
【新型コロナウイルス感染症対策本部】

新型コロナウイルス感染
症対策総合調整課

コロナに打ち克つ新しい県民生活推進事業 ・・・・・ 1

新型コロナウイルス感染症医療環境整備等事業 ・・・・・ 2

（新）感染拡大傾向時におけるPCR等検査無料化事業　 ・・・・・ 3

新型コロナウイルス感染症検査体制整備事業 ・・・・・ 4

（拡充）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 ・・・・・ 5

新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 ・・・・・ 6

（新）職域等におけるワクチン接種推進強化事業 ・・・・・ 7

【令和新時代創造本部】

新時代・SDGｓ推進課 （新）とっとりSDGsパートナーシップ加速化事業 ・・・・・ 8

（新）デジタル支えあい社会推進事業 ・・・・・ 9

広報課 （拡充）とっとり情報発信費 ・・・・・ 10

女性活躍推進課 （新）家族の笑顔をつくる家事シェア・家事負担軽減促進事業 ・・・・・ 11

（拡充）女性活躍に取り組む企業支援事業 ・・・・・ 12

（新）日本女性会議2022in鳥取くらよし開催支援事業 ・・・・・ 13

【交流人口拡大本部】

ふるさと人口政策課 「ふるさと来LOVEとっとり」関係人口創出事業 ・・・・・ 14

「ふるさと来LOVEとっとり」若者県内就職強化事業 ・・・・・ 16

移住定住推進基盤運営事業 ・・・・・ 17

移住定住促進情報発信事業 ・・・・・ 18

移住定住受入体制整備事業 ・・・・・ 19

観光戦略課 新型コロナから立ち上がる観光支援事業 ・・・・・ 20

（新）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 ・・・・・ 21

健康のびのびアウトドアツーリズム事業　 ・・・・・ 22

（拡充）ポストコロナ時代の新たな観光推進事業 ・・・・・ 23

（新）おもてなし日本一鳥取づくり推進事業 ・・・・・ 24

（新）とっとりサウナツーリズム推進事業 ・・・・・ 25

（拡充）旅情あふれる「鳥鉄の旅」創造事業 ・・・・・ 26

（拡充）教育旅行誘致強化事業 ・・・・・ 27

鳥取砂丘活性化・魅力向上プロジェクト ・・・・・ 28

一般社団法人山陰インバウンド機構運営事業 ・・・・・ 30

世界に誇れる「星取県」づくり推進事業 ・・・・・ 31

「蟹取県へウェルカニ」誘客促進事業 ・・・・・ 32

「ぐるっと山陰」誘客促進事業 ・・・・・ 33

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） ・・・・・ 34

外国人観光客受入環境整備事業 ・・・・・ 35

令和４年度当初予算案　主要事業

事業別参考資料

新型コロナウイルス感染
症対策推進課

新型コロナウイルスワクチ
ン接種推進チーム



国際観光誘客課 （新）アフターコロナ新しい旅のスタイル推進事業 ・・・・・ 37

新型コロナから立ち上がるインバウンド観光促進事業　 ・・・・・ 38

（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 ・・・・・ 40

交流推進課 新しい生活様式における国際交流推進事業 ・・・・・ 41

まんが王国官房 まんが・アニメツーリズム推進事業 ・・・・・ 42

水木しげる生誕100年記念事業 ・・・・・ 43

世界が認めた漫画家・谷口ジロー顕彰事業 ・・・・・ 44

まんが王国コナンで誘客促進事業 ・・・・・ 45

【危機管理局】

危機管理政策課 （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 ・・・・・ 46

（新）市町村圏域を超えた広域避難モデル事業 ・・・・・ 47

（拡充）鳥取県災害ケースマネジメント社会実装事業 ・・・・・ 48

避難所の生活の質向上事業 ・・・・・ 49

支え愛マップ作成推進事業　 ・・・・・ 50

危機対策・情報課 危機管理通信ネットワーク機能向上事業 ・・・・・ 51

原子力安全対策課 原子力防災対策事業 ・・・・・ 52

消防防災課 令和４年度全国少年消防クラブ交流大会開催事業 ・・・・・ 53

（拡充）消防団支援・連絡調整事業 ・・・・・ 54

鳥取県防災・危機管理対策交付金事業 ・・・・・ 55

（拡充）地域防災リーダー養成・連携促進事業 ・・・・・ 56

（拡充）自主防災組織新規設立支援事業 ・・・・・ 57

【総務部】

財政課 新型コロナウイルス感染症緊急事態対策調整費 ・・・・・ 58

情報政策課 （新）デジタル田園都市鳥取県戦略推進事業 ・・・・・ 59

（新）デジタルメディアリテラシー向上事業 ・・・・・ 61

（新）庁内オンライン会議環境整備事業 ・・・・・ 62

資産活用推進課 （新）県立鳥取少年自然の家跡地整備事業 ・・・・・ 63

人権・同和対策課 （拡充）多様な性を認め合う社会づくり推進事業 ・・・・・ 64

【地域づくり推進部】

県民参画協働課 （新）地域共生社会の未来を創る人材育成事業 ・・・・・ 65

（新）持続可能な地域づくり団体支援事業 ・・・・・ 66

とっとり県民活動活性化センター事業 ・・・・・ 67

文化政策課 コロナを乗り越える！アート映像等配信事業 ・・・・・ 68

アートで花ひらく地域活性化事業 ・・・・・ 69

第２０回鳥取県総合芸術文化祭・とりアート２０２２開催事業 ・・・・・ 70

万葉の郷とっとりけん魅力発信事業 ・・・・・ 71

スポーツ課 生涯スポーツ推進事業 ・・・・・ 72

（拡充）スポトピアとっとり推進事業 ・・・・・ 74

国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会事業 ・・・・・ 75

（拡充）いざパリへ！トップアスリート育成事業 ・・・・・ 76

（拡充）目指せ！「スポーツリゾートとっとり」創造事業 ・・・・・ 77

（拡充）第36回全国健康福祉祭（ねんりんピック）鳥取大会（仮称）開催準備事業 ・・・・・ 79

（新）鳥取県ねんりんピック基金造成事業 ・・・・・ 80

中山間地域政策課 中山間地域に関わる人財確保育成事業　 ・・・・・ 81



がんばる地域支援事業 ・・・・・ 82

特定地域づくり事業推進支援事業 ・・・・・ 84

（拡充）とっとりの美しい街なみづくり事業 ・・・・・ 85

（拡充）空き家対策推進事業 ・・・・・ 86

地域交通政策課 （新）貸切バス等利用促進緊急応援事業 ・・・・・ 88

（新）鳥取型MaaSによる地域交通サービス化推進事業 ・・・・・ 89

地域交通体系鳥取モデル構築事業 ・・・・・ 90

乗って守って未来へつなぐ公共交通推進事業 ・・・・・ 91

文化財課 日本刀と鬼伝説を活用した魅力発信事業 ・・・・・ 92

「とっとりの誇り」文化遺産活用推進事業 ・・・・・ 93

とっとり弥生の王国推進課 「とっとり弥生の王国」プロモーション推進事業　 ・・・・・ 94

（新）とっとり日本遺産魅力発信事業 ・・・・・ 95

史跡青谷上寺地遺跡整備事業 ・・・・・ 96

【福祉保健部】

福祉保健課 保健所機能等体制強化事業 ・・・・・ 98

新型コロナウイルス入院患者家族支援事業 ・・・・・ 99

感染症対策人材強化事業 ・・・・・ 100

（拡充）コロナ後の生活困窮者総合支援事業 ・・・・・ 101

（新）鳥取県更生保護給産会建替補助事業 ・・・・・ 102

（新）子どもと家庭の生活・相談支援拠点サポート事業 ・・・・・ 103

生活福祉資金貸付事業 ・・・・・ 104

（拡充）災害時における福祉支援機能強化事業 ・・・・・ 105

障がい福祉課 障がい者施設の新型コロナ対策支援事業 ・・・・・ 106

（新）障がい者情報アクセスモデル県推進事業 ・・・・・ 107

（新）強度行動障がい者支援体制総合強化事業 ・・・・・ 108

農福連携推進事業 ・・・・・ 109

障がい者のはたらき・自立のための工賃向上事業 ・・・・・ 110

鳥取県障がい者アート推進事業 ・・・・・ 111

（新）ともに生きる「あいサポート企業・団体」拡大事業 ・・・・・ 112

失語症者向け意思疎通支援事業 ・・・・・ 113

手話でコミュニケーション事業 ・・・・・ 114

（拡充）視覚障がい者情報支援事業 ・・・・・ 115

盲ろう者支援センター運営事業 ・・・・・ 116

子ども発達支援課 （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 ・・・・・ 117

（新）医療的ケア児総合支援事業 ・・・・・ 118

長寿社会課 高齢者施設の新型コロナ対策支援事業 ・・・・・ 119

（拡充）デジタルを活用した認知症予防啓発事業 ・・・・・ 120

｢介護で働きたい！｣を増やす参入促進事業 ・・・・・ 121

（拡充）軽費老人ホーム運営費補助事業 ・・・・・ 122

健康政策課 （拡充）がん対策推進事業 ・・・・・ 123

（新）循環器病対策推進事業 ・・・・・ 124

（拡充）ひきこもり対策推進事業 ・・・・・ 125

ココカラげんき鳥取県推進事業 ・・・・・ 126



医療政策課 入院医療コーディネートセンター設置事業 ・・・・・ 127

（新）鳥取方式在宅療養体制整備事業 ・・・・・ 128

鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 ・・・・・ 129

地域医療対策費（医療施設等設備整備費）　 ・・・・・ 130

地域医療対策費（医療施設等施設整備費） ・・・・・ 131

（拡充）看護職員等充足対策費 ・・・・・ 132

（新）鳥取大学医学部附属病院腎センター支援事業 ・・・・・ 133

原子力災害医療体制整備事業 ・・・・・ 134

（拡充）持続可能な地域医療提供体制構築推進事業 ・・・・・ 135

医療・保険課 原子力災害医療体制整備事業（安定ヨウ素剤関係） ・・・・・ 136

【子育て・人財局】

子育て王国課 （新）子育て王国未来応援事業　 ・・・・・ 137

（新）教育・保育施設等における安全・安心推進事業 ・・・・・ 138

私立幼稚園等運営費補助金 ・・・・・ 139

保育料無償化等子育て支援事業 ・・・・・ 140

子ども・子育て支援施設等利用県負担金 ・・・・・ 141

子どものための教育・保育給付費県負担金 ・・・・・ 142

低年齢児受入施設保育士等特別配置事業 ・・・・・ 143

保育サービス多様化促進事業（障がい児保育、医療的ケア児保育、乳児保育） ・・・・・ 144

病児・病後児保育普及促進事業 ・・・・・ 145

（拡充）鳥取県自然保育促進事業 ・・・・・ 146

とっとり婚活応援プロジェクト事業 ・・・・・ 147

子育て支援市町村応援事業　 ・・・・・ 148

子ども・子育て支援交付金 ・・・・・ 149

高校生通学費助成事業 ・・・・・ 150

（新）こどもの国50周年に向けた整備事業 ・・・・・ 151

保育の未来人財を呼び込む魅力発信事業 ・・・・・ 152

家庭支援課 （拡充）ひとり親家庭寄り添い支援事業 ・・・・・ 153

（拡充）産前産後のパパママほっとずっと応援事業 ・・・・・ 154

（拡充）社会的養育における子どもの権利擁護推進事業 ・・・・・ 155

（拡充）ヤングケアラー支援強化事業 ・・・・・ 156

（拡充）児童相談所体制強化事業 ・・・・・ 157

（新）鳥取県版不妊治療拡大事業 ・・・・・ 158

（拡充）小児慢性特定疾病対策事業 ・・・・・ 160

総合教育推進課 私立専修学校の感染症対策に係る支援事業 ・・・・・ 161

私立中学校・高等学校の学校寮及び部活動における新型コロナウイルス対策強化事業 ・・・・・ 162

教育関係施設感染症予防対策支援事業 ・・・・・ 163

県内修学旅行支援事業（私立学校） ・・・・・ 164

家庭学習のための通信機器整備支援事業 ・・・・・ 165

（拡充）私立学校教育振興補助金 ・・・・・ 166

私立高等学校等就学支援金支給等事業 ・・・・・ 167

（新）私立専修学校大規模修繕促進事業　 ・・・・・ 168

不登校対策事業 ・・・・・ 169

私立中学・高校生への学びの応援事業 ・・・・・ 170



【生活環境部】

環境立県推進課 （新）鳥取県星空保全条例制定５周年記念事業 ・・・・・ 171

脱炭素社会推進課 （新）鳥取スタイル太陽光発電導入推進事業 ・・・・・ 172

（新）県有施設脱炭素化事業（LED改修） ・・・・・ 173

（拡充）再エネ100宣言RE Action推進事業 ・・・・・ 174

地域資源活用エネルギー導入推進事業 ・・・・・ 175

次世代自動車普及促進事業 ・・・・・ 176

原子力環境センター 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 ・・・・・ 177

循環型社会推進課 （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 ・・・・・ 178

（新）もったいない！食べ残しゼロ事業 ・・・・・ 179

緑豊かな自然課 （新）日本遺産「三徳山・三朝温泉」磨き上げ事業 ・・・・・ 180

国立公園満喫プロジェクト等推進事業 ・・・・・ 181

生物多様性保全事業 ・・・・・ 182

自然公園等管理費 ・・・・・ 183

特定鳥獣保護管理事業 ・・・・・ 184

（拡充）鳥獣捕獲者確保環境整備事業 ・・・・・ 185

山陰海岸ジオパーク海と
大地の自然館

山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費 ・・・・・ 186

くらしの安心推進課 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） ・・・・・ 187

徹底した感染拡大予防対策による安心創出事業 ・・・・・ 188

（新）飲食店巡回体制等継続強化事業 ・・・・・ 189

犯罪のないまちづくり普及啓発事業 ・・・・・ 190

消費生活センター （拡充）身近な消費生活相談窓口機能強化事業 ・・・・・ 191

思いやり消費（エシカル消費）普及事業 ・・・・・ 192

住まいまちづくり課 （拡充）とっとり発ユニバーサルデザイン施設普及促進事業 ・・・・・ 193

（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 ・・・・・ 195

（拡充）とっとり健康省エネ住宅普及促進事業 ・・・・・ 196

とっとり住まいる支援事業 ・・・・・ 198

ＩｏＴによる高齢者見守り・緊急通報モデル事業 ・・・・・ 200

（拡充）住宅セーフティネット支援事業 ・・・・・ 201

県営住宅維持管理費 ・・・・・ 203

（新）盛土等に係る斜面の安全確保推進事業 ・・・・・ 205

水環境保全課 （拡充）合併処理浄化槽設置推進事業 ・・・・・ 206

上・下水道広域化・共同化計画調整事業 ・・・・・ 207

”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 ・・・・・ 208

【商工労働部】

商工政策課 （新）オミクロン株影響対策緊急応援金 ・・・・・ 209

（拡充）中小企業経営力強靭化推進事業 ・・・・・ 210

（新）コロナ克服「攻めの感染対策」支援事業 ・・・・・ 211

（新）ＳＤＧｓ循環経済モデル創出事業 ・・・・・ 212

（新）【ＳＤＧｓ企業認証】経営伴走サポート事業 ・・・・・ 213

（新）【ＳＤＧｓ企業認証】企業版ふるさと納税タイアップ事業 ・・・・・ 214

立地戦略課 企業立地事業補助金 ・・・・・ 215

（拡充）鳥取県産業成長応援補助金 ・・・・・ 216

（拡充）都市圏からの企業拠点分散立地推進事業 ・・・・・ 217

とっとり先駆型ラボ誘致・育成補助金 ・・・・・ 218



産業未来創造課 （拡充）起業家育成応援事業 ・・・・・ 219

（拡充）県内企業技術力発揮・開発応援事業 ・・・・・ 220

（新）とっとり脱炭素技術・産業化事業（次世代車分野） ・・・・・ 221

（新）とっとり脱炭素技術・産業化事業（水素技術分野） ・・・・・ 222

（新）とっとり宇宙産業・人材創出事業 ・・・・・ 223

（新）鳥取砂丘月面化プロジェクト事業 ・・・・・ 224

（新）小規模事業者等デジタル変革推進事業 ・・・・・ 225

（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） ・・・・・ 226

（拡充）県内産業基盤・ＤＸ化事業 ・・・・・ 227

（新）脱炭素時代における生産マネジメント推進事業 ・・・・・ 228

（新）異分野交流型新産業創出事業 ・・・・・ 229

（拡充）オープンイノベーション新事業創出事業 ・・・・・ 230

創薬のゆりかご形成事業 ・・・・・ 231

（拡充）とっとりバイオフロンティア管理運営事業 ・・・・・ 232

企業支援課 （新）ポストコロナを見据えた商店街等新展開支援事業 ・・・・・ 233

（新）ポストコロナに向けた資金繰り支援事業 ・・・・・ 234

（新）戦略的事業承継推進モデル構築事業 ・・・・・ 235

（新）【ＳＤＧｓ企業認証】持続可能な企業経営金融支援事業 ・・・・・ 236

通商物流課 （新）国際航空貨物ルート構築推進事業 ・・・・・ 237

（拡充）デジタルグリーン物流推進支援事業 ・・・・・ 238

（新）ハイブリッド型海外需要獲得強化事業 ・・・・・ 239

雇用政策課 （拡充）アフターコロナ企業・雇用サポートチーム活動推進事業 ・・・・・ 240

（拡充）「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 ・・・・・ 241

（拡充）障がい者就労・職場定着支援強化事業 ・・・・・ 243

（新）障がい者が働きやすい職場づくり推進事業 ・・・・・ 244

産業人材課 （新）スーパー工業士育成応援事業 ・・・・・ 245

（新）ポストコロナ時代のとっとりビジネス人材育成事業 ・・・・・ 246

鳥取県立鳥取ハローワー
ク

新型コロナウイルスに伴う雇用安定支援事業 ・・・・・ 247

販路拡大・輸出促進課 （新）伝統産業（酒類等）需要拡大強化事業 ・・・・・ 248

【農林水産部】

農林水産政策課 （拡充）スマート農業社会実装加速化総合支援事業 ・・・・・ 249

みんなでやらいや農業支援事業 ・・・・・ 250

経営支援課 （新）とっとり農業経営支援ネットワーク事業 ・・・・・ 251

（拡充）新規就農者総合支援事業 ・・・・・ 252

農の雇用ステップアップ支援事業 ・・・・・ 253

産地主体型就農支援モデル確立事業 ・・・・・ 254

農業金融利子補給等総合支援事業 ・・・・・ 255

（拡充）農作業安全対策事業 ・・・・・ 256

生産振興課 （拡充）環境に配慮した持続可能な農業総合対策事業 ・・・・・ 257

（拡充）【米価・営農対策】農業経営安定資金利子助成事業 ・・・・・ 258

（拡充）【米価・営農対策】新たな水田農業の収益性向上対策支援事業 ・・・・・ 259

（拡充）鳥獣被害総合対策事業 ・・・・・ 260

（拡充）鳥取梨生産振興事業 ・・・・・ 261

（拡充）鳥取柿ぶどう等生産振興事業 ・・・・・ 262

（拡充）園芸産地活力増進事業 ・・・・・ 263



農地・水保全課 （新）ため池監視システム導入推進事業 ・・・・・ 264

県営地域ため池総合整備事業 ・・・・・ 265

基幹水利施設ストックマネジメント事業 ・・・・・ 266

畜産課 （拡充）第１２回全共出品対策事業 ・・・・・ 267

（拡充）鳥取県和牛振興計画推進事業 ・・・・・ 268

鳥取県和牛振興戦略基金 ・・・・・ 270

（新）畜産クラスター施設整備事業　 ・・・・・ 271

（新）酪農第三者継承モデル事業 ・・・・・ 272

（拡充）生乳増産対策支援事業 ・・・・・ 273

（新）家畜排せつ物処理施設整備推進事業 ・・・・・ 274

（新）豚熱ワクチン接種体制強化整備事業 ・・・・・ 275

林政企画課 （拡充）スマート林業実践事業 ・・・・・ 276

鳥取県版緑の雇用支援事業 ・・・・・ 277

森林整備担い手育成総合対策事業 ・・・・・ 278

県産材・林産振興課 （新）とっとりウッドチェンジ戦略事業 ・・・・・ 280

間伐材搬出等事業 ・・・・・ 281

低コスト林業機械リース等支援事業 ・・・・・ 282

（拡充）路網整備推進事業 ・・・・・ 283

（新）原木シイタケ菌興115号新品種開発推進事業 ・・・・・ 284

（拡充）みんなで取り組む原木きのこ生産モデル事業 ・・・・・ 285

（拡充）非住宅木材活用推進事業 ・・・・・ 286

森林づくり推進課 （新）皆伐再造林推進強化事業 ・・・・・ 287

（新）特定母樹（スギ・ヒノキ）早期供給体制構築事業 ・・・・・ 288

造林事業 ・・・・・ 289

とっとり環境の森づくり事業 ・・・・・ 290

水産課 （新）ウニ駆除・養殖による鳥取の豊かな藻場再生プロジェクト ・・・・・ 291

漁業金融対策費 ・・・・・ 292

（新）売りたい・食べたいとっとりの魚発信プロジェクト ・・・・・ 294

漁業就業者確保対策事業 ・・・・・ 295

がんばる漁業者支援事業 ・・・・・ 296

（新）主要水産産地共同利用施設等整備事業 ・・・・・ 297

放流用種苗支援事業 ・・・・・ 298

特定漁港漁場整備事業 ・・・・・ 299

販路拡大・輸出促進課 （拡充）デジタル化で取組む販路開拓支援事業 ・・・・・ 300

（拡充）「食のみやこ鳥取県」ブランド化加速事業 ・・・・・ 301

食のみやこ推進課 「星空舞」ブランド化推進事業 ・・・・・ 302

（拡充）とっとりジビエ普及推進事業 ・・・・・ 303

（新）もっと「食のみやこ鳥取県」地産地消推進事業 ・・・・・ 304

【県土整備部】

技術企画課 （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 ・・・・・ 305

鳥取県版河川・道路ボランティア促進事業 ・・・・・ 306

道路企画課 （新）美術館アクセスルート案内標識整備事業 ・・・・・ 307

ミッシングリンク解消推進事業 ・・・・・ 308

防災・安全交付金（交通安全） ・・・・・ 309

通学路安全対策事業 ・・・・・ 310

直轄道路事業費負担金 ・・・・・ 311

道路建設課 地域高規格道路整備事業 ・・・・・ 312



河川課 （拡充）地域のみんなで取り組む流域治水 ・・・・・ 313

（新）樋門等の電動化・遠隔化事業（河川版DX） ・・・・・ 315

樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業 ・・・・・ 316

（拡充）水防対策費 ・・・・・ 317

治山砂防課 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業） ・・・・・ 318

空港港湾課 空港管理費（うち、空港検温関係） ・・・・・ 319

米子空港関係管理費（うち、空港検温関係） ・・・・・ 320

（拡充）鳥取港コンテナ取扱可能性調査事業 ・・・・・ 321

境港管理組合負担金 ・・・・・ 322

よなごベイウォーターフロント魅力向上事業 ・・・・・ 324

（拡充）鳥取砂丘コナン空港を拠点とした賑わいづくり事業 ・・・・・ 325

社会資本整備総合交付金（港湾） ・・・・・ 326

（新）鳥取空港滑走路等整備事業 ・・・・・ 327

【警察本部】

警察本部会計課 （拡充）信号機等整備事業（高度化PICS導入事業） ・・・・・ 328

【教育委員会】

教育人材開発課 （拡充）小学校全学年の少人数（３０人）学級化 ・・・・・ 329

市町村立学校の学校業務支援システム支援事業 ・・・・・ 330

教育センター （拡充）ＧＩＧＡスクール実践拡大事業 ・・・・・ 331

小中学校課 (新)未来を拓くとっとり学力向上プロジェクト ・・・・・ 332

県立夜間中学スタートアップ事業 ・・・・・ 333

高等学校課 県内等修学旅行支援事業（県立学校）　 ・・・・・ 334

国際バカロレア教育導入事業 ・・・・・ 335

とっとり高校魅力化推進事業 ・・・・・ 336

いじめ・不登校総合対策
センター

不登校児童生徒支援事業　 ・・・・・ 337

図書館 デジタル化時代の知の拠点づくり事業 ・・・・・ 338

美術館整備課 （拡充）「県民立美術館」実現プロジェクト事業 ・・・・・ 339


