和３年４月に策定・公表した「鳥取県産業振興未来ビジョン」の推進に向け、県内企業や支援機関の参画を
得て「脱炭素技術研究会」を立ち上げ、このうち次世代車関係については、エコカー(素材)、エコカー(電装
品)の２つのワーキンググループを設置し、最新技術情報の共有、素形材・電装品の実証研究、今後の技術開発
の方向性の検討を行っている。

・生産工程の脱炭素化は「脱炭素技術研究会」の検討テーマの一つであり、我が国最大の製造業企業であるトヨ
タ自動車(株)グループのTPSの直接指導を受けることで、生産性向上を通じた「脱炭素経営」の定着を目指す。

228



令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

(新)異分野交
流型新産業創
出事業

2,000 0 2,000 1,000 1,000

トータルコスト 4,366千円（前年度　0千円）［正職員：0.3人］
主な業務内容 委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　本県産業の成長軸となる産業分野は、新規分野への挑戦だけでない。既に県内にある産業・技術も、新たな刺
激を受けることで、より大きく成長し、さらなる進化を遂げる可能性を有している。
　これらの県内の特色ある産業・技術の新たな進化・展開を促すため、県内外の様々な産業・技術等同士の「異
分野交流」の仕組みを構築し、産業・技術間の新たな出会いと協業の推進を通じて、新たな産業の創出を図る。

２　主な事業内容

　産業・技術間の異分野交流プラットフォーム「とっとりインダストリーMix」を構築・運営する。
（１）チャットツール（会話・対話システム）を活用したインターネット上の交流の場

（２）定期的な展示発表会による直接交流の場

　この二種類のプラットフォームにより、産業・技術間の新たな出会いを創出する。

（単位：千円）　　

区分 内容 予算額

異分野交流「とっ
とりインダスト
リーMixオンライ
ン」構築事業

　インターネット上に参加者同士が交流できるチャットツール等を使用し
て異分野交流プラットフォームを構築し、情報交換・協業を促進する。

※ツールは無料使用できるものを使用する。
 ・プラットフォームの管理運営
　（運営、利用者管理、定期的な情報提供等)

1,000

異分野交流「とっ
とりインダスト
リーMix展示発表
会」実施事業

　オンライン活動の報告及び直接交流の場として、「とっとりインダスト
リーMix展示発表会」を開催する。 1,000

合計 2,000

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞  「とっとりインダストリーMix」参加者数：50人

＜取組状況・改善点＞

・本県には既に多くの特色ある産業・技術があり、またそれぞれ大きな成果を創出しているものもある。これ
らの分野の独自の取組に加え、新たに産業・技術間の出会いの場を設けることで、それぞれの分野のさらなる
新展開につなげることを目指す。

　　（本県の特色ある産業・技術の例）
氷温技術、キノコ遺伝資源、乾燥地研究、キチンナノファイバー技術、ファインバブル技術、木材圧密加工技
術等
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

<雑入>オープンイノ
ベーション新
事業創出事業

13,200 10,000 3,200 5,000 3,000 5,200

トータルコスト 18,720千円（前年度　15,545千円）［正職員：0.7人］
主な業務内容 関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　オープンイノベーション手法を用いた新製品・ビジネスモデル開発を支援するため、「事業変革意欲の高い県
内企業」と「新たな技術・アイデアを有する企業（革新的ベンチャー(新興企業)）等」とのマッチング・連携に
よる新事業創出推進に向けて、協業チームづくりから実証・事業化までのサポートを行う体制を（公財）鳥取県
産業振興機構に構築する。
※オープンイノベーション：製品開発・研究開発などにおいて、自社以外の組織・機関が持つ知識や技術等を取り込んで、イノベーション

                         （革新的な事業）や新たな市場を生み出していく手法。

２　主な事業内容

[委託先：（公財）鳥取県産業振興機構]  （単位：千円）  

区分 内容 予算額

オープンイノベーションコー
ディネーターの配置

　各企業の連携・融合・事業化サポートを行う「オープンイノベー
ションコーディネーター」を(公財)鳥取県産業振興機構に配置す
る。（１名）

6,045

オープンイノベーションの推
進に係る研究会等の実施

　プロジェクト構築・推進に向けた研究会、県内企業への事例の横
展開やマッチングを促進する交流会、事例発表会等を実施する。 1,962

新たな技術・アイデアを有す
るベンチャー企業等の情報収
集

　様々なチャンネルを通じて、県内企業との協業による革新的な事
業創出の可能性を有する県内外のベンチャー企業等の情報を収集す
る。

1,993

（臨）「オープンイノベー
ションフォーラム」の開催
(県実施)

　地域において新たな商品・サービスが生まれ続ける「地域型イノ
ベーションの好循環創出」をテーマに、県内で進められている好循
環創出の取組や本県ゆかりの起業家、事業事例を一堂に集めて発信
するフォーラムを開催する（自治総合センター助成金を活用）。

3,200

合計 13,200

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞ マッチング又はプロジェクト組成件数：３件

＜取組状況・改善点＞
 ・本事業により配置したオープンイノベーションコーディネーターを中心として、県内における新事業展開意欲

の高い企業の掘り起こし、課題・シーズの分析サポート等は順調に進めている。
 ・事業初年度の令和３年度は新型コロナウイルスの影響もあり、本事業での直接の成果は未創出だが、県・鳥取

県産業振興機構が関わるオープンイノベーション事例は数件生まれている。
 ・今後は、現在オンラインが中心となっている革新的ベンチャー企業等の情報収集について、展示会やイベント

等への参加も含めた活動を強化するほか、県の直接執行による事例発信・マッチングの場の設定により、協業
による新事業案件創出に向けた取組を加速化させていく。

230



令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

創薬のゆりか
ご形成事業

17,334 16,026 1,308 17,334

トータルコスト 23,643千円（前年度　22,363千円）［正職員：0.8人］
主な業務内容 補助金申請受付・審査、補助金交付手続、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　鳥取大学発の染色体工学技術等を活用して創薬及び創薬支援の事業化に取り組む中小企業及び新たに創薬に取
り組む県内企業の事業化を支援することにより、バイオ・創薬関連産業の創出を図る。

２　主な事業内容

・鳥取大学発の染色体工学技術等の研究成果を活用して事業化に取り組む認定事業者及び県内に事業所を持ち、
創薬に繋がる研究開発を行う企業に対して研究開発等の支援を行う。
※認定事業者･･･染色体工学技術及びその研究成果を活用して、新しい製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組
               む中小企業者等で、本県におけるバイオ産業の創出に資すると県が認定した者。

　　　               現在の認定事業者：(株)ジーピーシー研究所、(株)トランスクロモソミックス

・補助金募集を隔年交互化  事業完了後の成果検証等に注力する時間を確保するため、 スタートアップ 支援型 、
ステップアップ 支援型 を 隔年交互 に 新規募集 する 方式 に 変更する。

　　　　　 　 　  　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　  　 　  　 　           （単位：千円）

区分 内容 補助率
(補助限度額)

予算額

 バイオ・創薬企業スタートアップ支援型
　認定事業者及び県内に事業所を有し創薬及び創薬に繋がる研
究開発を行う企業の事業化の初期立ち上げを支援する。(１企
業２回まで)

 　[事業実施期間] 最長12か月
　（新規分）10,000千円×１件×執行率50％＝ 5,000千円
　          (債務負担行為：令和５年度)

２／３
(10,000千円) 5,000

１
バイオ・創薬
イノベーショ
ン支援補助金

 バイオ・創薬企業ステップアップ支援型
　認定事業者及び県内に事業所を有し創薬の事業化を目指す企
業の研究開発を支援する。
なおスタートアップ 支援型 、 ステップアップ 支援型 を 隔年交

互 に 新規募集 する 方式 に 変更 することから 、 令和 ４ 年度 は 新規
募集 は 行 わない 。

　 [事業実施期間] 最長２か年度
　（継続分）10,000千円（令和３年度採択分：１件）

１／２
(10,000千円)

10,000

２

バイオ産業支
援資金(企業
自立サポート
事業)

　認定事業者に低利融資を実施するため、金融機関に利子補給を
行う。
　[事業実施期間] 最大15年(据置３年以内) [利率] 年1.43％
　[融資限度額] 　１億円  (新規１件分)

－ 970

３
バイオ産業支
援資金利子補
助金

　バイオ産業支援資金を利用する認定事業者に対し、支払利子の
一部を支援する。
　[事業実施期間] ５年間(60月) (新規１件分)
　　　　　　(債務負担行為：3,235千円(令和５～９年度))

0.7％ 700

４
バイオフロン
ティア施設利
用料補助金

　とっとりバイオフロンティアに新規入居する認定事業者に対
し、借室料の一部を支援する。
　[事業実施期間] ３年間(36月)  (新規１件分)
　　　　　　(債務負担行為：1,824千円(令和５～７年度))

１／２ 608

５ その他 　認定事業者審査会及び補助金審査会経費 － 56

　　合計 17,334

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞　本県発の染色体工学技術等を活用して、バイオ・創薬関連産業の創出を図る。
   ＜取組状況・改善点＞
　 ・鳥取大学の染色体工学技術を核とする研究開発が進み、とっとりバイオフロンティア入居企業において創薬支援

ツールの製品化、業務提携、共同開発、ベンチャーキャピタルによる出資などの動きが活発化している。
　 ・染色体工学技術は、当初想定されていた創薬支援ツール分野に加え、バイオ医薬品(抗体医薬品)分野、遺伝子・

再生医療分野への展開も図られており、とっとり創薬実証センターでの創薬化も期待されている。引き続き各企
業の取組を支援することで、バイオ関連産業の創出及び集積を図っていく。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　２項　工鉱業費  産業未来創造課 （ 内線 ： ７６６３ ）
　　２目　中小企業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

とっとりバイ
オフロンティ
ア管理運営事
業

168,421 91,973 76,448 168,421

トータルコスト 176,307千円（前年度　99,894千円）［正職員：1人］
主な業務内容 事業計画書及び報告書の審査、業務報告書の確認、指定管理料支払手続、施設設備管理等
工程表の政策内容 鳥取県の未来を支える新産業の創出

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　指定管理により、鳥取大学の染色体工学技術等を活用したバイオ産業の創出を目的として設置した「とっとり
バイオフロンティア」の管理運営を実施する。
　また、平成23年度の開設から10年を経過し設備の老朽化が進んでいることから、施設の魅力を維持していくた
めにも主要機器の更新を行い、新たな研究促進を支援する。

（施設概要） 開設　　  平成23年４月26日
所在地    米子市西町86番地(鳥取大学米子キャンパス内)
構造       鉄骨造３階建　延面積 約1,260.84㎡
主な施設  １階 研修室、オープンラボ
          ２階 管理室、共同実験室(機器分析、細胞実験、遺伝子実験)
          ３階 実験室、居室、動物飼育室
実験機器  染色体解析専用顕微鏡、共焦点顕微鏡、遺伝子抽出装置、超遠心分離機等

２　主な事業内容

（１）指定管理者　　　（公財）鳥取県産業振興機構
（２）指定管理期間　　平成31年４月１日～令和６年３月31日（５年間）　

（３）予算額　　　　　168,421千円
　　①指定管理料　                     　　　　 　 88,503千円
   　  (参考：５か年間の委託料総額 447,710千円。平成30年２月議会で債務負担行為設定済。)

　　②鳥取大学への賃借料（バイオフロンティア底地）　  440千円
　　③指定管理施設運営評価委員会の開催（中間評価）　　 37千円
　　④実験機器整備事業                             79,441千円
　　　・共焦点顕微鏡(１台)、セルアナライザ(１台)、オートクレーブ(７台)他

３　事業目標・取組状況・改善点

　＜事業目標＞
　とっとりバイオフロンティアの適切な管理運営により、鳥取大学の染色体工学技術等を活用したバイオ産業
の創出を促進する。

　＜取組状況・改善点＞
・とっとりバイオフロンティアは令和３年度で開設から10周年を迎えた。開設以降、バイオ関連企業４社が誕
生し、雇用も生まれ、本県に「バイオ関連産業」が創出された。平成30年４月には隣接地にとっとり創薬実
証センターが開設されるなど環境も整い、入居・卒業企業の中には大手企業から出資等を受けるものも生ま
れている。

・とっとりバイオフロンティアの入居状況（令和４年１月末現在）
　１階　オープンラボ（染色体工学共同研究拠点）　１／１室
　３階　貸居室　４／４室、貸実験室　４／４室、貸動物飼育室　４／４室
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  企業支援課 （ 内線 ： ７６５８ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）ポスト
コロナを見据
えた商店街等
新展開支援事
業

41,160 0 41,160 20,580 20,580

トータルコスト 45,103千円（前年度　0千円）［正職員：0.5人］
主な業務内容 商工団体との調整、補助金業務 委託契約業務、受託者との連絡調整   
工程表の政策内容 商業・サービス業の活性化（まちなか振興・商店街の活性化）

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　ポストコロナを見据えて地域の商店街や商業・サービス業等が新たな需要を獲得していけるよう、デジタルツー
ルを戦略的に活用するなど商店街や複数の事業者等が行う新たな時代のニーズに対応した地域振興イベントや需要
喚起に繋がる取組を支援する。

２　主な事業内容

（単位：千円）

区分 内容 予算額
商店街等新展開支援
事業補助金  

　商店街や複数の事業者等が行うコロナ後の新たな需要獲得に繋がる先駆的な
地域振興イベント及び需要喚起の取組を支援する。（令和４年度限り）
【対象事業者】

商店街組織等や複数の事業者により構成されるグループ
【対象事業】

新たな時代のニーズに対応した地域振興イベント及び需要喚起に繋がる取
組等（審査会形式で対象事業を採択する）
［コロナ後を見据えた事業モデル(例)］
・商店街イベントで地元の農産物や水産物の生産者がLive配信でPRする
　などデジタルを活用して現地と商店街を繋ぐハイブリッドな青空市の
　開催　等

【補助対象経費】
地域振興イベント及び需要喚起に繋がる取組に要する経費
※クラウドファンディングを活用する場合はその手数料も対象とする。
　ただし、プレミアム商品券に係る経費は対象外とする。

【補助率・補助上限額】
　補助率２／３、上限額1,000千円　

 35,000

商店街等デジタル活
用強化支援事業

　デジタル活用に意欲のある商店街等を対象として、専門事業者が伴走支援し
ながらデジタルを活用して戦略的に情報発信し、新たな需要獲得に繋げていく
とともに、その効果を分析し、その結果を他の商店街等にも横展開を図ってい
く。（令和４年度限り）
【委託業務の概要】
　　戦略的なデジタル広報等に係る伴走支援及び効果等分析業務
  ・商店街事業者、商工団体職員等へデジタルツールを活用した情報発信スキ
　　ルの向上支援
　・商店街等事業者グループが行うイベントに係る広報戦略の伴走支援及び効
　　果等の分析
　※プロポーザルにより委託業者を選定

　 6,160

合　計 41,160

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
地域の商店街等が展開するデジタルツールによる需要喚起及び地域活性化イベント等を支援し、持続可能な新
たに時代のニーズに対応したイベント事業等に繋げる。

＜取組状況・改善点＞
令和２年度事業「地域で頑張るお店事業補助金」では、事業数は140件及び880以上の事業者がイベント、商品
券、スタンプラリー等の事業を実施し一時的な需要喚起に一定の効果があった。
長期化するコロナ禍により、日常の生活様式、価値観が変容していく中で、商店街等の地域の商業・サービス
業を持続可能なものとするためには、その変容したニーズを把握しながら変化に対応していく必要がある。
まちなか振興ビジネス活性化支援事業において、少子・高齢化等の地域課題の解決に資する環境整備及び出店
促進を図ってきたが、令和４年度は、地域課題にデジタル化、地産地消を追加するとともに、新たなイベント
等の取組も補助対象に加え支援を拡充する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  企業支援課 （ 内線 ： ７６５８ ）
　　３目　金融対策費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）ポスト
コロナに向け
た資金繰り支
援事業

16,249 0 16,249 16,249

トータルコスト 20,192千円（前年度　0千円）［正職員：0.5人］
主な業務内容 制度創設・改正検討 利子及び保証料補助金交付事務 融資相談、制度内容紹介  
工程表の政策内容 資金調達の円滑化（機動的な金融支援）及び再生支援

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、県内中小事業者等の新たな資金需要に対応する必要がある
ことから、最長５年間元本返済不要の期日一括返済型の資金を創設し、県内中小事業者等の経営安定化等に要する
資金調達を支援する。

２　主な事業内容

　最長５年間元本返済不要の期日一括返済型の資金（経営安定事業継続支援資金）を創設し、返済負担軽減を図り
ながら新たな資金需要に対応するとともに、無利子無保証料融資（新型コロナウイルス感染症対応地域経済変動対
策資金）等の借入金に対しては、金融機関等へ返済緩和等柔軟な条件変更対応を促し、県内中小事業者等の事業継
続を支援する。

【資金概要】

融資対象者

　次の全てに該当する県内中小企業者等
　・コロナ前（令和２年１月以前）と比較し、最近３ヵ月間又は直近決算期の
　  売上高又は営業利益が減少しているもの。
　・同一事業の業歴が１年以上で、１期以上の決算を行っているもの。
　・経営改善計画を作成し、その実現が見込まれるもの。

資金使途 　運転資金
融資上限額 　3,000万円
融資期間 　５年以内
融資利率 　1.80％
保証料率 　0.23％～0.68％
償還方法 　期日一括返済
発動時期 　令和４年４月１日から令和５年３月31日保証申込受付分まで
融資枠 　30億円

３　事業目標・取組状況・改善点

 ＜事業目標＞
コロナ禍による県内中小企業者等を取り巻く環境変化に応じ、資金需要に的確に対応した資金創設等により円
滑な資金調達を支援する。

＜取組状況・改善点＞
新型コロナウイルス感染症に対する県内中小企業等への影響の長期化を踏まえ、市町村と協調しながら無利子
無保証料融資の申込期間を令和３年度末まで延長し支援を行ってきた。

　　（融資実績）　R１年度：188億円　（うちコロナ融資    41億円）
　　　　　　　　  R２年度：1,900億円（うちコロナ融資　1,687億円）
　　　　　　　　　R３年度（R3.12末時点）：237億円（うちコロナ融資　198億円）
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  企業支援課 （ 内線 ： ７６５８ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）戦略的
事業承継推進
モデル構築事
業

10,640 0 10,640 3,251 7,389

トータルコスト 14,583千円（前年度　0千円）［正職員：0.5人］
主な業務内容 関係機関との連絡調整、委託契約事務、関係機関・事業者等との連絡調整等
工程表の政策内容 中小企業の事業継続

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　戦略的な事業承継推進を図るため、地域単位の面的な視点で支援機関が相互に連携しプッシュ型支援する取組を
試行するとともに、後継者不在事業者の情報をオープンにして起業希望者とマッチングする取組の実証を行い、鳥
取県独自の事業承継推進体制モデルを構築する。

２　主な事業内容

（単位：千円）

区分 内容 予算額

１ 中山間地域の持続
に向けた事業承継
推進モデル構築事
業

　中山間地域の地域単位で支援機関が連携したチームによる事業承継支援
を試行、先導的な事業承継推進体制モデルを構築し全県展開する。
※鳥取県商工会連合会が連絡調整・体制運営を実施するために交付金によ
り支援

※事業期間２～３年間を予定
（１）事業承継支援チームによるプッシュ型支援の実施
　　市町村・圏域など地域単位で商工団体、金融機関、市町村、専門支援
　機関等関係機関によるチームを結成、事業者へプッシュ型で支援する。
　（状況把握・分析、ケース会議開催、事業者への働きかけ・支援）
（２）報告書の作成
　　連携支援体制、方策、流れ等を報告書として取りまとめ、県全体の事
　業承継推進のロールモデルとして活用する。

7,389

２ 「起業型」事業承
継推進モデル構築
事業

　既存の県内事業者の経営資源を活用した起業を支援する仕組みを構築す
るため、民間サービスと連携したマッチングの取組について実証を行う。
（１）民間プラットフォーム活用による経営資源承継マッチングの実証
　　民間プラットフォームと連携し、後継者不在事業者の情報をオープン
にして全国の起業希望者とのマッチングを行う実証事業を３件程度実施
する。（Webサイト開設・広報活動など）

（２）IJUターン起業人材発掘プログラム
　首都圏在住者の県内後継者不在事業者への訪問ツアー、首都圏での
「事業リノベーション(再構築)ワークショップ」を実施する。

3,251

合計 10,640

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
県内事業者の事業承継のための取組を支援し、県内産業の持続的発展を図る。

　　＜取組状況・改善点＞
国が平成27年度に設置した鳥取県事業承継・引継ぎ支援センター（（公財）鳥取県産業振興機構が受託）を中
心に支援機関で連携してマッチング等支援を実施、これまで758件の相談を受け付けうち106件が成約してい
る。（令和３年12月末時点）
平成30年８月には、産業支援機関・商工団体・金融機関・市町村・大学・県立ハローワーク・ふるさと定住機
構等関係37機関で「鳥取県事業承継ネットワーク」を構築、連携・情報共有を図っている。
後継者不在事業者の情報を公開して起業希望者とつなぐ取組の推進により、既存経営資源を活用した起業を県
内に普及し、IJUターン希望者の「移住起業」にもつなげていく。
令和３年度は県内の全事業者を対象にアンケート調査を実施したところ。当該調査結果を踏まえながら、地域
ごとに企業の状況を把握して戦略的に承継支援を行うプラットフォームを確立し、ロールモデルとして県下全
域に展開して県全体の事業承継を推進する。

235



令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  企業支援課 （ 内線 ： ７６５８ ）
　　３目　金融対策費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）【ＳＤ
Ｇｓ企業認
証】持続可能
な企業経営金
融支援事業

14,261 0 14,261 14,261

トータルコスト 18,204千円（前年度　0千円）［正職員：0.5人］
主な業務内容 制度創設・改正検討 利子及び保証料補助金交付事務 融資相談、制度内容紹介  
工程表の政策内容 資金調達の円滑化（機動的な金融支援）及び再生支援

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　都道府県レベルで全国初となる「SDGs企業認証制度」の発足を契機として、県内企業の認証支援を行うための体
制を整備するとともに、県内企業によるSDGs経営転換に向けた取組支援を行い県内企業の価値向上を図っていくた
め、資金繰りの面でも、超長期の新規需要開拓設備資金に「SDGs特別枠」を新設し、当初５年間の利率を引下げ
（1.43％→１％）、資金繰り負担を軽減する。

２　主な事業内容

新規需要開拓設備資金「SDGs特別枠」の新設

【SDGs特別枠の概要】
新規需要開拓設備資金（現行） SDGs特別枠（追加）

融資対象 新設、拡張、更新、維持補修、省力化な
どのための設備投資に取り組む者

県版SDGｓ企業認証を取得し、認証に基づき企
業経営に取り組む者

資金使途
設備資金、運転資金（設備資金に係る事
業実施のために必要となるもの）

認証に基づき取り組む事業に必要となる設備資
金、運転資金（設備資金に係る事業実施のため
に必要となるもの）

融資限度額 保証協会の定めるところによる。 同左
融資期間 20年以内(据置３年(特例５年)以内） 20年以内（据置５年以内）

融資利率

区分 10年以内 10年超
通常利率 1.66％ 1.87％
特別利率 1.43％ 1.60％

※特別利率の対象は、産業成長応援条例
の重点分野（観光、インバウンド
等）、業態転換等

10年以内 10年超
当初５年 1.00％

６年目以降  1.43％  1.60％
※当初５年間は融資利率引き下げ

保証料率 0.23～0.68％ 同左
融資枠  36億円  15億円

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
SDGs経営への展開を図るための取組に要する資金繰りを支援し､県内中小事業者等の価値向上に繋げる。

＜取組状況・改善点＞
令和２年９月に募集開始した｢とっとりSDGsパートナー登録制度｣について､414社が登録している(R3.12末時
点)。
令和３年６月に県内金融機関や商工団体､学術機関等を構成メンバーとする制度検討会を設置した。同検討会
により検討着手した｢県版SDGs企業認証制度｣について､令和４年４月からの本格運用を目指し、パイロット事
業｢SDGs企業認証パイロット｣を実施中である（21社が参加中）。

　　【SDGs企業認証制度の検討案】
　　　（目的）SDGs経営の見える化等により､取組内容のさらなる推進､ひいては企業価値向上を目指す
　　　（対象）県内事業者（営利事業を営む者）
　　　（認証）｢環境｣｢社会｣｢経済｣の３側面の取組状況を総合的に審査し､認証基準を満たす事業者を認証
　　　（その他）小規模事業者でも取り組み易い仕組みのほか､認証事業者へのインセンティブ導入　等
　　【SDGs企業認証制度の発足スケジュール(予定)】
　　　R４.１～３　   パイロット事業の実施（専門家による伴走支援､情報発信等の実施）
　　　R４.４～　　　 SDGs企業認証制度の本格運用開始
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  通商物流課 （ 内線 ： ７６５９ ）
　　２目　商業振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）国際航
空貨物ルート
構築推進事業

10,000 0 10,000 10,000

トータルコスト 18,675千円（前年度　0千円）［正職員：1.1人］

主な業務内容 国際航空貨物輸送における関係機関との協議、事前準備 国際航空貨物輸送に係る調査、事前準備 国際航空貨
物トライアル輸送の実施、検証  

工程表の政策内容 -

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　県内企業の製造品や県産品を迅速かつ高品質に国外輸送するなど、県内空港を国際物流のゲートウェイとして
発展させるとともに、県内企業の国際競争力強化を図ることを目的として、検討会及び国際航空貨物の実証実験
を行う。

２　主な事業内容

（単位：千円） 

区分 内容 予算額

（１）県内空港を活用
した国際航空貨物実証
実験検討会の開催

　県内空港発着の航空路線活用による新たな国際物流ルートについて、運
航会社、荷役会社、荷主、経済団体及び行政等にて、航空貨物の専門家等
から意見聴取しながら、実証実験事業（ルート決定、運用方針等）につい
ての検討会を開催する（２回）。

1,200

（２）県内空港を活用
した国際航空貨物の実
証実験事業

　県内空港を利用した国際航空貨物輸送の現況や荷主の貨物利用ニーズの
把握及び県内空港を活用した新たな物流ルート（物流時間、輸送状況等）
について検証するため、国際航空貨物トライアル輸送を実施する。

＜国際航空貨物トライアル輸送＞
　・委託先　：国際航空貨物を専門に扱う物流業者等
　・委託内容：トライアル輸送の実施、結果検証及び報告書作成（荷役関
　　　　　　　係の必要事項、空港設備や荷姿等の輸送に関する環境・課
　　　　　　　題、通関手続き、リードタイム　等）
　・実施時期及び事業例（案）
　　上海・香港便の運航再開後（各便１回実施（想定））

8,800

合計 10,000

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　県内空港発着の国際定期便の再運航以降、当該便を活用した新たな物流ネットワークの構築を図る。
　　※県内企業のニーズ等の情報を収集しつつ、県内空港発着の国際定期便就航に合わせて国際航空貨物トライ
　　　アル輸送を行い、新規の国際航空貨物ルート構築に向けた検証を行う。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  通商物流課 （ 内線 ： ７６５９ ）
　　４目　貿易振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

デジタルグ
リーン物流推
進支援事業

5,500 2,500 3,000 2,750 2,750

トータルコスト 11,809千円（前年度　5,668千円）［正職員：0.8人］
主な業務内容 補助金事務
工程表の政策内容 「新しい生活様式」に対応した物流改善の取組みの推進

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナ感染症の影響により加速化された社会変容に対応するため、荷主企業や物流事業者等による物流自
動化・非接触化などのデジタル化、脱炭素社会に向けた物流効率化や燃費向上などのグリーン化への取組を支援
する。

２　主な事業内容

（１）デジタルグリーン物流の推進に係る事例発表会（500千円）
　デジタル化やグリーン化の観点から県内企業の物流改善を促進するため、最新のデジタル物流に関する事例
や県内のグリーン物流の取組事例の発表会を行い情報共有する。

　　［テーマ(想定)］・ドローン活用による新しい物流動向
　　　　　　　　　　・DX活用による物流「見える化」の取組
　　　　　　　　　　・物流拠点の有効活用（デジタル活用）方法 　　等

（２）デジタルグリーン物流推進補助金（5,000千円）

区分 対象事業 補助率

（新）
 実証モデル支援

　無人航空機(ドローン)活用による新しい物流網構築など、コロナ後の
デジタル・グリーン物流の先駆けとなるモデル事業の実証等の取組。

 [補助対象者]物流事業者・荷主企業・自治体等の複数団体で構成する
             グループ
　＜例＞一般・医療物資等のラストワンマイル(配送先にモノが到達する
　　　　最終接点)でのドローン輸送実験・実証　等

２／３

[補助上限額]
2,000千円

 改善モデル支援
　先端技術活用による物流デジタル化や、トラック運行時間削減やモー
ダルシフト(※)等の脱炭素化（グリーン化）により物流改善の取組。

 [補助対象者]物流事業者・荷主企業等又はそれらで構成するグループ
 　＜例＞・IT機器導入による出荷・配送・在庫作業の効率化
　　　　 ・運送事業者と荷主のシステム連携による物流改善
　　　　 ・AI等先端技術活用による配送効率化による脱炭素化 等

１／２

[補助上限額]
1,000千円

(※)モーダルシフト…トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい運搬方法（列車、
　　　　　　　　　　貨物船等）に転換すること。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　　　物流改善に取り組む県内企業を支援し、生活･産業を支える重要インフラである物流機能の維持向上を図る。

＜取組状況・改善点＞
・令和３年より、新型コロナウイルス感染症予防に対応した物流のデジタル化による物流自動化や効率化を目指
　す荷主企業及び物流事業者の取組を支援してきた（令和３年度：４社支援）。
・令和４年度は、デジタル化やグリーン化による物流改善への取組支援を加速化させつつ横展開を図り、先端技
　術活用による地方特有の物流課題への取組についても支援対象とする。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  通商物流課 （ 内線 ： ７６５９ ）
　　４目　貿易振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

<雑入>（新）ハイブ
リッド型海外
需要獲得強化
事業

13,000 0 13,000 5,000 8,000

トータルコスト 16,943千円（前年度　0千円）［正職員：0.5人］

主な業務内容 ライブコマース海外テストマーケティング事業の実施、海外市場オンラインビジネス視察、バーチャル鳥取県
ショールームの開設及びハイブリッド型マッチング商談会の実施に係る委託業務

工程表の政策内容 海外需要の獲得

事業内容の説明

１　事業の目的、概要

　オンラインとリアルを効果的に組み合わせたハイブリッド型の支援手法により、独立行政法人日本貿易振興機
構（以下、ジェトロ）や一般財団法人自治体国際化協会（以下、クレア）などの支援団体と連携しつつ、県内企
業のニーズや経営状況に合わせた伴走型支援を行う。

２　主な事業内容

（１）海外市場オンラインビジネス視察（1,000千円）
　ジェトロやクレアの海外ネットワークを活用（海外駐在員による現地リポート等）して、オンライン上で現
地市場を視察を行う。コロナ禍で海外渡航が制約される中、県内企業に対して映像と音声で海外市場について
情報提供する。[想定:２カ国・地域]

（２）ライブコマース(※１)海外テストマーケティングの実施（4,000千円）
　国内外で急速に成長しているライブコマースは、海外消費者の反応を直接把握できる有効な手法であること
から、県内企業の関心の高い成長市場にて、越境ＥＣ(※２)と組み合わせてテスト販売や市場調査を実施す
る。[想定：２カ国・地域、県内企業15社程度]

(※１)ライブコマース･･･インターネット上の動画配信。商品紹介と販売を組み合わたテレビショッピングに似た手法。
(※２)越境ＥＣ･･･インターネット活用による日本国内から海外に向けた商品販売（電子商取引）のこと。

（３）バーチャル鳥取県ショールームの開設（3,000千円）
　海外の商社・バイヤー・輸入事業者等を対象として、海外展示会でのブース展示をイメージしたウェブ
サイトに誘導し、具体的な商談やマッチングにつなげるため、オンライン上に県内企業の商材をとりまと
めて掲載するバーチャル鳥取県ショールームを開設する。

[イメージ図]　

（４）ハイブリッド型マッチング商談会（5,000千円）
　(３)のバーチャル鳥取県ショールームに、オンライン商談や対面(リアル)商談も組み合わせ、医療・健康や
食品等分野別の県内企業団と海外バイヤーとの具体的な商談・成約につなげる。
[海外バイヤーの招へい(想定：２カ国・地域)、対面商談会の実施等]

　 ※(１)(３)(４)の事業は(公財)鳥取県産業振興機構とっとり国際ビジネスセンター(以下、国際ＢＣ)に委託し
　　 て実施する。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
 ・オンラインと対面を効果的に組み合わせた「ハイブリッド型」海外販路開拓手法により県内企業の海外展開の

段階に応じてコロナ禍及びコロナ後の外需獲得を促進していく。

＜取組状況・改善点＞
・コロナ禍による海外渡航制限がはじまった令和２年度当初から、いち早くオンラインでの海外展開支援に取り
組み、ノウハウを蓄積しており成果が出始めている。
≪国際ＢＣによるオンライン海外展開支援≫オンライン商談専用ルーム（通信・映像・音響）の提供、
                                        コーディネーターによる通訳・商談サポート等の各種支援
≪オンライン商談実績≫商談：140件(208件)、成約：40件(38件)、成約額：約130,000千円(約50,000千円)）

　　　　　　　　　　   〔R３年12月現在。（　）内はR２年度実績〕
 ・コロナ後も見据えて、オンラインとリアルを効果的に組み合わせて活用するハイブリッド型での支援手法を進
　 化させつつ、交流地域や支援団体と連携して県内企業の外需獲得支援を強化する。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
５款　労働費
　１項　労政費  雇用政策課 （ 内線 ： ７２２９ ）
　　１目　労政総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

アフターコロ
ナ企業・雇用
サポートチー
ム活動推進事
業

6,963 2,113 4,850 6,963

トータルコスト 11,695千円（前年度　3,697千円）［正職員：0.6人］

主な業務内容 サポートチームへの専門家派遣に係る調整 相談窓口体制強化に係る調整・委託事務 相談窓口・各種支援制度
等の普及啓発委託業務 雇用シェアに係る事例発表会企画・運営 雇用シェアに係る専門家派遣調整・委託事務

工程表の政策内容 ―

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　アフターコロナを見据えた企業・雇用サポートチームの活動推進、相談窓口の体制及び普及啓発の強化、雇用
シェア（在籍型出向）の促進により、県内企業の雇用の維持・安定化及び人材活用につなげる。

２　主な事業内容

　　　 　 　　 　 　　　 　 　　　　　 　　 　 　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 内容 予算額
企業・雇用サ
ポートチーム

　「新型コロナウイルス対策　企業・雇用サポートチーム」の活動を進める。
・サポートチーム会議で専門家が労務管理、法的取扱いについて専門的知見に
より助言を行う

・必要に応じて専門家が支援企業への訪問に同行する　等

300

相談窓口体制強
化

　新型コロナの影響の長期化、関係機関との連携により労使双方からの労働相
談の増加が見込まれることから、臨時的に鳥取県中小企業労働相談所「みなく
る」に相談員（１名）を増員し、相談窓口体制を強化する。

3,491

相談窓口普及啓
発

　県立ハローワーク「ささえあい求人・求職マッチング特別相談窓口」、みな
くる等の雇用労働に係る相談窓口・各種支援制度等について普及啓発を行う。

2,124

雇用シェア（在
籍型出向）

　企業間の「雇用シェア（在籍型出向）」を進めることで、県内企業の雇用安
定化及び人材育成や企業成長を図る。
・出向の制度概要・労務管理手法・取組事例を普及啓発するセミナーの開催
・県内企業間の出向モデル支援（出向契約締結に係る支援／専門家派遣）
・国、県立ハローワークと連携したマッチング支援

1,048

合計 6,963

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
・離職者の円滑な再就職支援及び労働相談窓口の強化により、県内企業の雇用維持・安定化、働きやすい職場環

境づくりを促進する。
・国、県立ハローワークと連携し、県内での雇用シェア（在籍型出向）の事例を増やすことで、企業の攻めの人

材活用を促進する。

＜取組状況＞
・新型コロナの影響による県内の解雇・雇止めの人数は764人（R4.1.21時点）。県内のR３年12月の有効求人倍率

は1.33倍、正社員有効求人倍率は1.16倍である。県では、「新型コロナ対策企業・雇用サポートチーム」によ
りこれまで33社の支援を実施・終了してきたが、引き続き、企業・求職者の動向を注視し、サポートチームに
よるきめ細やかな支援を行う。

・労働雇用に関する相談窓口である県立ハローワーク及びみなくるを普及啓発するチラシを、R３年８月（日本海
新聞及び商工団体会報）・R４年１月（商工団体会報）に配布した。

・雇用シェア（在籍型出向）について、出向契約等の手続に係る弁護士派遣制度をR３年４月に開始した（実績：
１件）。R3.7.12に「入門セミナー」を開催（オンライン／30名参加）、R4.2.7に「事例紹介セミナー」（オン
ライン）を開催する。

＜改善点＞
・新型コロナの影響の長期化により、労使双方からの労働相談が増える可能性があるため、臨時的にみなくるの

相談員１名を増員する。
・相談窓口普及啓発の新聞へのチラシ折込回数を２回に増やす。
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７款　商工費
　２項　工鉱業費  雇用政策課 （ 内線 ： ７２２９ ）
　　１目　工鉱業総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

「ふるさと来
ＬＯＶＥとっ
とり」県内企
業の魅力発
信・就業体験
支援事業

84,275 88,930 △4,655 37,987 46,288

トータルコスト 92,161千円（前年度　96,852千円）［正職員：1人］
主な業務内容 委託事務、企画調整、イベント準備運営、補助金受付、支払い事務など
工程表の政策内容 産業人材確保・就業支援

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　学生の就職活動や企業の採用活動のスケジュールに合わせ、県内企業の魅力や情報を発信しつつ、県内外の学
生に就業体験を提供することで、若者の県内就職を促進し、ひいては県内企業の人材確保につなげる。

大学１～３年生 大学１～３年生 大学３～４年生 大学４年生春～夏 大学４年生秋～春
スケ
ジュール

自己分析
業界・仕事研究

企業見学
インターンシップ

企業説明会
エントリー

選考 内定・就職

事業概要 県内企業・県内就
職の魅力を紹介

とっとりインター
ンシップ

企業情報・採用活
動の発信

就職活動・採用活動
の支援

若年労働者の定着支援

２　主な事業内容

（１）県内企業・県内就職の魅力を紹介
ア　学生・IJUターン者向け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 内容 予算額
県内企業に係る情報誌の
発行

学生・生徒・IJUターン者を対象とした県内企業や若手社会人の活躍を紹介する
情報誌を発行する。

3,300

就活専門機関による特設
サイトの開設

学生に県内企業の紹介や県内就職の魅力等を伝えるため、就活専門機関に鳥取
県の特設サイトを開設する。

3,630

就活専門機関による動画
配信

学生に県内企業の紹介や県内就職の魅力等を伝えるため、就活専門機関を活用
した動画配信を行う。

1,815

（新）就活専門機関と連
携したSNS発信

特設サイト開設、動画配信、情報誌発行など、県の情報発信施策と時期を合わ
せ、就活専門機関と連携し、SNSを活用した効果的な情報発信（年２回、秋・
冬）を行う。

1,760

合計 10,505

イ　企業向け
補助金名 補助対象事業・補助対象経費 予算額

県外大学関係者と県内企
業の情報交換会実施補助
金

県外大学等の教授又は就職支援担当者と県内企業の人事担当者との情報交換会
を開催する。（実施主体：ふるさと鳥取県定住機構、補助率：１／２）

379

（２）とっとりインターンシップ
ア　学生・IJUターン者向け

区分 内容 予算額
とっとりインターン
シップ推進事業

産官学で組織する地域協働型「鳥取県インターンシップ推進協議会」を設置
し、学生と企業が登録・参加するとっとりインターンシップを実施する。
　・インターンシップ実施（短期/長期、無償/有償、対面/リモートなど）
　・専門コーディネーター５名の配置
　・合同企業説明会、事前・事後学習会の実施
　・企業・学生向け活動支援
※事業は鳥取県中小企業団体中央会に委託する。

33,442

イ　企業向け
補助金名 補助対象事業・補助対象経費 予算額

（臨）先進的インター
ンシップモデル作成支
援補助金

企業がコーディネーターとともに、今後増えていくと見込まれるリモートイン
ターン等、先進的プログラムを作成するため、専門家によるコンサルティング
支援を受ける際の経費の一部を支援する。（実施主体：県内事業者、補助対象
経費：コンサルタント費（謝金・旅費）、補助率：２／３、上限額：600千円）

3,000
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（３）企業情報・採用活動の発信
ア　学生・IJUターン者向け

区分 内容 予算額
企業紹介フェア 年末に帰省する学生等を対象とした企業紹介フェアを実施し、学生等のＵター

ン就職につなげる。（開催時期：12月下旬、東・西部　計２回）
6,603

学生向け企業見学会等
の開催

県内外の大学等において学生向けの県内企業見学会、県内企業見学ツアーを開
催する。

2,283

とっとり就活サイトの
運営

ふるさと鳥取県定住機構に情報発信コーディネーターを１名配置し、就活サイ
ト「とりナビ」を運営し、若者に企業情報や求人情報の発信を行う。

9,278

合計 18,164

イ　企業向け
補助金名 補助対象事業・補助対象経費 予算額

中小企業の情報発信支
援事業補助金

県内中小企業が正規雇用に係る求人情報発信活動をする場合の経費の一部を助成
する。（実施主体：県内中小企業、補助率：１／３、上限額：300千円）
【対象経費】就職情報サイトや求人広告への掲載料、企業説明動画制作費等

5,200

（４）就職活動・採用活動の支援
ア　学生・IJUターン者向け

区分 内容 予算額
学生・保護者向けセミ
ナー

就活に臨むにあたっての考え方・動き方、県内就職のメリット等について学ぶセ
ミナーを開催する。（東・西部　計２回）

1,337

イ　企業向け
区分 内容 予算額

採用試験を受験する学
生の交通費支援補助金

県内中小企業が採用試験を受験する県外学生に対し交通費を支給する場合、そ
の一部を助成する。（実施主体：県内中小企業、補助率：１／２、上限額：受
験学生１人につき30千円）

2,000

（新）「学生から選ば
れる企業」育成セミ
ナー

県内企業を学生から選ばれる魅力的な企業へと成長させるため、最近の学生の
志向から入社後の育成までをトータルで学ぶセミナーを開催する。（10社程度
を対象に、課題把握やグループワーク等丁寧なフォローを実施）
【プログラム想定（全５回）】
　・学生の志向編（最近の学生の企業選びの特徴と傾向等）
　・母集団形成編（インターンシップ等の重要性等）
　・企業説明会編（説明会時のプレゼンのポイント等）
　・面接内定編（面接から入社までのコツ等）
　・新入社員育成編（新入社員との関わり方等）

2,200

合計 4,200

（５）若年労働者の定着支援
区分 内容 予算額

新入社員向け合同交流
会セミナー

県内中小企業における新入社員の定着率向上を図るため、マナー等を学ぶセミ
ナーを開催するとともに、社員同士の連携を深める研修会を開催する。
（東・中・西部　それぞれ３回ずつ）

2,148

（６）標準事務費　5,900千円

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　　　○企業の採用活動、魅力発信活動を支援することで、県内企業の人材確保につなげる。
　　　○インターンシップ参加学生500名（うち県外学生200名）（令和６年度）

　　＜取組状況＞
　　　○特設サイト、動画配信、情報誌発行等の様々な媒体により、県内企業の魅力を県内外へ向けて発信する
　　　　とともに、合同企業紹介イベントや企業見学会を実施し、学生と企業の接点づくりを図った。
　　　○県内中小企業が行う情報発信活動や採用活動を支援するとともに、企業採用担当者向けにプレゼンの技
　　　　術や内定辞退防止のノウハウを学ぶセミナーを開催し、県内企業の採用力の向上を図った。
　　　○インターンシップフェスティバル等のイベント開催により、学生のインターンシップ参加への機運醸成
　　　　を図ったほか、リモートインターンの推進により、コロナ禍においても参加者の確保を図っている。
　　　　【学生参加者数の推移】
　　　　　〔全体〕382名（Ｈ29）→426名（Ｈ30）→426名（Ｒ１）→345名（Ｒ２）→211名（Ｒ３夏季のみ）
　　　　　〔県外〕118名（Ｈ29）→163名（Ｈ30）→149名（Ｒ１）→128名（Ｒ２）→91名（Ｒ３夏季のみ）
　　　　　〔リモート〕97名（Ｒ２）→86名（Ｒ３夏季のみ）

　　＜改善点＞
　　　○採用活動のオンライン化が進む中、人材確保の面で県外企業に負けないよう、ＳＮＳを活用した情報発
　　　　信強化や企業の実情に応じたきめ細やかな採用力アップセミナーの開催など、県内企業の魅力発信・採
　　　　用力向上をより一層推進していく。
　　　○インターンシップ参加学生数を増やすため、企業による先進的な実習プログラムづくりへの助成を行う
　　　　とともに、優良事例の横展開を図っていく。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
５款　労働費
　１項　労政費  雇用政策課 （ 内線 ： ７２２９ ）
　　１目　労政総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

障がい者就
労・職場定着
支援強化事業

71,482 77,474 △5,992 750 70,732

トータルコスト 91,675千円（前年度　100,565千円）［正職員：2.2人、会計年度任用職員：1人］
主な業務内容 セミナー企画・運営、会議開催、委託事務、補助金事務
工程表の政策内容 多様な人材の就職支援・活躍促進

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　障害者就業・生活支援センターに支援員等を配置するなどして、障がい者の就労促進を進めるとともに、ジョ
ブコーチ支援の充実を図ること等により、障がい者の職場定着を図る。また、障がい者テレワークを推進し多様
な働き方を促進する。

２　主な事業内容

　　　（単位：千円）
区分 内容 予算額

障がい者一人
ひとりに対す
る就労支援

(１)障害者就業･生活支援センター体制整備（37,699千円）
　県内３カ所のセンターに、職場開拓支援員、定着支援員、業務補助員を各１名ずつ配
置する。
(２)県版ジョブコーチセンター設置（15,540千円）
　中部・西部に、県版ジョブコーチセンターを設置する。
(３)訪問型ジョブコーチの設置促進（9,380千円）
　訪問型ジョブコーチを配置する事業所に、国助成金では不足する活動経費を助成する
（ジョブコーチ１人あたり上限1,340千円）
(４)障がい者職場実習（2,682千円）
　職場実習の受入事業所に謝金、実習生に奨励金を支給する。
(５)聴覚障がい者就労支援事業（250千円）
　意思疎通支援(障害者総合支援法)の対象外となる採用面接、職場実習等に手話通訳者
を派遣する。
(６)各種会議の開催（626千円）
　障がい者雇用推進会議､発達障がい者就労支援ネットワーク会議を開催する。
(７)【臨時】就職準備セミナーテキストの更新（1,000千円）
　障がい者の就業能力を高めるためのテキストの改訂及び印刷製本を行う。

67,177

共生社会を実
現するための
企業への支援

(１)企業向け研修（502千円）
　企業トップセミナー、企業内支援者研修、とっとり障がい者仕事サポーター養成講座
等を開催する。
(２)企業見学会、個別見学会等（250千円）
　障がい者採用を検討中の企業が障がい者雇用に先進的に取り組む企業を見学する等の
マッチングを行う。
(３)障がい者雇用優良事業所等の表彰（53千円）
(４)企業内支援強化事業（廃止）
　令和４年度「障がい者が働きやすい職場づくり推進事業」で設置する検討会におい
て、障害者職業生活相談員を増やすための方策を検討する。

805

障がい者テレ
ワークの推進

(１)（新）障がい者テレワーク推進ＷＧの設置（1,000千円）
　テレワーク推進のための今後の方策を検討するとともに、セミナーを開催し普及啓発
を図る。
(２)障がい者のテレワーク導入支援補助金（500千円）
　県内企業等に対し障がい者のテレワークを行う際に必要な経費を支援する。(補助率１
／２、上限500千円)

1,500

その他 標準事務費 2,000
合計 71,482

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　　　障がい者の就労促進・職場定着を進め、障がい者が働き続けられる職場づくりを支援する。
   ＜取組状況＞
　　・中西部に県版ジョブコーチセンターを設置し、職場定着を図った（支援人数122人(R３.12末時点)）
　　・訪問型ジョブコーチを配置する社会福祉法人等に対してその活動費の一部を助成し、障がい者の職場定着の
　　　体制を強化した。(訪問型ジョブコーチ５人、支援人数88人（R３.12末時点））
　　・障がいを正しく理解するための研修を開催した（「とっとり障がい者仕事サポーター養成講座」(３回開催、
　　　107名参加）。

　　＜改善点＞
　　・令和３年３月に法定雇用率が2.3％に引上げられたことから、障がい者雇用の更なる促進が必要である。
　　・障がい特性に応じた多様な働き方の推進のため、テレワーク等の働きやすい職場環境の整備を進めていく
　　　必要がある。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
５款　労働費
　１項　労政費  雇用政策課 （ 内線 ： ７２２９ ）
　　１目　労政総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）障がい
者が働きやす
い職場づくり
推進事業　

3,973 0 3,973 1,986 1,987

トータルコスト 7,916千円（前年度　0千円）［正職員：0.5人］
主な業務内容 セミナー企画・運営、委託事務
工程表の政策内容 多様な人材の就職支援・活躍促進

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　障がい者の就労及び職場定着を促進するためには、障害者職業生活相談員の配置等による相談体制の充実や障
がい特性や必要な配慮についての理解促進が必要である。
　「障がい者が働きやすい職場づくり」に関する検討会を設置し今後の促進策について検討を行うとともに、事
業者が自らの取組を点検・改善を図るためのマニュアルを作成し、職場づくりを働きかける。併せて、事業所等
に対して普及啓発を図っていく。

２　主な事業内容

　　　　　　 　   　   　    　  　　　　　　　 　  　    　   　   　　　　　　　   （単位：千円）
区分 内容 予算額

１ 「障がい者が働きやす
い職場づくり検討会
（仮称）」の設置

　障がい者が働きやすい職場づくりを進めるために必要な取組や、企業内
の相談体制の充実に向けた取組について検討を行う。
（構成員）
・障がい者雇用を行っている事業者
・就労支援機関（障害者就業・生活支援センター、鳥取障害者職業
　センター）、鳥取労働局等
（検討内容）
・障害者職業生活相談員の役割や求められる活動の明確化
・事業所内での職場づくりの促進に資するマニュアルの作成
・障害者職業生活相談員を増やすための方策

123

２ 障がい者が働きやすい
職場づくりマニュアル
の作成

　事業所内の体制整備を進めるためには、事業所自身がセルフチェックで
きるよう促し、そのためのツールを活用していただくことが必要であるこ
とから、障がい者雇用を行っている事業所（新たな受け入れも含む）にお
いて、自らの取組を点検、改善が図れる「障がい者が働きやすい職場づく
りのためのマニュアル及びチェックリスト」を作成し、職場づくりの促進
を働きかける。

2,200

３ 普及啓発の取組 ア　セミナーの開催（550千円）
　障がい者が働きやすい事業所づくりの重要性を説明するととともに、障
害者職業生活相談員の配置等の相談体制の充実など働きやすい職場づくり
マニュアル及びチェックリストの活用方法等に関するセミナーを開催す
る。（開催回数２回）
イ　優良事例の紹介動画の作成（1,100千円）
　障害者職業生活相談員等の相談体制を構築している事業者の優良な取組
事例をまとめた紹介動画を作成・公開し、障がい者が働きやすい職場づく
りを推進する。

1,650

合計 3,973

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　　　障がい者が働きやすい職場づくりを進め、障がい者の就労及び職場定着を促進する。

　　＜取組状況・改善点＞
　　　障害者職業生活相談員が果たす役割の検証や増やす方策の検討を行うため、障がい者を雇用している企業
　　に対し、相談窓口の設置状況、相談状況、障がい者の離職状況等のアンケート調査を令和４年１月実施した。
　　　その結果を踏まえ、令和４年度設置予定の「障がい者が働きやすい職場づくり検討会（仮称）」でマニュ
　　アル作成や方策の検討に反映させ、事業所内での相談体制の充実に繋げていく。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
５款　労働費
　１項　労政費  産業人材課 （ 内線 ： ７２２４ ）
　　１目　労政総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）スー
パー工業士育
成応援事業

2,225 0 2,225 1,112 1,113

トータルコスト 10,111千円（前年度　0千円）［正職員：1人］
主な業務内容 研修企画運営業務 補助金交付事務
工程表の政策内容 ものづくり人材の育成強化

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　製造現場でAI実装ができる人材の育成を目指し、高校生、在職者、高度人材をそれぞれ対象にした段階的な人
材育成のうち、高校生を対象に、AIをはじめとするデジタル技術を活用し、生産現場の高度化や新しいものづく
りを実現する素地を持つ将来の地域のものづくり人材を「スーパー工業士」として認定し、各種支援措置を通じ
て、キャリア形成を支援する。

２　主な事業内容

（単位：千円）

区分 内容 予算額

スーパー工業士
認定プログラム

　県内工業高校の２年生から３年生を対象として、ものづくり現場におけるAI利
活用ができる人材育成を実施するとともに、当該者を「スーパー工業士」として
認定する。
（実施内容）

鳥取大学工学部による出前講座
動画学習プラットフォームを活用したオンライン学習（データサイエンス等）
民間企業による研修（システムデザイン等）

2,225

スーパー工業士
育成支援補助金
（制度創設）

　スーパー工業士の認定促進のため、関連資格の取得支援を行う。
（対象者）　スーパー工業士
（補助率等）10/10 （上限150千円/人）
（経費）　　検定試験費用、テキスト代、学習用パソコン取得費等
（対象資格）Ｇ検定等

※G検定：（一社）日本ディープラーニング協会が実施する、ディープ
　　　　　ラーニングの基礎知識を有し、適切な活用方針を決定して、事
　　　　　業活用する能力や知識を有しているかを確認するための試験。
　　　　　試験範囲：人工知能、機械学習、ディープラーニング

－

合計 2,225

○スーパー工業士認定制度（案）
　①　スーパー工業士とは
　　　AIをはじめとするデジタル技術を活用し、生産現場の高度化や新しいものづくりを実現する素地を持つ者
　　として、次の要件を満たすと認められる者
　【認定要件】
　　　スーパー工業士認定プログラムを受講した者
　　　高校３年生時の成績優秀者
　【認定方法】
　　　関係者（教育委員会、鳥取大学、鳥取県産業技術センターなど）で組織する選考委員会を経て認定者を決
　　定する。
　②　認定時期　高校３年生の８月末
　③　スケジュール
　　　高校２年生下半期　プログラム参加者を決定（学校推薦）
　　　　　　　　　　　　システムデザイン研修
　　　　　　　　　　　　動画学習プラットフォームを活用したオンライン学習（データサイエンス等）
　　　高校３年生上半期　鳥取大学工学部による出前講座
　　　高校３年生８月末　選考委員会の開催。スーパー工業士認定
　　　高校３年生秋以降　就職活動又は進学試験
　　※最初の認定は令和５年８月末を予定　
　④　その他
　　　制度詳細については、関係者（教育委員会、工業高校、鳥取大学、鳥取県産業技術センターなど）で組織
　　するワーキングでの検討を経て決定する予定。
　　　制度詳細のほか、鳥取大学推薦入試時の取り扱いや認定者に対する優遇措置などを検討する予定。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　　・高校生向けの事業や「スーパー工業士」認定制度の創設を通じて、県内就職の推進や就職後の生産現場におけ
　　　る生産性向上の担い手の育成を目指す。
　　＜取組状況・改善点＞
　　・スーパー工業士認定プログラムの実施への協力について、鳥取大学工学部などと協議している。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
５款　労働費
　１項　労政費  産業人材課 （ 内線 ： ７２２３ ）
　　１目　労政総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

（新）ポスト
コロナ時代の
とっとりビジ
ネス人材育成
事業

11,587 0 11,587 11,587

トータルコスト 13,164千円（前年度　0千円）［正職員：0.2人］
主な業務内容 企画調整業務    
工程表の政策内容 －

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要　　　　 　 　 　 　  　 　 　 　  　 　 　 　

将来予測が困難なポストコロナ時代においては、変化への対応力が求められており、社会変革にアンテナを高く
張り、１人１人が常に学び続ける姿勢を持ち続けることが重要となると考えられる。
一方、地方では、最新の業界動向を知る機会が少ない、多様な人材との出会いが少ないなどの理由からキャリア
アップを目指した学び直しなどの動機付けが難しく、変化の兆しへの気づきや学び続ける習慣の定着が都市部と
比べて起こりにくい。
本事業では、ポストコロナ時代を見据え、学び続けるための仕組みとなる学習コミュニティの形成や社会変革の
気づきとなる研修など、新たな学びの環境づくりを通じて、社会人の学習習慣の定着や変化への対応力を持った
人材の育成を目指す。

２　主な事業内容

（１）学習コミュニティ形成事業
（単位：千円）　

区分 内容 予算額
学習コミュニ
ティ形成事業

　令和３年度からスタートしたオンライン学習受講促進事業の成果をもとに、オンライン
上のコミュニケーションツールを活用し、学習コミュニティの形成を図る。
　大企業ではじまっている最新ニュースや各界専門家意見等を題材に参加者全員で議論が
できるコミュニティ形成ツールを活用した人材育成を、県が仲介することにより、県内中
小企業にも提供できるようにするもの。
○対象者　：県内企業の中核人材候補　
〇規模　　：150人　
〇期間　　：10か月程度　
〇事業費　：アカウント利用料、コミュニティ運営経費等
○推進体制：コミュニティ形成支援事業者と県内のコワーキング等の事業者等が連携し、
　　　　　　コミュニティの運営を実施する。

6,352

（２）ビジネス変革人材育成事業
（単位：千円）　

区分 内容 予算額
近未来・社会
変革トレンド
研修事業

　これから予測される社会変革の兆しや最新トレンドをテーマとした研修を開催する。
　社会変革トレンドを学ぶとともに、「（１）学習コミュニティ形成事業」のオフライ
ンでの出会いの場と位置づけ、コミュニティへの参加等に繋げていく。
〇研修概要：全５回の集合型研修・ワークショップ
　※テーマ：脱炭素、SDGs、メタバースなど
○対象者：県内企業の中核人材候補

4,235

UXデザイン人
材育成事業

　UXデザインの考え方を習得し県内企業のビジネスの拡大を図るため、セミナー及び先
進的な取組を行っている企業のデザイナーによるワークショップを開催する。
〇開催回数　県内３か所（東中西地区）
〇定員　　　１回につき15名を想定
〇対象者　　県内企業の在職者
　　　　　　・商品・サービスの開発や設計の担当者
　　　　　　・マーケティングや販促の企画立案の担当者　等
※UXデザイン
　「ユーザー目線でビジネスを設計する」という考え方。つまり、ユーザーが利用する
前から利用の終わりまでを考えて、モノ・サービスを設計するということ。機能や性能
競争が行き詰っており、「体験」という価値を売る時代へと変化することにより注目さ
れる考え方。

1,000

合計 5,235

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　・オンライン学習受講促進事業をはじめとする関連事業と連携を図りながら、地域の新たな学びの環境をさら
　　に充実させていくため、学習テーマの発見やオンライン学習で課題となるモチベーションの維持や学びの実
　　践などについて、学習コミュニティの形成などを通じて促進することで、社会人の学習習慣の定着や変化へ
　　の対応力を持った人材を育成する。
＜取組状況・改善点＞
　・令和３年度から、多様な学びのニーズや県内企業のリスキリングへ対応していくための新たな学びの環境づ
　　くりとしてオンライン学習受講促進事業を実施し、多くの県内企業等に受講していただいている。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
５款　労働費
　１項　労政費  鳥取県立鳥取 ハローワーク （ 電話 ：0857-51-0501）
　　１目　労政総務費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

新型コロナウ
イルスに伴う
雇用安定支援
事業

15,000 15,000 0 15,000

トータルコスト 18,943千円（前年度　18,961千円）［正職員：0.5人］
主な業務内容 企業認定、正規雇用報告書受理、雇用安定支援金支給事務
工程表の政策内容 就職者の増加と企業の人材確保に向けた取組の推進

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルスの感染拡大で、経営不振等による離職者の頻発に備え、大量離職を想定した従来の再就職
奨励制度の対象とならない、一事業所あたり30人を下回る離職者が発生した場合に、送出企業を認定、受入企業
に対し奨励金を支給する。

２　主な事業内容

　新型コロナウイルスの影響により、一事業所当たり５人以上29人以下の離職者が発生した場合に、離職者を正
規雇用した企業に雇用安定支援金を支給する。

内容

送出企業

新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって５人以上29人以下の離職者を発生させる。
最近１か月間の売上高または生産量などの事業活動を示す指標が平成31年度（令和元年度）、令和
２年度及び令和３年度の同期に比べ概ね10％以上急減し、回復の見通しがたたないこと。
業種指定なし

受入企業

雇用保険の適用事業主であること。
業種指定なし
送出企業の親会社等に該当しない。
送出企業で事業再編等が実施される場合、事業再編後の企業及びその親会社等に該当しない。

対象労働
者

令和 ５ 年 ３ 月31日若 しくは 送出企業 を 離職 した 日 の 翌日 から 起算 して １ 年 を 経過 する 日 のいずれか
早 い 日までに正規雇用された県内在住者
離職後に、対象事業主以外に正規雇用されていないこと。

支給額 離職者を正規雇用した受入企業に対し１人あたり30万円
その他 １年以内の事業主都合の離職があった場合は返還

【30人以上離職の場合】大量離職を想定した制度「労働移動受入奨励金（10万円）で対応する。
（国）労働移動支援助成金（30万円）＋（県）労働移動受入奨励金（10万円）＝40万円

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　新型コロナウイルス感染拡大の影響による経営環境の悪化等により離職する労働者の県内企業への労働移動を
支援し、雇用の維持・安定を図る。

＜取組状況＞
・送出企業認定について
令和２年度　　送出企業認定　５社（52人）
令和３年度　　送出企業認定　７社（102人）※令和４年１月14日時点

・支給実績について
令和２年度　３社３名　総支給額900,000円
令和３年度　４社４名　総支給額1,200,000円※令和４年１月14日時点
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
７款 商工費 

 ２項 工鉱業費      販路拡大・輸出促進課（内線：７８３２） 

  ２目 中小企業振興費                                   （単位：千円） 

事 業 名 本 年 度 前 年 度 比 較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）伝統産業（酒類
等）需要拡大強化事業

14,150 0 14,150 14,150

ト ー タ ル コ ス ト 20,459 千円（前年度 0千円）〔正職員：0.8 人〕 

主 な 業 務 内 容 
委託契約事務、情報収集、事業者との連絡調整、展示会・セミナー等の企画・開催、
ホームページ・データベースの管理・運営 

工程表の政策内容 国内外への情報発信等を実施し、民工芸振興を図る 

事業内容の説明           【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 

  新型コロナウイルス感染症の影響により需要が低迷している伝統産業（酒類、民工芸品）の需要拡大に

向け、県内、国内、海外への需要拡大支援策を強化実施する。 

２ 主な事業内容  

                    （単位：千円）

細事業名 内容 予算額 

県内需要回復・強化 県内でお酒の販売促進キャンペーンを実施する。 1,500 

国内販路拡大・強化 (1)国内でお酒の販売促進キャンペーンを実施する。 

(2)百貨店、飲食店等において鳥取県の地酒フェアを開催する。 

(3)オンライン地酒セミナーを開催し、地酒・酒蔵の魅力を情報

発信する。 

(4)因州和紙について、首都圏での展示会を開催する。 

7,000 

海外情報発信 韓国、アメリカ、中国などを対象にした動画等の販促ツールを作

成し、地酒の情報発信を行う。 

1,000 

誘客による需要回復

・情報発信 

鳥取県の伝統産業に関係する産地体験ツアーを造成し、モニター

ツアーを実施する。 

4,650 

合計 14,150 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

＜事業目標＞ 

   新型コロナウイルス感染症の影響による外食産業の落ち込みに伴う酒類消費の減少など、コロナ禍に

より需要が落ち込んだ本県の伝統産業（酒類、民工芸品）を、各種キャンペーンや情報発信等を通じて、

販路拡大・消費喚起を図る。 

＜取組状況・改善点＞ 

  ・酒類は「とっとりの酒」のホームページやパンフレット上での情報発信、民工芸品は首都圏・地方都

市等ショップにてバイヤーがセレクトした品で展示会等を開催等し、販路拡大に取り組んでいる。 

・観光誘客など新たな取り組みを行い、酒類、民工芸品の更なる需要拡大を図っていく。 
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 １項 土木管理費                              技術企画課（内線7362） 

１目 土木総務費                                        （単位：千円） 

事 業 名 本年度
前年

度
比較 

財  源  内  訳 
備 考

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）産官学連携とっ
とり建設DXしごと改
革プロジェクト事業 
［単県公共事業］ 

債務負担行為 

98,010
262,249 0 262,249 215,387

債務負担行為 

98,010
46,862

トータルコスト 271,712千円（前年度 0千円）［正職員：1.2人］ 

主な業務内容 
ICTを活用した県内建設業の生産性向上及び公共インフラ維持管理の効率化を図る
ための取組を行う。 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明                  【「デジタル田園都市国家構想推進交付金」充当事業】
【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要          
建設業において、他産業や他県よりも高齢化と労働力減少が進む中、持続的に地域を支える体制を維持する

ため、産官学が連携し、先端技術活用を軸とした受発注者双方の生産性向上を図る「とっとり建設DX」を構築
する。これにより、業界の人手不足や働き方改革への対応や、災害対応等で増大する時間外業務の縮小などを
実現し、建設現場における生産性の向上を目指す。 

２ 主な事業内容 
（１）先端技術を活用した県公共土木施設維持管理の効率化 Ｃ＝２６１，２４９千円 

インフラ維持管理にDXを取り入れるとともに、集積されるデータを利活用した業務効率化や、オープン
データとして県民に提供し新たな地域イノベーション創出を図る。 
○経費の内訳 

   ア 維持管理システム構築経費 １７６，１８１千円 
   イ 先端技術実証経費 ３８，２０６千円 
   ウ システム保守管理経費 ４６，８６２千円 

○主な実施内容 
 ・ドローンによる橋梁点検 
・路面振動センサーによる道路の日常検診 
・橋梁メンテナンスにおけるデータ利活用 
・データによるインフラ維持管理の効率化 

  ○期待される効果 
   ・橋梁点検にドローンを利用することで、安全に点検ができ現場の作業時間も短縮することができる。

・路面振動センサーを宅配トラック等にも搭載し、数多くの路面状況を把握することで不具合を早期に
把握することができる。 

・建設技術センターの橋梁マネジメントシステムを利用し、点検診断、補修設計および補修工事に至る
費用の削減が図れる。 

・インフラ維持管理システム等から集積されるデータを利活用し、業務の効率化を図るとともに、オー
プンデータ化による地域イノベーション創出の一端を担う。 

（２）産官学連携による事業推進体制の確保 Ｃ＝１，０００千円 
○鳥取大学や鳥取県建設技術センターと連携して、技術者の技術研さんと人材育成、市町村支援 
○鳥取県建設分野担い手確・育成連携協議会による研修支援

 【債務負担行為限度額 ９８，０１０千円】（令和５年度～令和９年度） 
システム構築費用に、運用保守に要する費用（構築後、５カ年分）を加えて、業務発注するため。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
業務効率化・働き方改革を念頭に置いたシステム構築を推進しており、利用関係者が多い中で適切な時期に

調整を完了し、令和４年４月のシステム運用開始に向けて開発は順調に進捗している。 
このシステムで運用したデータを蓄積分析し、業務の効率化につなげるためのシステム機能の拡張を図る。
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２款　総務費
２項　企画費

４目　土地対策費

一般財源

13,983 13,894

22,153 任用職員：0.1人]

８款　土木費
１項　土木管理費

１目　土木総務費

一般財源

債務負担行為

14,400
債務負担行為

14,400

78,574 78,574

89,614 ]

1,117 1,117

1,906 ]

9,751 9,751

12,117 ]

トータルコスト 1,909千円(前年度 千円)  [正職員： 0.1人

主な業務内容 土木行政ＰＲ事業の開催

工程表の政策内容 　　―

説明

住民とともに歩む土木行
政推進事業 1,117 0

事業名 備考
国庫支出金 起　債 その他

説明

河川、道路等の維持管理におけるボランティア活動が地域活力の向上につながるように支
援する。

ボランティア活動の拡大、地域づくり活動の支援

77,603 971

財　源　内　訳

88,692千円(前年度 

本年度 前年度

鳥取県版河川・道路ボラ
ンティア促進事業

主な業務内容 研修計画策定、研修項目の選定、受講者の取りまとめ、委託契約事務

工程表の政策内容 低コストで高品質な社会資本整備及び維持管理

令和４年度 一般会計当初予算説明資料

（単位：千円）

事業名 本年度 前年度 比較
財　源　内　訳

備考

（手数料）

13,969 14 14

国庫支出金

主な業務内容

11,937千円(前年度 

説明

河川・道路等のボランティア活動について、県民の活動の舞台として地域活力の向上に繋がるように、鳥取県版ボラ
ンティア促進事業として支援を行うために要する経費である。

トータルコスト

9,561 190

千円)  [正職員： 0.3人

　公共工事の適切な執行及び社会のニーズの多様化に的確に対処できるよう、職員の知識・技術力の向上を図るため
の研修やコンクリートのひび割れ診断指導業務委託に要する経費である。
  ・派遣研修：高度で専門的知識を習得するため、研修ノウハウと充実した専門講師を有する外部研修講座へ職員を
　　　　　　　派遣し受講させているもの。（建設技術センター、用地研修、国土交通大学校研修、中国地方整備局
　　　　　　　研修等）
  ・委託研修：専門的知識を習得するため、県が集中的・実践的な研修素案を作成し、建設技術センターへ研修実施
　　　　　　　を委託して職員が受講しているもの。
　災害復旧事業を迅速に実施するため、職員の技術力向上及び業務効率化に資する研修に要する経費である。

職員技術力向上支援事業

　土木行政をＰＲするために実施する竣工式、開通式等の開催等に要する経費である。

比較

トータルコスト 千円)  [正職員：

工程表の政策内容

1.4人

技術企画課（内線：７４０７）

工程表の政策内容

トータルコスト 千円)  [正職員： 1.0人

主な業務内容 届出書・協議書の審査、調査、国との調整

　　―

説明

土地対策費

22,173千円(前年度 

起　債 その他

75

　国土利用計画法等に基づき、適正かつ合理的な土地利用の実現を図るため、基準地価格の調査及び土地取引の届出
審査等に要する経費である。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                      道路企画課（内線７３５１） 
  ２目 道路橋りょう維持費                                （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）美術館アクセ
スルート案内標識整
備事業 
[単県公共事業]

7,500 0 7,500 7,500

トータルコスト 8,289千円（前年度 0千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 委託業務、関係機関との調整 

工程表の政策内容  － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

 ○令和７年春に県立美術館の開館が予定されているが、倉吉周辺の道路は複雑に入り組んでおり、

美術館へのアクセス性が危惧されているため、既に設定されている美術館アクセスルート上にわ

かりやすい案内標識の整備を行ない、美術館やその周辺施設への円滑な誘客を図る。 

２ 主な事業内容 

 ○県立美術館への案内標識・案内看板の総合的な配置設計等 Ｃ＝７，５００千円 

  ・案内標識のレイアウト設計（図柄・案内施設） 

  ・標識柱の箇所ごとの設置位置の設計や構造計算（柱、基礎の安定計算等） 

【全体計画】  

 ○県立美術館への案内標識・案内看板の総合的な配置設計等 Ｒ４年度 

 ○上記を踏まえた案内標識の整備             Ｒ５～６年度 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ○県立美術館を中心とした文化・芸術活動及び地域の活性化を目標に、美術館への円滑な誘客を図

るため、関係機関から構成される「県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会（交通・アクセ

ス部会）」において、アクセスルートを設定し、改良すべき交差点や案内標識等の課題を議論し

てきた。 
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                      道路企画課（内線７４０６） 
  １目 道路橋りょう総務費                                 （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

ミッシングリンク 
解消推進事業 

18,363 18,363 0 18,363

トータルコスト 21,517千円（前年度21,531千円）［正職員：0.4人］ 

主な業務内容 県内高速道路の整備促進及び利用促進を図るためのPR活動及び要望活動 

工程表の政策内容 山陰道・山陰近畿道などの県内高規格道路の整備促進 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

県内高速道路ネットワークの整備及び４車線化を図るための要望活動やイベントの開催、及び県内

高速道路の利用促進を図るための広告媒体等を利用したPR活動。 

２ 主な事業内容 

（１）県内高速道路利用促進PR活動(8,503千円) 

高速道路沿線の魅力ある地域について、SA・PAや道の駅に配架されるフリーペーパーへの広告掲

載や山陽地方の新聞への広告掲載等、効果的に県内外へ情報発信を行う。 

（２）ミッシングリンク解消に向けた要望活動経費(4,250千円) 

国土強靭化による多重型国土軸の形成に必要な「全国高速道路ミッシングリンクの解消」を国の

責任において着実に進めることや、令和４年度予算の重点配分、未事業化区間の解消に向けて、県

単独や他府県と連携した要望活動を行う。 

（３）県内高速道路整備促進活動(1,480千円) 

米子自動車道の４車線化及び境港市までの延伸の必要性等、並びに山陰近畿自動車道の整備推進

効果を訴えかけるために、関係自治体と協力し、前者は中国横断自動車道岡山米子線(蒜山IC～境

港間)整備促進総決起大会、後者は山陰近畿自動車道整備推進決起大会を行う。 

（４）ミッシングリンク解消に向けたシンポジウムの開催（4,130千円） 

県内の高速道路ネットワークの整備は、鳥取自動車道や山陰道が順次開通し様々な効果が出始め

ているが、南北線（山陰近畿自動車道）や米子・境港間の高規格道路（米子自動車道の延伸）など

ミッシングリンクが未だに存在している。ミッシングリンク解消に向け、地域の機運醸成を図るた

め、地域における道路の必要性等を議論するシンポジウムを開催する。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

  高規格道路整備率 ８０．２％（現時点）⇒８８．０％（令和８年度末） 

（２）取組状況・改善点 

◯県内高速道路利用促進PR活動 

・中四国地方を中心としたSA・PA、道の駅に配架されるフリーペーパー（遊・悠・WesT、道の駅

旅案内（中四国版））及び新聞に広告を掲載。 

・山陽地方からの誘客をターゲットとし、岡山県の地元テレビ、ラジオを活用 

・Webコンテンツ（ことりっぷweb）への広告掲載、ドライブ雑誌への広告記事掲載 

◯ミッシングリンク解消（県内高速道路整備促進）の要望活動状況 

R3. 7.14 国要望（6団体による要望）（対面要望） 

R3. 7.20 高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議(WEB要望)

R3. 9.17 米子･境港間の高規格道路（WEB要望） 

R3.11.19 国要望（6団体による要望）（対面要望） 

R3.11.19 高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議(対面要望)

R4. 1.19 山陰近畿自動車道整備促進決起大会（WEB開催） 

R4. 2.10 米子自動車道4車線化及び米子・境港間の高規格道路（WEB要望）（予定） 

   ※新型コロナウィルス感染状況により対面で要望が出来ない場合はWEBを活用し要望を実施。 
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                      道路企画課（内線７３５１） 
  ２目 道路橋りょう維持費                                （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

防災・安全交付金 
（交通安全） 
[一般公共事業]

547,379 547,379 0 336,638
<147,000>
189,000

21,741
県費負担 
168,741 

トータルコスト 776,073千円（前年度777,088千円）［正職員：29.0人］ 

主な業務内容 地元説明、工事発注、監督業務、関係機関との調整 

工程表の政策内容  － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

 ・安全で安心な歩行空間の確保や、交通の円滑化を図る。 

 ・安全で安心な歩行空間を確保するため、歩道未整備区間に歩道・自転車歩行者道を整備する。 

 ・円滑な交通流を確保するため、交差点改良、視距改良等を行う。 

 ・適切な道路案内を行うため、案内標識の表示内容の修正を行う。 

 ・事故数減少、自己抑制を図る対策を行う。 

２ 主な事業内容 

 ・交差点改良、歩道整備など（３６事業） Ｃ＝５４７，３７９千円 

 ・事業例 一般県道伏野覚寺線（鳥取市湖山町東）交差点改良 延長 ２７０ｍ 

      主要地方道倉吉青谷線（湯梨浜町方地）歩道整備 延長 ５２０ｍ 

      一般国道３１３号（北栄町米里）ワイヤーロープ防護柵設置 延長３，８００ｍ 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・渋滞箇所、歩道未整備箇所、事故危険箇所など、実際の事故発生箇所や交通量、地域からの要望

等を踏まえ、交差点改良・歩道整備・防護柵整備等に取り組んできた。 

 ・社会情勢や道路利用の変化、地域の要望等により歩行者等の安全確保や事故対策・交通の円滑化

を図る必要が生じている箇所において、引き続き交通安全対策を実施する。 

（注）起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。 

   県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                      道路企画課（内線７３５１） 
  ２目 道路橋りょう維持費                                （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

通学路安全対策事業 
[一般公共事業]

982,147 982,147 0 664,422
<222,000>
285,000

32,725
県費負担 
254,725 

トータルコスト 1,035,772千円（前年度 1,036,010千円）［正職員：6.8人］ 

主な業務内容 地元説明、工事発注、監督業務、関係機関との調整 

工程表の政策内容  － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

 ・平成２４年度から各教育委員会、ＰＴＡ、警察、道路管理者が連携して小学校、中学校の通学路

点検を毎年実施しており、対策が必要とされた箇所において教育委員会、警察、道路管理者の各

々が速やかに対策を実施する。 

 ・令和３年６月に千葉県八街市で発生した通学路での交通死亡事故を踏まえ、これまで実施してき

た通学路点検の観点に加え、新たな観点（見通しが良く抜け道になるなど、車両の速度が上がり

やすい箇所など）を加え、緊急点検を実施した箇所の対策を速やかに実施することで児童生徒の

交通安全を確保する。 

 ・通学路の安全対策は、『歩行空間の確保（歩道有効幅員 Ｗ=2.0m以上）（本整備）』のほか、人家

連担」等により本整備が困難な場合は、『車両用防護柵の設置』や路肩カラー舗装等による『歩

車道境界の明示』、路面標示や警戒標識による『ドライバーへの注意喚起』等の即効性のある当

面の対策を実施する。 

２ 主な事業内容 

・歩道整備、カラー舗装による歩行空間の確保など(４６地区）Ｃ＝９８２，１４７千円 

・事業例 

一般県道八坂鳥取停車場線（鳥取市吉成～富安）歩道整備 延長３２０ｍ 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・平成２４年度から令和２年度の通学路点検で要対策とされた５６９箇所のうち、５０２箇所にお

いて対策が完了。未完了箇所については、早期完了に向けて引き続き取り組んでいく。 

 要対策箇所数（R2末時点） 
 対策完了 対策未完了 整備率 

通学路安全対策（H24～R2点検分） 569 502 67 88.2%

 ・令和３年度は千葉県八街市での事故を受け、新たな観点を加えた緊急点検を実施し、要対策箇所

を抽出（県管理道路８０箇所）し、速やかな対策の実施に取り組んでいる（令和３年９月補正及

び１１月国補正により８０箇所のうち７８箇所の対策に着手、残りの２箇所についても、調整が

つき次第、対策に着手する）。 

（注）起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。 

   県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                            道路企画課（内線７３５１） 
  ４目 直轄道路事業負担金                                    （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

直轄道路事業費 
負担金 

2,186,834 2,210,834 △24,000
<1,208,000>

1,966,000
220,834

県費負担 

1,428,834

トータルコスト 2,218,378千円（前年度 2,242,518千円）［正職員：4.0人］ 

工程表の政策内容 山陰道などの高速道路ネットワークの早期整備 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

  国が行う高速道路ネットワーク整備等の県内道路事業に係る県負担金である。 

２ 主な事業内容 

  国が行う県内の道路事業について、道路法第50条及び高速自動車国道法第20条第1項に基づき費用を負

担する。 
（単位：千円） 

事業区分 
令和３年度 

当初事業費 

令和４年度 

事業費見込額 
備 考 

負担金 

新直轄 

 姫路鳥取線 
1,318,000 800,000 80,000

付加車線整備 

鳥取IC付近 

国道9号  

北条道路 
4,367,000 5,000,000 900,000 令和８年度供用予定 

国道9号 

 米子道路 
571,000 700,000 126,000

付加車線整備 

日野川東IC～米子南IC 

国道373号 

 志戸坂峠防災 
137,000 250,000 45,000 現道西側バイパス 

国道183号 

 鍵掛峠道路 
1,717,000 700,000 126,000 令和７年度供用予定 

その他改築事業 1,736,000 2,364,000 909,834 交通安全事業等 

合 計 9,846,000 9,814,000 2,186,834

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ①事業目標 

高規格幹線道路整備率 ８０．２％（現時点）⇒ ８８．０％（令和８年度末） 

 ②取組状況・改善点 

令和３年度は、７月及び１１月に国に対してミッシングリンクの早期解消と高速道路の暫定２車線区

間の早期４車線化を要望してきた。 

また、国は令和 2年 12 月に閣議決定した「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」にお

いて、高規格道路のミッシングリンクの解消やダブルネットワーク化等、大規模災害に備えて道路ネ

ットワークの機能強化対策を加速化することとしており、これらの取組に資する県内高規格道路の整

備と４車線化の推進について、引き続き国に強く働きかける。 

  ・R3.7.14、R3.11.19 国要望（６団体による要望） 

  ・R3.7.20、R3.11.19「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する１０県知事会議」 

の要望（WEB 対応） 

・R4.1.19 山陰近畿自動車道整備推進決起大会（オンライン開催） 

  ・R4.2.1  国要望（令和４年度箇所付け要望（WEB対応）） 

（注）起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。 

   県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
８款 土木費

２項 道路橋りょう費                         道路建設課（内線：７６２３）
３目 道路橋りょう新設改良費                            （単位：千円）

事 業 名 本年度 前年度 比較
財   源   内   訳

備 考国庫支出金 起 債 その他 一般財源
地域高規格道路整備
事業
[一般公共事業]

債務負担行為

1,371,000 

5,460,505 5,042,000 418,505

債務負担行為

754,050 

3,003,277

債務負担行為 

554,000 
<1,720,000>

2,21,000

債務負担行為

62,950 

246,228

県費負担

1,966,228 

トータルコスト 6,089,808 千円（前年度 5,674,096 千円）[正職員 79.8 人]

主な業務内容 設計積算、入札・契約の締結、現場監督 

工程表の政策内容 地域高規格道路の整備促進（地域高規格道路の整備延長） 

事業内容の説明

１ 事業の目的・概要
 地域高規格道路は、中国縦貫自動車道、山陰道、鳥取自動車道、米子自動車道等の高規格幹線道路
を補完し、地域の自立的発展や地域間連携を支える規格の高い幹線道路であり、高規格幹線道路と一
体となった広域的なネットワークを形成するものである。
地域高規格道路の整備により、交通が分散され、渋滞、交通安全等の現道の諸問題が解消されると

ともに、近隣の地方生活圏を相互に連絡することによる交流や連携の促進、災害に備えた交通ネット
ワークの多重化による安心・安全な地域づくり等に寄与することが期待される。
本事業では、国道の道路改築事業として県が実施中の以下の５箇所の整備を促進する。

２ 主な事業内容

○ 国道１７８号岩美道路（「鳥取豊岡宮津自動車道」（山陰近畿自動車道）の一部）
箇   所 延 長 幅  員 事 業 年 度 総事業費 令和 4年度当初予算

岩美郡岩美町陸上～本庄 5,700m 7.0(13.5)m 平成 20 年度～ 388 億円 1,800 百万円
・事業効果：事故多発区間、冠水・線形不良箇所の解消、山陰海岸ジオパークの各観光地へのアクセス
向上による観光振興

○ 国道３１３号倉吉道路・倉吉関金道路・北条倉吉道路（延伸）（「北条湯原道路」の一部）
箇   所 延 長 幅  員 事 業 年 度 総事業費 令和 4年度当初予算

(倉吉道路)倉吉市小鴨～和田 4,050m 7.0(13.5)m 平成 17 年度～ 131 億円 10 百万円
(倉吉関金道路)倉吉市関金町関金宿～小鴨 7,010m 7.0(13.5)m 平成 23 年度～ 197 億円 956 百万円
(北条倉吉道路（延伸）)北栄町弓原  400m 6.5(11.0)m 平成 29 年度～ 59 億円 1,048 百万円
・事業効果：市街地の渋滞解消と安全性の向上、工業団地・農産物集出荷施設へのアクセス改善
○ 国道１８１号江府道路（「江府三次道路」の一部）

箇   所 延 長 幅  員 事 業 年 度 総事業費 令和 4年度当初予算
日野郡江府町武庫～佐川 4,065m 6.5(9.5)m 平成 17 年度～ 133 億円 1,647 百万円

・事業効果：踏切交差点や線形不良箇所での渋滞・事故の解消、事前通行規制区間の解消

３ 事業目標・取組状況・改善点 

① 事業目標 
高速道路ネットワークを形成する地域高規格道路の供用による地域間の交流促進や観光振興などの効
果発現を早期に図るため、道路整備を促進する。 

② 取組状況、改善点 
○ 国道３１３号犬挟峠道路（地域高規格道路「北条湯原道路」の一部）

 平成９年１０月供用 延長９ｋｍ（うち鳥取県６ｋｍ）
○ 国道１８３号生山道路（地域高規格道路「江府三次道路」の一部）

 平成１７年７月供用 延長３ｋｍ
○ 国道３１３号北条倉吉道路（地域高規格道路「北条湯原道路」の一部）

 平成１９年３月供用 延長６ｋｍ
○ 国道１７８号東浜居組道路（地域高規格道路「鳥取豊岡宮津自動車道」（山陰近畿自動車道）の一部）

 平成２０年１１月供用 延長４ｋｍ（うち鳥取県２ｋｍ）
○ 都市計画道路宮下十六本松線（地域高規格道路「鳥取環状道路」の一部）

 平成２１年３月供用 延長４ｋｍ
○ 国道３１３号倉吉道路（地域高規格道路「北条湯原道路」の一部）

 平成２５年６月（倉吉 IC～倉吉西 IC 間）部分供用 延長３ｋｍ
○ 国道１７８号岩美道路（地域高規格道路「鳥取豊岡宮津自動車道」（山陰近畿自動車道）の一部）

 平成２８年３月（岩美 IC～浦富 IC 間）部分供用 延長２ｋｍ
（注）起債欄の＜ ＞書きは交付税措置額を除いた額である。

県費負担額は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                          河川課（内線７３８６） 
  １目 河川総務費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

地域のみんなで取り
組む流域治水 

32,100 5,120 26,980 1,000
<9,000>
30,000

1,100
県費負担 

10,100

トータルコスト 36,043千円（前年度 9,081千円） [正職員：0.5人] 

主な業務内容 協議会運営、地区説明会及び防災意識啓発、行政間連携強化 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

・「流域治水」推進のためには、行政連携・住民参画に加え、流域内の合意形成が必要であり、その

ノウハウの蓄積のため、令和３年度から大路川流域をモデル地区として啓発活動や協議会による

意見交換を進めてきている。令和４年度は、今後関係者それぞれが取組んでいく方向性を示した

「大路川流域治水ビジョン（仮称）」を策定し、流域治水の取組を加速させる。 

 ＜ビジョンに盛り込む内容＞ 

   地域毎（市街地、農業地域、上流域等）の取組方針 

※取組例･･･「田んぼダムにより、〇○m3を貯留する」、「ため池の水位を〇○cm下げる」 

「定期的に水路を清掃する（土砂撤去等）」等 

行政が行う河川整備等の取組方針 

      ※取組例･･･ 河道拡幅、河道掘削・樹木伐採、排水対策、下水道整備等 

・また、モデル地区で得たノウハウを活かして流域治水を全県展開するための土台作りとして、令

和３年７月豪雨による浸水箇所を中心に、先ずは行政連携を強化し、浸水被害軽減に向けた対策

を整理していく。 

２ 主な事業内容 

（１） 大路川流域治水ビジョン（仮称）の策定（2,100千円） 

・協議会運営、防災意識啓発事業（防災授業、浸水深表示板、流域探索ツアー等） 

（２） 行政間の連携強化（既存協議会活用） 

・減災対策協議会を活用し課題を共有し連携強化を図る 

（３） 全県展開に向けた調査検討（30,000千円） 

・浸水状況調査、雨水貯留による浸水被害軽減効果算定等 

（参考：他部局の取組） 

（１） 田んぼダムでのモデルほ場設置及びため池使用実態調査（10,000千円：農林水産部） 

  ・貯留効果の手法や効果を幅広くＰＲ 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・大路川流域治水協議会（令和３年５月１８日）及び全８地区（美保、美保南、倉田、面影、米里、津

ノ井、若葉台、国府）で意見交換会を開催し、流域治水の必要性を地域住民と共有した。地域住民

は概ね、「流域治水の必要性は理解できる。具体的な手法や効果等を勘案しながら取組の方向性

を検討していきたい。」という意見であったことから、令和４年度は手法や効果を丁寧に示しな

がら理解を深めていく。 

・また、宅地化された地域内を流れる水路の維持管理の大切さについて、同協議会に参加された

地域役員の理解が深まっており、「来年度はまず地区内の水路を知ることから始めていきたい」

との発言が出てくるなど、徐々に流域での治水の大切さが地域の中に広がってきている。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。
   備考欄の県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                           河川課（内線７３８６） 
  １目 河川総務費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

（新）樋門等の電動化・
遠隔化事業(河川版DX) 
[単県公共事業] 

150,000 0 150,000
<45,000>

150,000 

県費負担 

45,000 

トータルコスト 151,577千円（前年度 0千円） [正職員：0.2人] 

主な業務内容 樋門の電動化、水門等の遠隔化検討 

工程表の政策内容 「地域のみんなで取り組む流域治水」の取組推進

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

（１）樋門の電動化

操作員の高齢化が進行していることから操作の体力的な負担軽減が求められている。また、近

年、内水被害が多発しており、樋門操作を適切なタイミングで迅速に行うことが必要である。こ

のため、小さな労力かつ迅速に操作ができるように県管理樋門の電動化を計画的に進める。

≪背景≫ 
○県管理の樋門（水門を含む）は計２３８基あり、このうち手動は１９９基。これらの樋門については、県が市

町村に操作委託し更に地域住民等に委託している状況。委託されている地域住民にとって、この開閉操作は大

きな労力を要し、大半の操作員が複数樋門（５箇所程度）を担当していることから負担軽減が求められている。

○市町村からは、「新たな担い手の確保が難しく現在の操作員に頼らざるを得ないが、操作員の高齢化が進んで

おり、負担が大きい手動のままでは近いうちに受託できなくなる」という声が上がっている。 

○更に、令和３年７月豪雨では内水被害が多発し、操作を適切かつ迅速に行うことが必要。 

（２）河口水門の遠隔化

河口部に設置された水門について、津波発生時には迅速かつ安全に閉鎖する必要があり、その

対策として遠隔化を検討する。 

≪背景≫ 
○河口部に設置された県管理水門は計１１基。（いずれも電動化は措置済） 

○東日本大震災で多くの操作員が殉職されたことを受け、国は海岸管理（都道府県）に対し津波発生時における

操作員の安全確保の推進を通知 ※（平成２４年３月）しており、太平洋側を中心に遠隔化が進められている。

  ※津波時の操作員の安全確保・操作の確実実施、操作の自動化・遠隔化の促進・電源喪失対策等 

○県内の津波浸水想定（平成３０年３月公表）では、近地地震の場合、わずかな時間で津波が到達する予測。 
【参考】近地地震（鳥取沖F55断層地震）の場合

 境港市 日吉津村 米子市 大山町 琴浦町 北栄町 湯梨浜町 鳥取市 岩美町 

最大津波高 ２．４ｍ １．４ｍ １．７ｍ ２．３ｍ ２．１ｍ ２．４ｍ ３．１ｍ ５．５ｍ ４．８ｍ 

最大津波到達時間 ４３分 ６１分 ２９分 １４分 １９分 １９分 １８分 １５分 ７分 

２ 主な事業内容 

（１）樋門の電動化（120,000千円／40基／年） 

重要度の高い樋門全１６０基（人家密集地など）について、計画的（４カ年計画）に電動化を行う。 

（２）河口水門の遠隔化の検討（30,000千円） 

河口部に設置された水門１１基について遠隔化の検討(通信制御、経済性等)を行う。 

方法検討(30,000千円（11基)） → 計画 

【参考】樋門と水門の違い 

樋門…本川の堤防内に管路を挿入して設けられるもの 

水門…本川の堤防を分断して設けられるもの 

３ 事業目標・取組状況・改善点等 
今後、順次、樋門の電動化・水門等の遠隔化検討を行う。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。
   備考欄の県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

手動式の樋門 電動ドリル式の開閉
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                           河川課（内線７３８６） 
  １目 河川総務費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源

樹木伐採・河道掘削
等緊急対策事業 
[単県公共事業] 

1,028,962 555,070 473,892
<308,400>

1,028,000
962

県費負担 

309,362 

トータルコスト 1,031,328千円（前年度557,446千円） [正職員：0.3人] 

主な業務内容 設計積算、入札・契約の締結、現場監督 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

河川内の樹木繁茂・土砂堆積による洪水氾濫を防止するため、平成３０年度に実施した緊急点

検や日常の巡視点検により判明した要対策箇所の樹木伐採・河道掘削を、令和２年度に創設され

た「緊急浚渫推進事業債」等を活用し実施する。 

２ 主な事業内容 

・樹木伐採：栗尾川（倉吉市上余戸）等 ７８箇所 

・河道掘削：大路川（鳥取市東大路）等 ８１箇所 

      ＜栗尾川（倉吉市上余戸）＞       ＜大路川（鳥取市東大路）＞ 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・ 県管理河川の樹木伐採・河道掘削については、平成３０年度に実施した緊急点検結果を基に

国の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（H30～R2）」や「防災・減災、国土

強靱化のための５か年加速化対策（R3～R7）」及び「県単独事業（緊急自然災害防止対策事

業債（R1～R2）、緊急浚渫推進事業債（R2～R6））」を活用し、重点的に実施してきている。 

・ 令和３年度末で要対策箇所（６６８箇所）のうち約８５％が着手済みとなる見込み。 

・ 今後も必要に応じて要対策箇所の見直しを行い、引き続き計画的に対策を実施していく。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。
   備考欄の県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                          河川課（内線７３８６） 
  ５目 水防費                                      （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

水防対策費 76,994 9,391 67,603
<19,200>

64,000
12,994

県費負担 

32,194 

トータルコスト  84,880千円（前年度17,312千円） [正職員：1.0人] 

主な業務内容  水防訓練の実施、水防資機材の購入等 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

近年、平成３０年７月豪雨や令和３年７月・８月の大雨等により各地で水害が頻発している。こ

れらの水害から人命・財産を守るために、河川整備等のハード対策に加えて水防体制・避難体制整

備等のソフト対策を実施する。 

２ 主な事業内容 

（単位：千円） 

細事業 本年度 事業内容 

鳥取県水防訓練及び

水防講習会 

7,585 出水期に備え、各水防機関の士気高揚、水防技術の向上、

水防体制の強化を図り、出水に備える。（令和４年５月実

施予定） 

水防資機材の補充 1,542 洪水時の浸水被害の発生に備え、水防倉庫に備蓄されてい

る水防資機材の補充を行う。 

水防功労者表彰 30 水防功労者表彰に係る経費。 

排水ポンプ車等管理

運営費 

3,837 豪雨災害時等に浸水箇所の被害を軽減させるために配備

している排水ポンプ車の操作・点検・修繕等を実施。 

（新）排水ポンプ車

購入費 

64,000 豪雨災害時等に浸水箇所の被害を軽減させるため、排水ポ

ンプ車の新規購入に要する費用。 

合計 76,994

３ 事業目標・取組状況・改善点 

＜水防訓練及び水防講習会＞ 

・水害から人命財産を守るため、毎年度、水防関係機関による水防訓練や水防講習会等を実施し、

水防体制に万全を期すとともに、県民の防災意識の醸成を図っている（令和３年度水防訓練は新

型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ中止）。 

＜排水ポンプ車＞ 

 ・令和３年までに、県内で排水ポンプ車３台（東部２台、西部１台）を配備している。 

・洪水時に適切に出動・稼働できるよう排水ポンプ車の適切な維持管理を行う。 

・令和３年７月・８月の大雨による広範囲の浸水被害を受け、点在する被害箇所の早期浸水解消を

機動的に実施するため、排水ポンプ車を新規購入する。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。

   備考欄の県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

６款 農林水産業費 ４項 林業費 ７目 治山費 
８款 土木費 ３項 河川海岸費 ３目 砂防費 
                                 治山砂防課（内線７８２１） 

                                        （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

治山事業（県土） 

［一般公共事業］ 
532,500 530,000 2,500 275,500

<174,940>

230,000
27,000

県費負担
825,110 

農山漁地域整備交付

金（治山） 

［一般公共事業］ 

365,500 368,000 △2,500 190,425
<122,500>

157,000
18,075

防災・安全交付金（通常

砂防事業） 

［一般公共事業］ 

854,700 802,471 52,229 427,350
<192,000>

384,000
 43,350

防災・安全交付金（急傾

斜地崩壊対策事業） 

［一般公共事業］ 

959,200 1,110,850 △151,650 448,745
<201,500>

403,000

(負担金)

61,710
45,745

トータルコスト 3,053,790千円(前年度3,154,651千円)[正職員:42.2人 会計年度任用職員:3.2人］

主な業務内容 設計積算・入札・契約の締結、現場監督 

工程表の政策内容 

山地災害危険地区3,955箇所の整備率向上 
（令和3年度末 整備箇所数：1,423箇所 整備率：36.0%） 
土砂災害危険箇所3,072箇所の整備率向上 
（令和3年度末 整備箇所数：836箇所 整備率：27.2%） 

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 
 令和3年7月に県中部を中心に大きな被害をもたらした豪雨など、近年、県内で発生している災害
では、山地崩壊や法面崩落のほか、土石流とともに多量の流木による被害も発生しており、このよ
うな災害は県内各所において毎年のように起きている。これらの災害を減らし、また、県民の生命
及び財産を保護し、安心・安全で住みよい地域づくりを行うため、緊急度や優先度を考慮しながら
土砂災害対策施設である治山・砂防及び急傾斜施設の重点的整備を進める。 
２ 主な事業内容 
（１） 治山事業 532,500千円（対策箇所15箇所[新規3箇所、継続12箇所]） 

平成30年7月豪雨をはじめとする近年の災害により荒廃した森林において、谷止工や山腹工 
の整備を行う。 

（２）農山漁村地域整備交付金(治山) 365,500千円（対策箇所19箇所[新規8箇所、継続11箇所]） 
 平成30年7月豪雨をはじめとする近年の災害により荒廃の進んだ森林において、谷止工や山腹
工の整備を行う。 

（３） 通常砂防事業 854,700千円（対策箇所51箇所[新規5箇所、継続46箇所]） 
    流木捕捉機能の無い砂防施設等で下流の氾濫域に多くの家屋や重要施設（要配慮者利用施設や

防災拠点等）を抱える渓流において、土砂及び流木の捕捉効果の高い透過型砂防堰等の整備を行
う。 

（４） 急傾斜地崩壊対策事業 959,200千円（対策箇所42箇所[新規1箇所、継続41箇所]） 
急傾斜地崩壊防止施設により、急傾斜地の崩壊による土砂災害から県民の生命及び財産を保護

するため、擁壁工等の整備を行う。 
３ 事業目的・取組状況・改善点 
（１）治山事業 

治山施設を整備することにより、山地災害等により荒廃の進んだ森林の早期復旧及び森林の維
持造成を図る。

（２）砂防事業
砂防堰堤等の砂防設備を整備することにより、土砂災害から下流部に存在する人家、耕地、公

共施設等を守る。 
平成21年7月に山口県防府市の要配慮者利用施設の土砂災害を受け、平成21年度から要配慮者利

用施設を優先し、砂防堰堤等による土石流対策や流木流出防止対策等を推進している。 

区分 
対象数 

（H21時点）

対策状況 

H21末時点 R3末時点 

要配慮者利用施設 (24時間及び通い含む) 153 22（14.4％） 66（43.1％） 

土砂災害危険箇所（保全人家５戸以上） 3,072 686（22.3％） 836（27.2％） 

※要配慮者利用施設（24時間利用施設：要対策22箇所）については全て事業着手済み。（R3年度末までに19箇所整備済み、残りの3箇所も事業実施中）

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。
   県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ４項 港湾費                          空港港湾課（内線７５８６） 
  ４目 空港費                                       （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

空港管理費 620,315 621,283 △968 30,060 <28,000>
44,000 546,255 県費負担

574,255

トータルコスト 643,184千円（前年度 645,838千円）［正職員：2.9人］ 

主な業務内容 

運営交付金交付事務（交付金交付事務、交付金の清算事務、監査事務）、運営権者
との連絡調整（事業計画、事業報告、モニタリング、各種報告、契約事務等）、県
が負担する空港の更新投資・管理事業、 空港用地等の借用事務（国及び地権者と
の協議、契約事務等）、第２期コンセッション導入の検討 

工程表の政策内容 空港における安全・安心の確保と鳥取砂丘コナン空港の賑わいづくり 

事業内容の説明                【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１ 事業の目的・概要 
鳥取県営鳥取空港（愛称：鳥取砂丘コナン空港）は、平成30年7月に公共施設等運営権（コンセッション）制度に基づく民

間事業者による空港運営に移行し、県は運営権者である鳥取空港ビル株式会社と「鳥取県営鳥取空港特定運営事業等公共施
設等運営権実施契約」を締結している。当該契約に基づき、県は運営権者に対し、運営権者の収入で不足する管理運営費を
運営交付金として、一定額交付する。 
また、当該契約に更新投資等の費用負担のルールが定められており、県は更新・拡張費用及び運営交付金の枠を超える修

繕費用を負担する。以上、空港施設全般に関する経費である。 

２ 主な事業内容 （単位：千円）
細事業名 内容 本年度 前年度

１ 運営交付金 民間による空港管理の効率化、空港の利用促進、空港を拠点とした賑わい創
出の実現を図るため、県が運営権者に交付金を交付する。 
運営交付金＝基準費用（県直営費用－コスト削減額）－基準収入 
なお、運営交付金の額は、本事業を県自ら実施した場合に係る県直営費用か
ら本事業によるコスト削減額および着陸料等の収入を減算した額（上式）。

431,030 431,432

２ 更新投資等 実施契約上、県が費用負担すると定められたもの。施設等の更新・拡張・修
繕および備品の購入・更新に係る費用。 

103,531 139,977

 ターミナルビルＬＥＤ更新工事 国際線ターミナルの照明をLEDに更新するため、設計および工事を行う。 33,553

雨漏補修工事 国際線ターミナルの雨漏りを補修するため、調査および工事を行う。 15,627
化学消防車更新 空港に配備している化学消防車が老朽化し、また、メーカー推奨の耐用年数

を超過しているため、更新する。[債務負担行為 令和 5年度 126,819千円]
54,351

３ 運営権外管理事業 空港の維持管理、空港用地（国有地等）の借用、その他に係る費用。 35,694 39,843
 低層風情報提供システ
ム 

離着陸時に多大な影響を与える低層風を観測し、運航中の機体に情報提供す
ることで、安全性向上に貢献するシステムの保守管理を行う。 

4,400

騒音調査・分析および離
発着割合調査・分析 

鳥取空港周辺対策に関する協定書に基づき、騒音調査・分析および離発
着割合調査・分析を行う。 

4,205

その他固定的経費、枠内標準
事務費等 

使用料・賃借料（爆発物検査装置賃借料、空港用地等借上料）、除草委
託等諸費。 

27,089

４ 検温体制強化費用 検温係員の配置に係る費用（新型コロナウイルス感染症対策）。 4,818 8,076
５ コンセッション関係費用 中間評価を踏まえたコンセッション改善検討に係る費用。 10,000 1,955
６ 鳥取空港着陸料・停留料の

減免支援 
令和 3年度、鳥取空港の定期便の着陸料・停留料に対して、従来の75％減免
（羽田発着枠政策コンテスト対応）に加えて、追加減免（残部分の25％を45％
に減免）して、約 9割減免（ 86.25％（ = 0.75+0.25×0.45 ））している。
令和 4年度も同じ支援を継続する。 
なお、当該減免は、運営権者の減収部分を支援するものである。 

25,242(25,000)
※令和3
年6月補
正後の額

７ 維持管理更新計画（長寿命
化計画を含む）策定 

鳥取空港内施設には、航空機が離着陸・走行するための土木施設や、管理庁
舎・管制塔などの建築施設等がある。このうち、土木施設については航空法
等、また、建築施設については建築基準法等の法令に基づき、維持管理等が
実施されている。 
これらの施設について、一体的な維持管理更新計画（長寿命化計画を含む）
を策定することによって、修繕・更新の優先度・優先順位を定め、それを踏
まえた合理的な日常の点検・維持管理が可能となる。 
加えて、耐用年数を超えて使えるようにする「長寿命化」を後押しする。 
なお、当該計画策定費用は、運営権者を支援するものである。 

10,000 － 

合計 620,315 621,283

３ 事業目標・取組状況・改善点
コンセッション契約による運営権者である鳥取空港ビル(株)が、民間事業者の創意工夫・利点を活かした空港運営が求められて

いるが、中間評価の結果、一部において改善を要する。このため、運営権者が取組を改善するよう促し、改善に向けた契約内容の
見直しを行う。また、運営権者がより自由度の高い事業運営を行えるようにすることで、既存インフラの価値が高まり、利用促進
が図られ、賑わいの創出の拠点となるよう当該事業を実施する。さらに、県は空港設置者として、安全・安心な空港づくりのため、
運営権外の管理を運営権者と協力して合理的に実施する。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。
   県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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４目　空港費

国庫支出金 起　債 その他 一般財源
債務負担行為
   　　23,207

債務負担行為

        3,478
（使用料等）

債務負担行為
   　　19,729

42,447 37,536 4,911 1,966 5,938 34,543

48,756 千円　(前年度　43,873千円)　［正職員：0.8人］

説明

【事業概要】

金額

25,739

14,742

1,966

５目　直轄港湾事業費負担金

国庫支出金 起　債 その他 一般財源

〈34,500〉

77,000 77,000 0 69,000 8,000

78,577 千円　(前年度　78,584千円)　［正職員：0.2人］

 直轄事業に係る関係機関との協議・調整、負担金の協議・支払

説明

６目　直轄空港事業費負担金

国庫支出金 起　債 その他 一般財源

〈31,500〉

70,380 70,380 0 63,000 7,380

71,169 千円　(前年度　71,964千円)　［正職員：0.1人］

 直轄事業に係る関係機関との協議・調整、負担金の協議・支払い

説明

（注）起債欄の上段＜　＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。

　　　県費負担は、起債欄の＜　＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

 委託契約、監督、支払事務、関係機関との調整、利用者対応、申請書受付・審査、交付決定、事業報告の
確認

前年度

主な業務内容

比較本年度

トータルコスト

米子空港関係管理費

財　源　内　訳
備考

本年度

工程表の政策内容

前年度

直轄空港事業費負担金
［直轄負担金］

事業名 本年度

比較

トータルコスト

　－

財　源　内　訳

県費負担

事業名

主な業務内容

備考

前年度

42,500

　 米子空港の維持管理等に要する経費である。

米子空港検温体制強化費用

県が米子市・境港市と共同で米子空港駐車場及び米子空港連絡通路・米子
空港駅待合施設等を管理運営する経費である。

38,880

トータルコスト

備考

財　源　内　訳

概要

比較

無料駐車場・関連施設管理費

検温係員の配置に係る経費である。
（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業）

主な業務内容

国が米子空港（美保飛行場）において行うエプロン（駐機場）舗装改修工事及び電源設備更新工事に係る経費の県負担分であ
る。

直轄港湾事業費負担金
［直轄負担金］

工程表の政策内容 　－

事業名

県費負担

   国が鳥取港において行う第１防波堤の延伸工事に係る経費の県負担分である。

項目

工程表の政策内容 　－

米子空港周辺地域振興交付金
米子空港滑走路延長事業に伴い県、米子市、境港市及び両市の地元協議会
が合意した地域振興計画に基づき、地域振興事業を実施する両市に対して
交付する交付金である。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ４項 港湾費                          空港港湾課（内線７３８０） 

１目 港湾管理費                                   （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取港コンテナ取扱
可能性調査事業

70,300 24,000 46,300 70,300

トータルコスト 71,089千円(前年度24,792千円)［正職員:0.1人］ 

主な業務内容 試験輸送、補助荷役機械レンタル 

工程表の政策内容  － 

１ 事業の目的・概要 

鳥取港港湾計画改訂（令和２年１１月）過程の中で背後企業から、鳥取港でコンテナ貨物を取扱

う要望があり、その可能性を検討するため、令和２年度より内航コンテナ船を鳥取港に寄港させる

試験輸送を実施している。 

令和４年度は、これまでの試験輸送の検証結果を踏まえ、週１回の鳥取港寄港を１箇月間継続す

る試験輸送のほか、補助荷役機械等の導入によりコンテナ取扱の効率化を図る。 

２ 主な事業内容 

（１）試験輸送（48,300千円）（4回分） 

在来コンテナ船（航路）を鳥取港に寄港させ、コンテナ貨物の荷役（揚げ・積み）を行い、港湾機能

の確認、検証を行う。週１回の鳥取港寄港を１箇月間継続する試験輸送を実施する。 

週１回の寄港を継続して行うことによって、より定期化に近い条件下で試験輸送が実施可能となり、

荷主にとって出荷時期の調整が可能となること等によりコンテナ輸送への参加促進につながる。 

（２）補助荷役機械レンタル（10,000千円） 

補助荷役機械（大型フォークリフト）の投入により最大取扱貨物量を増加させることが可能となり、

荷役効率の向上を図る。 

（３）荷役機械改良 等（12,000千円） 

ガイド付きコンテナスプレッダー製作による荷役効率向上効果の確認、コンテナメンテナンス実施に

よる鳥取港のコンテナ取扱機能強化の確認、試験輸送実施結果の効果検証を行う。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

定期航路化にあたり、船社にとって安定的な貨物の集荷、取扱量の最大化は重要課題であること

から、試験輸送を通じてこれらの課題を解決できる貨物量をポートセールスにより十分確保し、定

期航路化を実現する。 

・令和２年 ９月２２日  第１回試験輸送実施 

（博多港で積替え、主に東南アジア方面へコンテナ１２本輸出） 

・令和３年１０月１６日 第２回試験輸送実施 

（博多港で積替え、主に東南アジア方面へコンテナ２１本輸出） 

鳥取港コンテナ試験輸送

令和 3年 10 月 5 日 令和 3 年 10 月 16 日 

コンテナスプレッダー 

321



令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ４項 港湾費                          空港港湾課（内線７３８０） 
  ３目 境港管理組合費                                   （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

境港管理組合
負担金

1,822,815 1,817,135 5,680 1,400
(還付金)

16,855
1,804,560

トータルコスト 1,829,912千円(前年度1,824,264千円)［正職員:0.9人］ 

主な業務内容 事業計画の承認等、負担金通知、収入・支払事務、境港管理組合との調整

工程表の政策内
容 

取扱貨物量の増加（令和１５年目標：貨物取扱量510万トン）、 
クルーズ客船の誘致（令和１５年目標：100回以上の寄港）

事業内容の説明                       

１ 事業の目的・概要 

境港管理組合の運営及び港湾施設整備等の経費に対する負担金である。

クルーズ船寄港回数は、新型コロナ感染症の拡大により、世界的にクルーズ運航が制限され、寄港回数０

（ゼロ）回となっていたが、令和３年は邦船クルーズが一部再開し、４月に「飛鳥Ⅱ」、１０月に「にっぽん丸」が

寄港する等、令和２年４月に供用開始した境夢みなとターミナルがその機能を発揮しつつある。また、トラック

ドライバー不足や環境問題への対策、リダンダンシー（輸送ルート・手段の多重性）確保のため新規国内ＲＯ

ＲＯ船航路開設等に取り組んでおり、令和３年６，７月に既存ＲＯＲＯ船航路（敦賀港－博多港）を途中寄港

させる試験輸送を実施した。 

今後は、アフターコロナ／ウィズコロナの対応強化を図りながら、北東アジアゲートウェイとして、船舶の大

型化、貨物やクルーズ客船寄港の増加、及び物流の効率化などの主要課題の解決に向け、令和３年７月に

改訂した港湾計画に基づく港湾機能の充実・強化を推進する。 

２ 主な事業内容 

（１） (継)日本海側内航ＲＯＲＯ船定期航路化推進事業 

［ポートセールス推進事業費（鳥取県：島根県＝３：１）］ （15,000千円） 

  令和３年６，７月に既存航路（敦賀港－博多港）を境港に途中寄港させる試験輸送を実施し、定期寄港化に

向けた課題抽出を行った。主な課題として、境港背後の移出入貨物量の偏り、輸送資機材の通行許可手続き

の長期化、国内海上輸送文化の未浸透が挙げられた。 

 今後は、抽出された課題、国の施策動向、社会的要請を踏まえ、輸送網のリダンダンシーの必要性や、トラッ

クドライバーの２０２４年問題（年間労働時間上限規制）に対応するため、船社等との災害時海上輸送応援協定

締結や、境港背後圏域の特性に応じたＲＯＲＯ船定期寄港に向けた輸送システム、行政支援の検討等を行う。 

（２）（継）外港地区物流ターミナル（上屋）整備事業 （20,000千円）

    老朽化が進んでいる外港地区の４棟の上屋（貨物の一時保管場所）について、近年は不具合が頻繁に発生

し、修繕費用が嵩んでいる状況であり、効率的な建設、及び管理運営方法等、民間のノウハウや資金の活用も

含めて統廃合等再整備検討を進めている。 

令和３年度は、国の先導的官民連携支援事業を活用し、民間事業者によるサウンディング調査、ＰＦＩ事業の

導入について可能性調査を行った。 

令和４年度は、ＰＦＩ事業の導入を想定し、特定事業の選定、実施方針・要求水準書の作成を行う。 

（３）（新）竹内南地区賑わいづくり（釣り振興）推進事業 （4,350千円） 

    竹内南地区の賑わいづくりの取組みの一環として、令和２年度に「境港釣り振興勉強会」を立ち上げ、釣りを

通じた地域の賑わいづくりの検討を行っている。令和２年度には、足場等の仮設材による釣り場を設置、試験

開放し、一定の利用需要が把握できた。令和３年度は、既存護岸の一部を改良、試験開放し、恒久的な釣り場

の検討を行った。 

令和４年度は、釣り場の安全・安心な管理運営について、周辺商業施設との連携、民間による施設管理・運

営導入に係るニーズ調査を行い、民間による施設管理、範囲等を検討する。 
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（４）（継）直轄港湾事業費 

境港外港地区防波堤整備事業等 (17,925千円) 

【負担金総括表】                                             (単位：千円)
県負担金 摘要

議会費・広報費・一般管理費等 163,402 議会に係る経費や職員人件費など境港管理組合の運営に必要
な経費

ポートセールス推進事業費 31,841 境港の利用促進を図るためのポートセールスに必要な経費
港湾管理費 215,246 港湾施設の管理、維持補修及び港湾調査等に必要な経費

港湾建設費 26,400 港湾施設の改良など港湾整備の実施に必要な経費

直轄港湾事業費負担金 17,925 国直轄事業に係る地方負担金

公債費 622,131 港湾整備等の財源として借り入れた起債の元利償還に必要な
経費

港湾整備事業特別会計繰出金 745,870 特別会計で実施する施設整備に係る起債の元利償還金等に充
当

合計 1,822,815 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

境港のもつ北東アジアゲートウェイとしてのポテンシャルを活かし港湾機能の充実・強化を図ること、また、ク

ルーズ客船の誘致や日本海側内航航路拡充を通じた境港背後産業の活性化を目標とする。 

令和３年７月に改訂した港湾計画に基づく港湾施設の早期整備を図るとともに、クルーズ客船の積極的な

誘致、国内ＲＯＲＯ船の定期航路化推進など、更なる港湾機能の向上を図る。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ４項 港湾費                        空港港湾課（内線７３８０） 
  １目 港湾管理費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

よなごベイウォータ
ーフロント魅力向上
事業 

7,000 2,000 5,000 7,000

トータルコスト 7,789千円（前年度 2,792千円）［正職員：0.1人］ 

主な業務内容 関係機関調整、業務発注・進行管理、監督業務・業者対応 

工程表の政策内容  － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

米子市が平成３１年３月に策定した「中海・錦海かわまちづくり計画」を契機に、米子港周辺の

水辺空間の活用に向けて、令和元年に観光・商工関係者、地元関係者、行政機関で構成する「よな

ごベイウォーターフロント検討会」を立ち上げ、 ハード・ソフトの両面におけるかわまちづくり計

画の推進、水辺の散策路整備、米子港活性化ゾーンの民間事業者の活用などの活用策を決定した。

令和４年度からは、民間事業者による活性化事業が本格開始することから、 県としても、米子市

や民間事業者による事業と連携して、同地域の活性化に向けた取組を行う。 

２ 主な事業内容 

（１）米子港において不足している小型船舶係留施設（桟橋等）の整備設計 Ｃ＝６，０００千円

（２）水辺の散策路の整備設計 Ｃ＝１，０００千円 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

「よなごベイウォーターフロント検討会」で決定した以下の活用策について取組を進めている。 

○中海・錦海かわまちづくり計画の推進 

令和元年度から国交省が親水護岸、米子市が広場・駐車場、県が港湾の桟橋整備を計画的に実

施中。 

○水辺の散策路の整備 

令和３年度から散策路整備について検討中。 

○民間事業者の米子港活性化ゾーンの活用 

令和２年度に民間事業者を公募し、これまで優先交渉権者の決定、基本協定書の締結を行って

おり、令和４年度当初に優先交渉権者と土地売買契約を行う予定。 

令和４年度には、行政、商工・観光団体及び民間事業者で構成する協議会を設置し、各々が実施

する事業の円滑化並びに連携の強化に向けた体制を整える。 

《米子港活用策イメージ》 
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ４項 港湾費                          空港港湾課（内線７５８６） 
  ４目 空港費                                       （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取砂丘コナン空港
を拠点とした賑わい
づくり事業 

24,510 9,455 15,055 15,000 9,510

トータルコスト 37,916千円（前年度 20,544千円）［正職員：1.7人］ 

主な業務内容 
二次交通の実態調査、プラットフォーム設置・運営・関係機関調整、鳥取空
港内の名探偵コナン装飾維持管理、デジタルスタンプラリー等の実施、情報
発信、民間主体のイベント支援 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明                【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】
１ 事業の目的・概要 

“鳥取空港（愛称：鳥取砂丘コナン空港）は、首都圏や海外からの空の玄関口！ここから、鳥取観光・滞在がスタート！”
をテーマに「鳥取砂丘コナン空港を拠点とした賑わいづくり事業」を推進する。 
鳥取空港・鳥取港をセットにしたツインポート、鳥取空港ビル内の大江ノ郷自然牧場・すなば珈琲・コナングッズショッ

プ等のテナント、そして、名探偵コナンの装飾など鳥取空港の持つポテンシャルを活かしつつ、ANAホールディングス(株)、
県内交通事業者を含む地元・民間・学術・行政等の多機関が連携し、インバウンド観光振興・ワーケーション推進と住民生
活維持の「融合」を目指した公共交通網の点検・再構築を行い、地域活性化を進める。 
併せて、アフターコロナを見据えて、今後見込まれる航空・観光需要の回復に速やかに対応できるよう施策を進める。 

２ 主な事業内容                               （単位：千円）
細事業名 内容 本年度前年度

（新規）鳥取砂丘コナン空港と周辺観光地等を結ぶ二次交通改善対策事業（アフターコロナを見据えて） 
委託 
１ 二次交通改善対策

事業 
二次交通の実態調査・アンケート調査、個人旅行者の行動調査等を実施し、
幅広く多様な利用者側の総合的な視点から二次交通の実質的な充実（選択
肢の新設・拡充）と統合化による充実（利便性の向上）に向けた施策案を
抽出・提案（（仮称）鳥取空港二次交通戦略を策定）する。また、幅広い機
関を構成員としたプラットフォーム（（仮称）鳥取空港アクセス改善連絡調
整会議）を設置し、鳥取方式の観光型MaaS等の実施に向けた調査・検討を
進める。 
（実態調査・施策案の抽出・提案14,294千円、プラットフォーム運営事務
費706千円）

15,000 0

小計 15,000 0

ツインポート加速化促進事業 

直営・委託 
１ 交流促進 県外からの来場者の多くが名探偵コナンを目当てに来場されるなど、名探

偵コナンへの期待が高いことから、名探偵コナン装飾や謎解きラリーやス
タンプラリーの催しを通じて、県内外からの来訪を促進する。 
（装飾維持管理1,195千円、デジタルスタンプラリー138千円、謎解きラリ
ー2,659千円）

3,992 3,992

２ 「ツインポート」
の知名度アップ 

ツインポートの取組を県内外に情報発信し、知名度の向上を図る。 
（デジタルサイネージリース99千円）

99 1,759

支援・補助 
３ ツインポートの賑

わいづくり事業 
ツインポートエリアの魅力（コナン装飾、食のみやこ、砂場スポーツなど）
が体感できる民間主体のイベント支援や、コナン装飾の充実などによって、
両港相互の誘客促進を図る。 
（ウオーキング等イベント支援1,213千円、鳥取港ＢＢＱイベント補助金600
千円、砂像づくり体験イベント補助金100千円、空港基準点設置423千円、
展望所防護柵・案内板設置1,583千円、メモリアルスポット修繕1,500千円）

5,419 3,704

小計 9,510 9,455

合計 24,510 9,455

＜今後の展開＞ 
幅広い機関を構成員としたプラットフォーム（（仮称）鳥取空港アクセス改善連絡調整会議）から出た意見・アイデアに基

づいて、ANAホールディングス(株)、県内交通事業者を含む地元・民間・学術・行政等の多機関連携で試行・実用化に向けて
取り組む。今後、必要に応じて予算化する。 
また、目的達成レベルが低調にならないよう、多機関連携で取り組むことで、この効果が飛躍的に増大すると見込んでいる。
さらに、試行・実用化に当たっては、各施策の実施状況を定期的にモニタリングし、前述プラットフォームにてPDCAサイ

クルを回し、スパイラルアップを図ることを想定している。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
これまで「ツインポート加速化促進事業」として、謎解きラリーの開催、ウォーキングイベントの開催、駐車場拡

張、PRサイネージの設置等による両港の情報発信、施設の機能強化を実施している。 
しかし、新型コロナウイルスの影響によって、航空機利用者数・一般来場者数が減少している一方で、アフターコ

ロナを見据えて、イベント開催だけではなく、航空便の搭乗者数・搭乗率の増加を第一に考え、もっと工夫していく
必要がある。 
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ４項 港湾費                        空港港湾課（内線７３８０） 
  １目 港湾管理費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 

財  源  内  訳 

備 考国庫支出

金 
起債 その他 一般財源 

社会資本整備総合交
付金（港湾） 
[一般公共事業] 

53,000 20,700 32,300 25,000
<12,500>

25,000
3,000

県費負担 
15,500 

トータルコスト 56,154千円（前年度 23,868千円）［正職員：0.4人］ 

主な業務内容 地元説明、工事発注、監督業務、関係機関調整 

工程表の政策内容  － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

（１）第２防波堤延伸（鳥取港） 

・近年、台風や豪雨による千代航路の埋塞が平成29年から５年連続で発生しており、利用企業は入港日

の調整や他港で貨物を降ろし喫水調整を強いられるなど産業活動に多大影響を与えている。 

・そのため、令和２年度に改訂した鳥取港港湾計画では、埋塞対策として、主要航路の切替えを行うも

のとしている。 

・本事業は、航路切替えのため直轄事業（第１防波堤延伸）と連携して実施するものである。 

（２）西浜緑地整備（鳥取港） 

・鳥取港周辺には、みなとオアシス賀露やツインポート化を進める鳥取砂丘コナン空港、鳥取砂丘等が

立地している等、鳥取県東部の賑わい拠点としての役割を担っている。 

・同地域の賑わい創出のため、令和２年度から産官学が連携した「鳥取港賑いづくり検討会」を立上げ、

「鳥取港賑わいづくり基本計画」、「鳥取港賑わいづくり実施計画」を策定した。 

・本事業はイベント開催やクルーズ船誘致のための環境整備として、緑地整備を実施するものである。 

（３）８号岸壁改良（増深）（鳥取港） 

・近年、輸送コスト削減のため、船舶の大型化が進んでおり、さらに今後配船されている船舶が更新等

を迎え大型化が進むと岸壁が使用できなくなることから、岸壁の増深を行う。 

２ 主な事業内容 

（１）第２防波堤延伸（L=200m） 

○防波堤延伸に係る測量設計 

 Ｃ＝４０，０００千円 

（２）西浜緑地（A=27,500m2） 

○緑地整備工事 

 Ｃ＝ ４，０００千円 

（３）８号岸壁 

○岸壁増深工事 

（水深-5.0m → -6.5m） 

 Ｃ＝ ９，０００千円 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

令和２年度に改訂した鳥取港港湾計画の中で、主要航路切替え及び８号岸壁増深を位置付け、港湾機

能の強化を図る。 

また、令和２年度に、賑わいづくり実施計画を策定し、賑わいづくりに必要な環境整備のため、西浜

緑地の整備を行うこととした。 

令和４年度以降は、これらの計画に基づいて整備促進を図り、港湾機能の充実を目指す。
（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。
   県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度 一般会計当初予算説明資料

８款 土木費 
 ４項 港湾費                          空港港湾課（内線７５８６） 
  ４目 空港費                                       （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取空港滑走
路等整備事業 
[一般公共事業] 

176,300 0 176,300 88,150
<59,500>

79,000
9,150

県費負担 
68,650

トータルコスト 178,666千円（前年度 0千円）［正職員：0.3人］ 

主な業務内容 
運営権者との連絡調整、運営交付金交付事務（交付金交付事務、交付金の清
算事務、監査事務）、国との調整 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
鳥取空港（愛称：鳥取砂丘コナン空港）において、航空機がオーバーランまたはアンダーシュー

トを起こした場合の航空機の損傷軽減対策として、改正国内基準に基づいて着陸帯端部に安全確保
のための滑走路端安全区域（RESA）を設置する。 
また、同空港の脱炭素化や維持管理費用の削減に向けて、航空灯火をLEDに更新する。 
なお、同空港は、平成30年7月に公共施設等運営権（コンセッション）制度に基づく民間事業者に

よる空港運営に移行し、県は運営権者である鳥取空港ビル株式会社と実施契約を締結している。こ
の実施契約に更新投資等の費用負担のルールが定められており、県は更新・拡張費用及び運営交付
金の枠を超える修繕費用を負担する。 

２ 主な事業内容                             （単位：千円）

細事業名 内容 本年度 前年度
更新投資等
（うち公共事業）

実施契約上、県が費用負担すると定められたもの。施設等の更新・拡張・
修繕に係る費用。 

176,300 0

 滑走路端安全

区域整備に係

る調査、設計

【国費1/2】 

航空法施行規則の改正によって、滑走路端安全区域（RESA）の設置が必要
となったが、鳥取空港はこの規定を満たしていないため、拡張工事が必要
である。このための調査および設計を行う。 
（事業年度：R4～R8 全体事業費：2,045,000千円） 
 R4～R5 ：設計、用地取得、法申請  
 R6～R8 ：改修工事 
 R9    ：供用開始

109,300

航空灯火ＬＥＤ

化詳細設計 

【国費1/2】 

令和12年（2030年）までに航空灯火のLED導入率100%とするように国から
示されたことに従って、各灯火をLEDに更新する。このための詳細設計を
行う。対象は、進入灯火、滑走路灯火、誘導路灯火、滑走路その他灯火、
エプロン照明灯・航空障害灯、道路駐車場照明とする。 
（事業年度：R4～R12 全体事業費：1,064,000千円） 
 R4～R7   ：設計、法申請 
 R5～R12  ：工事 
 R12    ：事業完了

67,000

合計 176,300 0

＜更新投資等の費用負担＞ 

区分 主な内容 
分担 

運営権者 県 

更新 施設等を部分的又は全面的に同程度の機能で交換する行為  ● 

拡張 施設等の規模の拡大や機能の付加を行う行為  ● 

修繕 施設等の部分的な機能や性能を回復させる行為 
・運営交付金の範囲（50万円以上の大規模修繕） ●  

・運営交付金を超える範囲  ● 

・上記以外の小規模修繕（50万円未満） ●  

新規投資 任意事業によって施設等を新たに整備する行為 ●  

注 更新投資等には、関連備品も含まれる。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
コンセッション契約による運営権者である鳥取空港ビル株式会社が主体となって、民間事業者の

創意工夫・利点を活かし、更新投資等を効果的かつ効率的に実現することが求められる。この際、
県も協力しながら実現する。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。

   県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
10款　教育費
　１項　教育総務費  高等学校課 、 特別支援教育課 （ 内線 ： ７９１６ ）
　　５目　教育振興費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

県内等修学旅
行支援事業
（県立学校）

2,500 5,000 △2,500 2,500

トータルコスト 3,289千円（前年度　5,792千円）［正職員：0.1人］
主な業務内容 補助金交付事務
工程表の政策内容 ふるさと鳥取から学ぶ教育の充実

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　新型コロナウイルスの影響等により、県立学校が修学旅行等で実施する場合の費用について支援することで、
生徒がふるさとについて学ぶ機会を創出し、地域への愛着を育む。

２　主な事業内容

（単位：千円）

補助金名 補助対象経費 補助対象者 県補助率
（上限額）

予算額

県内等修学旅行補助金 県内に宿泊し、体験活動を伴う
修学旅行を実施する場合の旅行
費用（他の補助金等を活用した
額を除く。）

県立学校に在籍す
る児童生徒の保護
者

10／10
（生徒１人あたり
3,000円を上限）

2,500

　※貸切バス等利用促進緊急応援事業（地域交通政策課）との併用はできないものとする。

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
新型コロナウイルス感染リスクの低減を図りつつ、生徒のふるさとへの愛着を育む契機としての修学旅行を実
施する。

＜取組状況・改善点＞
令和３年度は、県内修学旅行を実施又は実施を予定している学校が、県立高校８校、県立特別支援学校３校あ
り、令和４年度も補助金の活用が見込まれる。
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令和４年度一般会計当初予算説明資料
10款　教育費
　６項　社会教育費  図書館 （ 電話 ：0857-26-8155）
　　２目　図書館費 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 本年度 前年度 比　較

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

デジタル化時
代の知の拠点
づくり事業

24,878 24,872 6 24,878

トータルコスト 30,398千円（前年度　30,417千円）［正職員：0.7人］

主な業務内容 資料のデジタル化の推進、デジタルアーカイブのためのデジタルアーカイブシステムおよび資料デジタル化の
効果の広報、スキルアップ研修講座受講、デジタルアーカイブシステムの運用・保守 

工程表の政策内容 生涯学習の環境整備と活動支援

事業内容の説明 【「デジタル田園都市国家構想推進交付金」充当事業】
【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

１　事業の目的、概要

　利用者の資料利用の利便性を向上させ、地域独自の歴史や文化に関する資料を容易に利用できる環境を整え、
次世代に伝え残していくため、図書館の貴重な資料を電子化し広く公開する。そのための手法として、博物館、
公文書館、埋蔵文化財センターと共同で構築したシステムの利用促進を図る。
　また、大学図書館や市町村、個人が所蔵する資料の登録、公開についての検討を行う。

２　主な事業内容

（単位：千円）
区分 内容 予算額

資料のデジタル化の推進 所蔵している郷土資料のデジタル化 2,210
「とっとりデジタルコレクション」および
資料デジタル化の効果の広報

県立博物館、県立公文書館、県立埋蔵文化財セン
ター、県立図書館の４館協働でイベントを開催

151

スキルアップのための研修講座の受講 デジタルアーキビスト、文書情報管理士等の資格取得
に係る研修受講経費等

329

「とっとりデジタルコレクション」の運
用・保守

「とっとりデジタルコレクション」の賃貸借経費等 22,188

合計 24,878

３　事業目標・取組状況・改善点

＜事業目標＞
　　　地域の歴史や文化に関する資料を容易に利用できる環境を整え次世代に伝え残していくため、図書館の貴
　　重な資料のデジタル化を推進し、利用促進を図る。

　 ＜取組状況・改善点＞
　　○平成15年度～17年度：絵図のデジタル化
　　　利用希望の多かった38種、89点の絵図を対象に所蔵絵図のデジタル化に取り組み、絵図の画像をホーム
　　　ページで公開。
　　○平成29年度：「総合的なデジタル化計画」の策定、LAN環境の整備、デジタル化計画の定着に進行管理でき
　    る職員育成のための研修派遣を実施した。
　　〇平成30年度～令和元年度：デジタル化予定資料の中から優先順位を考慮し、書画等のデジタル化を実施。
　　〇令和２年度：「とっとりデジタルコレクション」の構築・公開を行った。
　　〇令和３年度：活用講座の開催・ジャパンサーチや国立国会図書館サーチとのデータ連携を実施。
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