
令和３年度 新型コロナウイルス感染症対策事業実績 
令和４年６⽉ 鳥取県 

◆ 企業版ふるさと納税を通じて、鳥取県の取組に御賛同いただきありがとうございました。 

◆ 皆さまよりいただいた御寄附は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための以下

の取組に活用しましたので、御報告します。 

１ 新型コロナウイルス感染症医療環境整備事業 
（１）事業内容 
  新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、継続して医療提供できる体制を構築するため、

医療機関等の設備等整備⽀援により、検査態勢の強化と県内医療環境の更なる充実を図る。 
 
（２）事業実績 
  ５２，２９６千円 
   ＊財源は、国交付金や企業版・個人版ふるさと納税を活用し実施。 

＜ふるさと納税を活用した主な事業実績＞ 
 ・医療機関が整備したＰＣＲ検査機器の付属設備、滅菌装置、パルスオキシメーター 等 

・ガウン（90,000 枚）・フェイスシールド（70,000 枚） 
・手袋（4,650,000枚）、シューズカバー（18,000枚） 

 
２ 新型コロナメディカルチェックセンター運営事業 
（１）事業内容 
  感染者急増により⼊院待機となっている新型コロナウイルス感染症の陽性者及び在宅・宿

泊療養中に症状が悪化した療養者に対し、速やかに診察・血液検査・胸部画像検査等を実施
するメディカルチェックセンターの運営。 

 
（２）設置数・機関 
  東部︓４機関（県⽴中央病院、鳥取市⽴病院、鳥取⾚⼗字病院、岩美病院） 

中部︓１機関（県⽴厚⽣病院） 
⻄部︓３機関（鳥取⼤学医学部附属病院、博愛病院、⽶⼦医療センター） 

 
（３）事業実績 
  ３９，６００千円 
 
（参考︓事業イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



未来人材育成基金に対する寄附件数・金額

鳥取県の産業人材確保のため、企業のみなさまから

１１９社 ６３，０９０，０００円 の寄附をいただきました。

（令和４年３月３１日現在）

基金の活用状況

今後も、基金を活用し、鳥取県の産業人材の確保とIJUターンの促進に取り
組んでまいりますので、応援していただきますようお願いします。

鳥取県では、いただきました寄附を活用し、約９．６億円の鳥取県未来
人材育成基金を積み立てました。

・平成２７年度制度開始から令和４年３月末までに

支給対象者認定した方（在学生含む） ９８７名

うち、県内対象業種に就職された方 ６００名

今後、８年間に分けて助成金を支給していきます

・業種別就職者数

製造業 １８３名、ＩＴ企業 １０６名、薬剤師 ６８名

建設業 ７３名、建設コンサルタント業 ４５名、旅館ホテル業 １２名

保育士・幼稚園教諭 ７１名（平成２９年度より対象業種に追加しました。）

農林水産業 ４２名（平成３０年度より対象業種に追加しました。）

【お問い合せ先】
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
鳥取県 交流人口拡大本部 ふるさと人口政策課
電 話 0857-26-7648 ﾌｧｸｼｼﾐﾘ 0857-26-8196 電子メール jinkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

ご支援をいただきました企業のみなさまに、
心から感謝いたします。



「鳥取県自然保育促進事業」実施の御報告 

令和４年６月 鳥取県 

 

◆ 企業版ふるさと納税を通じて、鳥取県の取組に御賛同いただきありがとうございました。 

◆ 頂いた御寄附を活用し、県土のうち約７割が森という本県の恵まれた環境を活かして、子どもたちの野外

活動する機会の確保に向けて以下の取組を実施しましたので御報告いたします。 

 

１ とっとり森・里山等自然保育認証園（森のようちえん）への支援 

 〇 当県では、平成２７年度に全国に先駆けて森のようちえんに対する認証制度（「とっとり森・里山等自然保育認証制

度」※）を創設し、令和４年４月時点で７園を認証しています（令和３年度中に新たに１園を認証）。 

   ※１年を通して野外での保育を中心に行う取組を鳥取県があらかじめ設けた基準に基づき「とっとり型自然保育」として認証し、支援を行

うことで、鳥取県の豊かな自然を活かして、子どもたちが健やかに育つことを目的とする。 

 〇 認証園に対して、運営費に対する助成及び令和元年１０月に開始された国の幼児教育・保育無償化の対象外とさ

れた子どもに対する保育料軽減等の支援を実施しました。 

 〇 豊かな自然の中での子育てを希望し、県外から移住される方も多数存在しているほか、森のようちえんの魅力に惹

かれ、我が子を通わせた方が自ら園を開設するなど取組が拡大しています。 

   ・R４年 4 月時点在園児数：139 人（うち移住者 12 人） 

［とっとり森・里山等自然保育認証園一覧（R４年４月時点）］ 

所在地 園の名称 

智頭町（２園） 森のようちえんまるたんぼう（H21 開設）、空のしたひろば すぎぼっくり（H2４開設） 

鳥取市（２園） 鳥取・森のようちえん・風りんりん（H26 開設）、空山ぼくじょうようちえんぱっか（H２８開設） 

伯耆町（１園） 森のようちえん michikusa（H26 開設） 

倉吉市（２園） 自然がっこう旅をする木（H２８開設）、キンダガーデン（R３年開設） 

［特徴的な取組］ 

◆空のしたひろば すぎぼっくり（智頭町） 

「森のようちえんまるたんぼう」の入園希望者の増加に対応するため、移住者を中心に受け入れる２園目の園として誕生。 

◆鳥取・森のようちえん・風りんりん（鳥取市） 

「森のようちえん」の魅力に惹かれ、我が子を通わせた代表者らが自ら設立し、地域の人の協力により森や川や山のフィールドで自然 

保育を実践。  

 

 

  

  

 

 

 

 

２ 保育所等が行う自然体験活動への支援  

（１）「保育所、幼稚園等とっとり自然保育認証制度」の推進及び認証園への支援 

 〇 県の目指す幼児の姿「遊びきる子ども」を目指して、平成 29 年度に「保育所、幼稚園等とっとり自然保育認証制度」 

を創設し、令和４年４月時点で 35 園を認証しています（R３年度 ３園を新規認証）。 

 〇 認証を受けた園が県内で自然体験活動を行う場合に、その経費の一部を補助（自然に学び、遊びきれ、とりっこ事 

業補助金）し、子どもたちの健全育成を図りました（R３年度 計 23 園が活用）。 

 〇 認証園からは、「自然保育に対する職員の意識が向上した」、「保護者による園の魅力の再発見につながっている」、 

「補助金により意欲的に活動できるようになった」といった声が寄せられています。 

（２）自然保育研修会・安全管理研修会の実施 

  保護者、保育者等広く県民に幼児期の自然体験活動を周知し、自然保育に向けた機運の醸成を図るための研修会

及び自然体験活動に精通した保育従事者を育成するための安全管理に係る研修会を実施しました。 

  



スマートフォンアプリ「とりふる」を活用した学生等への情報発信事業について 

令和４年６月 鳥取県 

 

ご支援いただきました寄付金を元に、若者の県内企業への就職に向けた支援事業を実施させて

いただきました。 

スマートフォンアプリ「とりふる」を活用した学生等への情報発信 

 ・学生等に対し本県とのつながりを持ち続けてもらい、将来的な県内就職につなげるため、就活情報やふるさと情報等

を配信するスマートフォンアプリ「とりふる」を令和２年２月１日に運用開始。 
 

・教育委員会と連携した高校在学時の登録促進や、「＃よきよき鳥取」仕送り便事業等による大学生等へのキャンペー

ンにより、登録者数は１万人を突破。（R４.４時点で 16,428 人） 
 

・登録者の属性としては、10～20 代の若者が 77.2%と最も多く、登録者の 81.4%が本県出身者であることから、県外

進学者含む若者等へ継続的に本県の情報を届けるツールとなりつつある。 

・この「とりふる」を活用した情報提供等を行い、更なる学生等の県内就職促進を行ってまいります。 
 

＜R3 年度の改修内容＞ 

〇「とりふる」から企業エントリーを直接できる機能追加【R4.3 スタート】 

   ⇒とりふるアプリ内の「とっとり就活ナビ」企業紹介ページにエントリーボタンを追加し、当該ボタンを押すことで、 
対象企業への就職エントリー等を行うことができる機能を追加。 

  
＜「とりふる」概要＞ 

（１）掲載情報 

○お 知 ら せ：県や市町村等のお知らせ（週１～２回程度配信） 

（主な内容：就活イベント情報、若者情報誌の更新、 

仕送り便等の学生支援情報、利用者アンケート等） 

○お得な情報：未来人材奨学金支援制度、市町村の学生支援の取組 等 

○イ ベ ン ト：就活・移住・交流イベント情報 

○は た ら く：県内企業情報、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ情報、活躍する若者情報 等 

○た の し む：グルメ・観光情報 等 

○く ら す：鳥取暮らし魅力動画、子育て支援情報 等 

○つ な が る：都市圏での若者交流会情報、ＳＮＳ 等 

 

（２）登録促進策 

（ア）対象者に応じた登録促進 

○高校生：ふるさと鳥取県定住機構コーディネーターによる学校訪問、 

卒業式での知事メッセージ配付 

○大学生：新入生の入学説明会、就活関係フェアや県内外大学での 

就活交流会での登録促進、仕送り便事業の実施 等 

○既卒者：県外の移住・交流・就職イベント等での登録促進 

○保護者：高校の保護者会等での登録促進 

（イ）特典ポイントの付与 

○アプリ利用に応じて電子マネー等に交換できる特典ポイントを付与 

（交換先：WAON、アマゾンギフトポイント、QUO カードペイ） 

  ＜ポイント取得方法＞ 

・アプリ登録時（学生のみ）：500 ポイント（500 円相当） 

・イベント等参加時：300 ポイント（300 円相当） 

＜ポイント対象イベント＞ 

・就職、移住、等、県内就職や関係人口の拡大につながるもの 

＜アプリ画面＞ 



 

令和３年度「働きやすい鳥取県づくり推進事業」 実績報告 

令和４年６月 鳥取県 

 

皆さまよりいただいた御寄附により、以下のとおり「働きやすい鳥取県づくり推進事業」を

実施しましたので、御報告します。 

 
１ 社会保険労務士等の専門家派遣 
・とっとり働き方改革支援センターへの相談に応じて、企業へ専門家を派遣（鳥取県社会保険労務士会、

（一社）鳥取県中小企業診断士協会へ委託）。 
・専門家派遣実績：87 件（就業規則等整備支援 73 件、働き方改革支援等 14 件／R2 実績 61 件） 

【支援事例】 

・助成金等も活用しながら働きやすい職場づくりに取り組むため、各種制度について教えて欲しい。 

・働きやすい職場づくりのため、就業規則を整備し、男女共同参画推進企業認定申請を行いたい。 

 
２ 商工団体との連携による働き方改革取組促進 

・各商工団体による企業支援案件を普及啓発事例として活用し、ホームページで公表 
 https://www.pref.tottori.lg.jp/291691.htm 

 

３ 「多様な働き方セミナー（テレワーク編）～コロナ収束後でも活用できるテレワークのコツ～」 

・コロナ禍で企業での働き方が問われる中、テレワークを中心とした働き方に関する最新のトレンドを
学び、働きやすい職場づくりへの取組の参考としていただくため、セミナーを実施するとともに、県
内企業の事例発表を行った（R3.10.4 開催／計 23 名／オンライン開催）。 

 
４ 「多様な働き方セミナー（複業・週休三日制編）～生産性向上で従業員が満足する新たな働き方を～」 

・複業（副業含む）や週休三日制など働き方に関する最新のトレンドを学び、多様な働き方を推進する
ため、セミナーを実施するとともに、県内企業の事例発表を行った（R3.10.20 開催／計 11 名／オン
ライン開催）。 

 
５ 「働き方改革関連法セミナー～令和４年４月１日から「働 

き方」が変わる～」 
・令和 4年 4月から、中小企業にもパワハラ防止措置が義務付

けられるパワハラ防止対策関連法、新たに施行される育児・
介護休業法など働き方改革関連法の改正ポイントや注意点を
学び、多様な働き方を推進するため、下記のとおりセミナー
を開催するとともに、県内商工団体による支援事例発表を行
った（R3.11.17 開催／計 46 名／オンライン開催）。 

 
 
６ 「『伝わる』文書・報告書の書き方スキルアップセミナー」 

・業務における「生産性向上」のきっかけにしていただくため、講義を受けながら手を動かして文書・

報告書の作り方・書き方を学べる参加型のセミナーを開催した（R4.2.4 開催／計 29 名／オンライン開

催）。 

 
７ 働きやすい職場づくり活動支援補助金 

・県内中小企業者等が、働きやすい職場づくり・生産性向上（働き方改革）に取り組むための基盤づく
り、及び従業員の育児・介護休業等取得を機とした業務分担や人員配置など社内体制の見直し並びに
生産性向上を図ることに併せた新たな従業員の正規雇用を支援（R3 交付決定：6件） 

 
 

 



 

起業創業促進事業 

成長性・革新性ある事業創出を目指す起業家支援プログラム「TORIGGER（トリガー）」の御報告 

令和４年６月 鳥取県 

○ 県と「隼 Lab.」が連携し、今年度から新たな起業家育成プログラムとして「TORIGGER（トリガー）」を実施。 

起業家（予定者含む）２４人、アクセラレーター（起業支援者）１２人の計３６人が本年７月から５か月間、ベンチャ

ービジネスについて学び、事業プランを構築していくプログラムに参加。起業家が練り上げた事業プランの総ま

とめとして１１／２０（土）、隼 Lab.で「ビジネスプラン発表会」を開催。 

○ 最優秀賞に選ばれたビジネスプランには、来年度、クラウドファンディング実施支援に関する補助制度等を活用

していただくなど、事業化に向けた取組を進めていただく。 
※最終選考から漏れた起業プランについても、県内金融機関、商工団体等と連携し、全て事業化支援を行います。 

○ 県では隼 Lab.に限らず、今後も県内ビジネス拠点と連携した起業家育成・支援の仕組み構築を継続実施し、県

内における起業・新事業のエコシステム醸成を進めていく。 

１ 主 催 鳥取県（運営：㈱シーセブンハヤブサ） 

２ プログラム概要 

 鳥取県から革新的なビジネスを創出する起業家等の発掘・育成、そして起業家を支える支援者育成を進めるため、外部

講師を招いた座学講義及びビジネスプラン構築アドバイスを7月から約5ヶ月間にわたり実施しました。 

（1）起業家育成プログラム 
  対象者：起業・新事業への関心や漠然とした課題意識を持つ経営層、起業関心者、学生 等 

  内 容：全5回のメンタリング 及び プログラム期間中の随時相談対応 

     （参加者に合わせ、原体験・課題意識の掘り起こし～プロダクト・プラン構築の過程を支援） 

（2）アクセラレーター（起業家を支援するプレイヤー）育成プログラム 

対象者：スタートアップ創出に関するノウハウを学ぶ意志のある金融機関・商工団体職員、士業 等 

  内 容：全5回のスタートアップ創出に係る座学講義 及び （1）の参加者へのメンタリング対応 

     （OJT、Off-JTを連動させるプログラムで、スタートアップ支援に必要な資質を向上） 
    
＜メイン講師（外部講師）＞ 井上 智央（いのうえ ともお） トリプルイー株式会社 代表取締役社長 

ミネソタ州立大学政治学部卒業。国内数社のベンチャー企業取締役、CFO、海外事業・新規事業統括責任者を歴任。広島県・岡山県を皮切
りに、若手経営者向けの経営塾「経洗塾」を主宰。数多くの若手ベンチャー候補生を輩出。広島県運営イノベーション集積拠点Campsのアク
セラレーションプログラム CAP のオープニングアクセラレーターに指名。中国経済産業局と山口銀行が開催するベンチャーアクセラレーシ
ョンプログラム、アクセラレーター育成プログラム"山口レボリューショナリーズ"を2018年、2019年、2020年と3期連続監修。 

３ 最優秀賞に選考された起業家一覧 

１．株式会社OMOI(おもい)  川村 諒志（かわむら りょうじ）（鳥取市）【ジャンル：観光】 

移動するホテル「Mobitel（モビリティ×ホテル）」 

［概要］ 
 愛知県出身。㈱船井総研において地方飲食事業者に対するコンサルティング経験を積み、2020年にIターンし、鳥

取砂丘近郊に「Totto PURIN(トットプリン)」を開業。 
 移動が多い自然旅行や地方旅行の負の側面を改善する「自然を満喫しながら、快適な環境で移動中も楽しめるキャ 

ンピングカーホテルサービス」を新たな事業として構築。来年度中の事業化を目指している。 

 

２．株式会社１０１(いちまるいち)  寺田 健太郎（てらだ けんたろう）（鳥取市）【ジャンル：美容・農業】 

「senzoku」-「専属」で、おうちをサロンに - 

［概要］ 
 京都府出身。美容室４店舗を経営する美容師である傍ら、2020年からは鳥取市内にて「砂丘地栽培ラベンダー」を

生産。さらにそのラベンダーを活用した「sakyu ミドレシャンプー/トリートメント」を開発・販売開始。 
 自宅でも美容室のヘアケア・スタイリングを再現したいというユーザーの声に応えた、「オンラインでの毛髪・ヘア 

ライフ診断に基づくヘアケア用品・美容器具のサブスクサービス」の事業構想を策定。来年度中の事業化を目指す。 

 

３．松林 安美（まつばやし あみ）（倉吉市）【ジャンル：フェムテック・フェムケア（女性の健康課題解決）】 

「sleep time」- 産前産後の眠活応援家事代行 - 

［概要］ 
 倉吉市出身。2020年、父親が経営していた時計店を承継しながら、隣店舗に新たに”歴史”をコンセプトにした飲

食店「歴史カフェ会津」をオープン。 
 自身の「産前産後に十分に睡眠がとれず、精神的にも肉体的にも辛かった経験」から、アプリ・SNS等を活用して、

産前産後の母親の睡眠時間確保、産後うつ予防を目的として行う家事・育児等代行サービスの事業プランを策定。
来年度初めごろのβ版リリースを目指して、準備を進めている。 



令和３年度 『世界に誇れる「星取県」づくり推進事業』の御報告 

令和４年６月 鳥取県 

◆ 企業版ふるさと納税を通じて、鳥取県の取組に御賛同いただきありがとうございました。 

◆ 頂いた御寄附を活用し、コロナ禍ではありましたが、星空観光メニュー造成支援、星空ガイドの育成、ＳＮＳ

を活用したキャンペーンの実施等を通じて、星取県の認知度及びブランドイメージの向上並びに県内各地で行

われる多様な星空関連体験の発信に取り組みました。 

＜実施結果概要＞ 

１ 情報発信、キャンペーン実施等 

（1）地域情報ブログ「とっとりずむ」を活用した情報発信（7～3月） 

コロナ過でも楽しめる星取県ならではの星空体験メニューの体験記事をウェブサイトやツイッター、ファイスブ

ックで配信。 

（2）「星取県みんなでつくる星空マップキャンペーン」の実施（12～1月） 

・鳥取県内で撮影した星空と風景が写った写真をSNS投稿（抽選でプレゼント提供）。 

・投稿写真はリーフレット版「星空マップ」、星取県ウェブサイト内の「SPOT一覧」に掲載。 

・投稿件数：286件、写真総数：385点 

（3）女性に人気の星空イベント「宙フェスTOKYO＠日本橋」へのブース出展（11月） 

（4）トレンド情報誌「日経トレンディ12月号」に星取県広告を掲載（11月） 

（5）「春夏秋冬ぴあ（関西版）」に星取県をはじめとする本県の観光情報の8P特集記事掲載（12月） 

（6）京阪電車（京阪本線）の車両に「星取県×とりキャン」広告掲載（R4.2～3月） 

（7）阪神電車（全路線）の車両に「星取県×とりキャン」広告掲載（R4.3月） 
※「とりキャン」とは、鳥取キャンプの略。鳥取県では令和3年度からキャンプを切り口とした観光誘客にも取り組んでいます。 

（8）パブリシティによる星取県の情報発信 

・ねとらぼ調査隊が実施した「星空がきれいな都道府県ランキング」で鳥取県が1位となった記事がYahooのトッ

プニュースに掲載。 

・ＮＨＫ「今夜も生でさだまさし」、日本テレビ「アナザースカイ」(米子市出身の格闘家・武尊出演回)及びＴＢ

Ｓ系「秘密のケンミンｓｈｏｗ」では大山の星空写真が紹介。 

・旅雑誌「旅の手帖」では星取県の４ページ特集記事が掲載。 

など、ＴＶ：３件、新聞：２誌３件、ＷＥＢ・雑誌等：７件で星取県が取り上げられている。 

２ 星空観光メニュー造成支援及び受地体制整備 

（1）ニューツーリズム普及促進支援補助金 

星空を活用した新しい観光メニューの造成やガイドの育成に取り組もうとする団体を支援した。 

  （交付決定件数：１件、交付決定額：1,000千円） 
申請者 助成内容 

Ａ社 Ａ社が管理するキャンプ場において、焚火を囲んで星座早見盤や天体望遠鏡を使用した星空観察を堪能していただ

く「星空観察ワークショップ」のプラン造成に要する経費を支援。 

【令和３年度の支援実績は１件でしたが、申請までは至らなかったものの下記の相談が寄せられました。】 
○Ｂ社…敷地内中庭を活用した星空観察を楽しめるグランピングプランの造成。 

○Ｃ社…テントサウナを併設したウッドデッキを設け、サウナ堪能後にウッドデッキに設置した屋外チェアで星空を眺めるコ

ンテンツの造成及び情報発信用のPV制作。 

○Ｄ社…施設利用者のうち希望者を対象にハンモックを１回１時間で貸出し、敷地内のキュリー広場で星空を眺める環境を提

供するためのハンモック等の貸出備品の購入。 

（2）星空ガイドの育成 

県内の宿泊施設のスタッフをメインターゲットに、星空案内スキルや星空を活用した観光メニュープラン造成の

ヒントをつかんでいただくことを目的とした「星空案内セミナー」について、令和２年度は新型コロナウィルス感

染防止対策のため実施できませんでしたが、令和３年度はオンラインにて実施しました。 
実 施 日 令和４年３月18日（金） ※新型コロナ感染拡大防止対策として、オンライン開催 

内 容 講演：これから星空ガイド、星空体験メニューを実践されたい方へ（STAR FOREST 代表 角田 夏樹氏） 

講演：星空ガイドの養成〜⿅児島県与論島での実践を通じて〜（和歌山大学観光学部 教授 尾久土正己氏） 

講演：沖縄県石垣島における星空保護区の現状と課題（同大学大学院観光学研究科 博士前期課程 澤田幸輝氏） 

実演：星空ツアーのプログラム疑似体験 

参加者数 22名 

参加者か 

らの評判 

・セミナーを受けて、勉強してみたいことや知りたいこと、訪れてみたいところが増えた。 

・星空を観測する地域に応じた観光開発や取り組み方など、実際に企画・実践されている講師の方々からのお話を

伺うことで、とても興味深く、多くの気づきをいただいた。 

・宿泊誘客施策の基盤づくりの一つとして星空をテーマにしたコンテンツ造成を図りたいと考えており、今後積極

的に取り組みたいジャンル。 



 

【参考】星取県で楽しめる星空観光メニュー及び星取県コラボ商品 

（１）星取県で楽しめる星空観光メニュー 

○さじアストロパーク 

星空観察会（月曜日等は休館）を開催。また、本格的な天体望遠鏡つきのコテージがあり一晩中星空観

察を楽しめます。 

  ○米子市児童文化センター 

令和２年６月にプラネタリウムがリニューアル。小さな子どもから大人まで、きれいな星空や楽しい映

像番組などが楽しめます。また、月1回大人限定のナイトプラネタリウムや天体観測会も開催しています。

（毎週火曜日休館） 

○鳥取砂丘での月面宇宙飛行士体験（(株)amulapo） 
令和３年 11 月から一般向けにサービス提供がスタート。毎週土曜日の夜に実施

（要予約）。夜の鳥取砂丘で参加者はＡＲグラスを装着し、月面となった砂丘で宇宙

飛行士の仕事や月面都市での生活が疑似体験できます。 

○大山星空で遊ぶツアー（写真家 柄木孝志氏×大山観光局） 

冬場含む月１回以上開催。予約が埋まり満席となる回も何度かあり。コロナ前は海外（香港）からの問

合せも多数ありました。 

○三朝温泉スターウォッチング（三朝温泉観光協会） 

４、５月、８月～11 月の月・水・金曜日に開催。ガイドによる星の解説付きで、平成 30 年度からプラ

ネタリウムを導入し、天気に関わらず開催できるようになっています。 

 

  上記以外にも多くの星空観光メニューがあります。ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

→ https://www.pref.tottori.lg.jp/267156.htm 

 

（２）星取県コラボ商品も続々と誕生！ 

星空の美しい「星取県」というイメージを多数の県内企業が商品・サービスに活用していただいており、

星取県の情報発信につながっています。 

※星取県コラボ商品 → https://www.pref.tottori.lg.jp/271087.htm 

（星取ビール、星取マスク、菓子（星型最中、クッキー）、ハーブティー、コーヒー等） 

 

             
 

フィナンシェ(左前) 

チョコクランチ(右前) 

タルトクッキー(後方) 

【米子中浦】 

星空マスク＆ストラップ 

【さーびす呉服店】 

星降るブレンド 

【澤井珈琲】 



企業の再エネ 100 宣言 RE Action 推進・再エネ活用支援事業の御報告 

令和４年６月 鳥取県 

 

 

 

 

 

 

＜セミナー実施内容＞  
脱炭素経営セミナー（オンライン開催） 

①日時：令和 3 年 12 月 21 日(火) 14:00～15:00 

 ②参加対象：県内企業、商工団体、自治体 

 ③内容 

   ・講演①「脱炭素経営をスタート！」講師：(株)艶金 

   ・講演②「省エネお助け隊の支援内容・支援事例」講師：(一社)エネルギーマネジメント協会 

   ・取組発表「脱炭素経営で企業の質を上げる」発表者：有限会社倉繁歯科技工所 

 ・「個別省エネ相談会」を開催 講師：(一社)エネルギーマネジメント協会 

④成果 

・27 団体・52 名が参加。「他社が脱炭素に向けて様々な手法で取り組んでいることが分かった」
「具体的にどのようにすればよいか分からなかったが、紹介された事例を参考に取り組んでい
きたい」などの声があった。 

 

＜補助金支援＞ 
鳥取県再エネ 100 宣言 RE Action 推進・再エネ活用支援事業補助金 

①内容：IoT 技術を活用した RE100 電力調達支援事業 
  ②対象者：地域新電力 

③取組みと成果 
・太陽光発電設置施設（県西部 20 箇所）に、スマートメーター及びデータ収集ゲートウェイ

（IoT 端末）を設置し、データ収集の実証を実施。 
・また、電気温水器（ECHONET Lite 規格）を用いた電力需給調整モデルのシミュレーション用

のデータを取得。 
・スマートメータリングシステムを用いて電力需給調整モデルを構築することで、将来的に需要

家が安価に再エネ由来電力を購入することが期待できる。 
 
 

           

◆ 企業版ふるさと納税を通じて、鳥取県の取組に御賛同いただきありがとうございました。 

◆ 頂いた御寄附を活用し、県内企業、商工団体、自治体（市町村）向けに脱炭素経営のメリット、

再エネ、省エネの実践手法を理解するセミナーを再エネ 100 宣言 RE Action（※）参加企業、地域

新電力、金融機関、中学校・高等学校・大学、市町村等と連携し開催しました。また、地域新電力

のスマートメータリングシステムを用いた電力需給調整モデルの構築の支援を実施しましたので御

報告いたします。 

※2050 年までに自社の消費電力を 100%再生可能エネルギーに転換する意思と行動を示す国内イニシアティブ 


