
※全体事業数119事業・全体予算額11,555百万円（再掲を除く）

 （注）右端のページ番号は、事業別参考資料の頁を示す。

 1　「安心新時代」へチャレンジ！　 27事業・予算額5,646百万円　

（単位：千円）

事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（拡充） 鳥取県地震津波対策
推進事業

津波防災地域づくり法に基づく県による津波災害警戒区域の指定が行わ
れた市町に対して、津波ハザードマップの作成等に要する費用の一部を
支援する。

4,200 危機管理局
危機管理政策課

1

（新規） 災害時物流体制整備
事業

平成30年度に策定した災害時物流体制オペレーションマニュアルによる
簡易な実動訓練及び、物流関係団体・市町村・隣県・国・有識者等による
検討会を設置し、実動訓練等を踏まえた災害時物流体制の検証を行う。

1,182 危機管理局
危機管理政策課

2

（新規） 指定避難所生活環境
整備支援事業

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
活環境を整える資機材や避難支援に必要な資機材を整備する市町村に
対して補助を行う。

2,850 危機管理局
危機管理政策課

3

（拡充） 原子力防災対策事業 原子力災害から県民の安全・安心を確保するため、原子力防災訓練の内
容強化と、原子力災害時の避難円滑化に向けた信号制御に係る調査、道
路監視カメラの新設等をモデル的に実施する。

79,741 危機管理局
原子力安全対策課

4

（新規） Ｎｅｔ１１９導入支援事業 Ｎｅｔ１１９緊急通報システムが県内で早期利用できるよう各消防局に対し、
初期導入費用の一部を支援する。

3,404 危機管理局
消防防災課

5

（新規） とっとり方式認知症予
防プログラム全県展開
事業

鳥取大学と伯耆町との共同開発による鳥取県独自の認知症プログラムの
全県普及を図るため認知症予防プログラム教室、指導者養成研修を実施
するとともに、プログラムに活用するＭＣＩ（軽度認知障がい）の方を抽出す
るタッチパネルを整備する。

3,543 福祉保健部
長寿社会課

6

（拡充） 小児・医療的ケア児等
に係る人材確保事業

医療的ケア児等の支援についての理解・啓発を通じて障がい福祉分野へ
の就業意欲を高めるため、県内の看護学校で学ぶ看護学生を対象に、医
師等による医療的ケア児等への支援方法や仕事のやりがい等について
の講義を実施する。

647 福祉保健部
子ども発達支援課

7

（新規） 感染症診療機能強化
事業

輸入感染症に対する県内の診療体制等を強化するため、医療関係者を
対象とした感染症診療研修を実施するほか、感染症指定医療機関（県立
中央病院、県立厚生病院、済生会境港総合病院）に対して感染症専門医
による研修会、診断・治療相談等を行う。

2,620 福祉保健部
健康政策課

8

（拡充） がん対策推進事業 がん検診や受療と罹患、死亡との因果関係等解析の検討のほか、放射線
専門医のスキルアップ研修会・放射線技師の技術向上支援、職域がん検
診の精密検査受診率向上の取組を支援するとともに、小児がん患者が抗
がん剤治療を受けた場合の予防接種再接種費用を助成する。

3,537 福祉保健部
健康政策課

9

（新規） ～食のみやことっとり
～おいしい　へるしい
大作戦(やさいを食べよ
う事業）

糖尿病、がん等の生活習慣病の発症及び重症化を予防し、「健康寿命」
の延伸に向け、県民の野菜摂取量を増やすための環境整備、普及啓発を
行う。

1,095 福祉保健部
健康政策課

10

（拡充） ひきこもり対策推進事
業

とっとりひきこもり生活支援センターの体制充実を図り、市町村と連携した
本人支援、訪問支援の積極実施、西部相談拠点の開設日増（週1日⇒週
5日）を行うとともに、民生委員等を対象としたひきこもりサポーター養成研
修を実施するほか、市町村における支援体制の構築を行う。

3,734 福祉保健部
健康政策課

11

（新規） 医療機関ＢＣＰ策定推
進事業

病院及び透析医療・周産期医療を担う医療機関を対象に基本的なＢＣＰ
の完成や見直しを目的とした研修会を開催するほか、ＢＣＰに基づき整備
する備蓄品購入を支援する。

4,000 福祉保健部
医療政策課

12

（新規） 骨髄移植推進体制整
備事業

骨髄提供ドナーの肉体的・時間的負担軽減のため、有給のドナー休暇を
付与した企業に対して支援金を支給（１日20千円）するほか、ドナーに選
ばれた者が無給休暇又は法定の年次有給休暇を取得した場合に支援金
を支給（1日10千円）するとともに、骨髄ドナー登録会、普及啓発を行う。

1,032 福祉保健部
医療政策課

13

（拡充） 住宅・建築物耐震化総
合支援事業

危険ブロック塀に係る国補助制度の拡充に伴い、耐震義務付け避難路沿
いの耐震診断支援の新設、及びその他既存補助制度の単価・限度額の
拡充を図る。

2,000 生活環境部
住まいまちづくり課

14

令和元年度6月補正予算案　主要事業　

事　　　　業　　　　名

　防災への備えを固め、地域の「安全・安心」を確保するとともに、県民の健康と命を守る医療や健康づくりなどを推
進する。

1 



事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（拡充） 県営地域ため池総合
整備事業

築造後の自然的・社会的状況変化等に対応する場合又は人命、人家若し
くは公共施設等に被害を及ぼす災害発生のおそれがある場合に早急に
整備を要するため池の改修を、農村地域防災減災総合計画に基づき実施
する。

308,300 農林水産部
農地・水保全課

15

（新規） 流木災害に強いもりづ
くり推進事業

平成29～30年度にトラブルスポットとして抽出された99箇所（ため池46箇
所、河川34箇所、治山砂防19箇所）の上流域の森林エリアのうち特に流
木災害等の発生の恐れがある区域における適切な森林整備手法の検討
を行う。

1,860 農林水産部
森林づくり推進課

16

（拡充） 防災・安全交付金（交
通安全）

円滑な交通流を確保するほか、安全で安心な歩行空間を確保するための
対策を実施する。

30,156 県土整備部
道路企画課

17

（拡充） 防災・安全交付金（雪
寒）

「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に基
づき路線指定された県管理道路（雪寒指定道路）において、防雪施設（雪
崩予防柵・融雪施設）や凍雪害防止施設（堆雪幅）の整備・修繕を行い、
冬季の円滑な道路交通を確保する。

100,795 県土整備部
道路企画課

18

（拡充） 防災・安全交付金（災
害防除）

安全で安心な道路を提供するため、落石・斜面崩壊等の恐れのある箇所
に、災害による被害を防止する施設を設置する。

653,605 県土整備部
道路企画課

19

（拡充） 通学路安全対策事業 小学校、中学校の通学路合同点検を踏まえ、通学者の安全を確保するた
めの対策を実施する。

81,585 県土整備部
道路企画課

20

（新規） 樹木伐採・河道掘削等
緊急対策事業

洪水氾濫を防止するため、緊急点検により判明した危険箇所の樹木伐
採、河道掘削を実施する。

1,128,000 県土整備部
河川課

21

（拡充） 防災・安全交付金（河
川改修）

浸水被害の軽減に向けて、河川断面の拡幅、築堤等の改修工事を実施
する。

486,638 県土整備部
河川課

22

（新規） 防災・安全交付金（堰
堤改良）

国の「重要インフラ点検」の結果を踏まえ、災害時にダム機能を保持する
ための対策や、ダム緊急放流時の住民避難対策を支援するほか、ダム長
寿命化計画に基づき保全対策を実施する。

639,412 県土整備部
河川課

23

（拡充） 治山事業（県土） 土砂被害の軽減に向けて、山腹工など崩壊地等の復旧整備を行う。 511,926 県土整備部
治山砂防課

24

（拡充） 防災・安全交付金（通
常砂防事業）

土石流等の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
るため、砂防堰堤等を整備する。

810,350 県土整備部
治山砂防課

25

（拡充） 防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事業）

急傾斜地の崩壊による災害から県民の生命を保護するため、急傾斜地崩
壊防止施設の設置等を行う。

774,379 県土整備部
治山砂防課

26

（新規） 不登校児童生徒への
自宅学習支援事業

教育支援センターやフリースクール等にも通うことができない不登校・引き
こもりの児童生徒等（対象：小学生～20歳程度）について、県内３箇所の
県教育支援センター（ハートフルスペース）に自宅学習支援員を配置し、ＩＣ
Ｔ機器を使用して遠隔で指導等を行うなど、自宅で学習することができる
環境を提供する。

5,544 教育委員会
いじめ・不登校総合対策セ
ンター

27

事　　　　業　　　　名
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 ２　「しごと新時代」へチャレンジ！　 28事業・予算額778百万円　

（単位：千円）

事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（拡充） 食の安全・安心ＨＡＣＣ
Ｐ推進事業

県内食品等事業者が令和３年までに確実なHACCP導入を進めるため、衛
生管理計画作成システムの開発、零細事業所を対象としたHACCP導入研
修会、導入状況確認委託、許可台帳システムの改修等を行う。

11,864 生活環境部
くらしの安心推進課

28

（新規） 産業成長戦略プログラ
ム検討事業

成長が見込まれる産業分野（想定：自動車等輸送機械、医療機器・バイ
オ・ヘルスケア、食品、観光）毎にワーキンググループを設けて、成長に向
けた「戦略プログラム」の策定を行う。

673 商工労働部
商工政策課

29

（新規） 鳥取県自動車「次の十
年企業」創出事業

世界的に急激に進む自動車の電動化・自動運転化の動きを見据え、本県
自動車部品産業の需要獲得に向けたプラットフォームを立上げ、サプライ
ヤー企業との意見交換会、企業見学会等を通じて本県自動車産業の振
興につなげる。

972 商工労働部
立地戦略課

30

（新規） 鳥取県産業成長応援
補助金

鳥取県版経営革新総合支援補助金と企業立地補助金を再編・一本化し、
企業の生産性向上・働き方改革、国際需要獲得等に係る取組を重点的に
支援する。

100,000 商工労働部
立地戦略課、企業支援課

31

（拡充） ［制度改正］次世代ソフ
トウェア産業等創出支
援事業

ソフトウェア開発等を行う企業の事業所設置等に際し、ＩＪＵターン者の採
用や従業員の県内転居に係る経費（採用活動広報費、赴任手当等）を補
助対象に追加し、IJUターン増につなげる。

－ 商工労働部
立地戦略課

33

（新規） 鳥取発 知財創造教育
推進事業

未来の県内産業人材育成及び企業の技術・製品開発能力の向上を図る
ため、県内企業が産官学連携による知財教育コンソーシアムを設けて鳥
大発の「発明楽」の発想を取り入れた小学生向けの出前授業、教材づく
り、発明コンテスト等を行う。

1,700 商工労働部
産業振興課

34

（新規） ファインバブル産業創
出事業

ファインバブル技術の利活用に向け、企業、学術機関等で構成する研究
会への活動費助成及び研究会の成果発表・ビジネスマッチングを目的とし
たセミナー開催を行う。

1,140 商工労働部
産業振興課

35

（新規） ＩｏＴ・ＡＩ新時代！地域
産業スマート化推進事
業

県内企業によるＩｏＴ・ＡＩ等先端技術の導入支援を拡充し、支援機関や学
術機関と連携した最先端技術開発への挑戦や、地域定着が見込まれる
サービス実証支援のための補助を行う。あわせて、事業者への専門家派
遣による先端技術導入に係る伴走支援体制の強化を図る。

18,092 商工労働部
産業振興課

36

（新規） 医工連携新時代！医
療機器開発支援事業

県内企業の医療機器開発を推進するため、医療現場等と連携した製品開
発プロジェクトへの補助を行う。

5,358 商工労働部
産業振興課

37

（新規） 起業新時代チャレンジ
支援事業

起業家の育成・支援体制を強化するため、とっとりスタートアップキャンプ
で選抜された起業家に対する伴走支援体制（著名起業家、ＶＣ等の専門
家で構成）を整備する。また、地域課題解決（中山間地振興、地域資源活
用等）に取組む起業家への助成制度を設ける。

13,913 商工労働部
産業振興課

38

（新規） 職業教育機関在り方検
討事業

産業人材育成強化方針の継続検討課題であるとされた「高校卒業後の職
業教育機関の在り方」について、専門職大学や既存教育・訓練機関の活
用・充実も含めた調査・検討を行う。

5,000 商工労働部
産業人材課

39

（新規） 若年建設技能者育成
事業

とび・鉄筋工・型枠大工等の若手建設技能者の育成のため、入職間もな
い在職者を対象とした初歩的な知識・技能の研修講座を開催する。

2,435 商工労働部
産業人材課

40

（新規） 産業人材育成プラット
フォーム形成事業

個々の県内中小企業で研修機会が十分確保できていない状況を踏まえ、
商工団体等の関係機関とプラットフォームを形成し、各団体等が実施する
研修情報を収集・提供し活用促進するウェブサイト開設する。また、企業
の中堅職員等を対象とした新人・若手をＯＪＴで育成する力を養成する共
通講座を実施する。

2,798 商工労働部
産業人材課

41

（拡充） 鳥取県立鳥取ハロー
ワーク管理運営事業

鳥取県立鳥取ハローワークに更生保護に係る専門就業支援員を新たに
配置し、保護観察中の出所者に対する就業支援を関係機関と連携して行
う。

2,448 商工労働部
鳥取県立鳥取ハローワー
ク

42

（新規） ビジネス人材確保とっ
とりモデル推進事業

高度な専門性やスキルを有するビジネス人材の県内誘致を促進するた
め、情報発信・誘引のための国と連携した移住就職ＰＲ専門サイトの開
設、東京23区からの移住就職者に対する支援金の創設、人材誘致活動と
しての都市部大企業と県内企業との情報交換会、県内への移住就職に関
心を持つ都市部ビジネス人材を対象としたセミナー・県内企業体験交流会
等を行う。

66,034 商工労働部
鳥取県立鳥取ハローワー
ク

43

事　　　　業　　　　名

　県内企業の生産性向上・働き方改革・技術革新等への挑戦を促す新たな支援制度の構築や、成長に向かい始め
た農林水産業の生産拡大などに取り組む。
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事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（新規） シニア等新規就業促進
事業

高齢者等の潜在的な労働力の掘り起しを行うため、企業や潜在的労働者
を対象に気軽に意見交換できるサロン型交流会の開催、高齢者ニーズ等
に対応した合同企業説明会・職場見学会の開催、企業向けに新たな働き
方を啓発するセミナー開催を行う。

2,233 商工労働部
鳥取県立鳥取ハローワー
ク

44

（新規） 中山間地域版スマート
農業技術実証事業

小区画の水田、農業者の高齢化、水田の分散に伴う水管理・畦畔草刈な
ど中山間地域特有の課題解決のために、スマート農機やICTなどを導入
し、スマート農業技術実証を行い、中山間地域に適したスマート農業技術
の普及を図る。

3,500 農林水産部
とっとり農業戦略課

45

（新規） 鳥取県農作物種子生
産振興対策事業

農作物の優良な種子の安定生産に必要な施設・機械の整備、種子生産
技術の向上及び人材育成活動などを支援する。

100,500 農林水産部
生産振興課

46

（拡充） 和牛増頭対策事業 和牛増頭のため、乳用種肥育農家の業態転換及び肥育農家の経営基盤
強化（規模拡大）を支援する。

33,500 農林水産部
畜産課

47

（新規） スマート林業推進事業 「新たな森林管理システム」を円滑に進めるため、地理空間情報やＩＣＴ等
の先端技術を活用し、「スマート林業」を推進する。

26,033 農林水産部
林政企画課

48

（新規） 新たな森林管理システ
ム円滑導入事業

市町村担当者向け研修会や未来の森林づくりアドバイザーの派遣等によ
り、市町村の「新たな森林管理システム」の円滑な遂行を支援する。

7,621 農林水産部
林政企画課

49

（新規） 未来の林業を担う即戦
力人材確保育成事業
（日本伐木チャンピオン
シップin鳥取開催事業）

県内の林業担い手の技術・安全作業意識の向上を加速させるため、日本
伐木チャンピオンシップin鳥取の開催を支援する。

4,500 農林水産部
林政企画課

50

（新規） みんなで取り組む山間
地きのこ生産モデル事
業

一定規模以上のしいたけ栽培を新規に開始する山間集落の営農組織を
新たな担い手として位置付け、農閑期を活用してしいたけ生産を行うモデ
ル的な取組を支援し広く普及する。

10,500 農林水産部
県産材・林産振興課

51

（新規） 皆伐再造林推進モデ
ル事業

再造林を支援する基金創設等の民間の動きと連携し、皆伐再造林の推進
を図るため、原木の供給体制の改善や作業コストの低減、早生樹の導入
など、皆伐再造林の課題解決に向けた取組を進める。

14,744 農林水産部
森林づくり推進課

52

（新規） 皆伐再造林推進事業 再造林を支援する基金創設等の民間の動きと連携し、皆伐再造林の推進
を図るため、植栽に係る経費を支援する。

1,000 農林水産部
森林づくり推進課

53

（新規） 「星空舞」ブランド化推
進事業

本県オリジナル品種である「星空舞」を、本県を代表する主食用品種として
生産を推進し、県内外でのブランド確立を強力に図るため、「星空舞ブラン
ド化推進協議会」を設立し、高品質・良食味米生産に向けた取組を行うと
ともに、首都圏等での全国に向けた情報発信と、関西圏を主たるターゲッ
トとした販路開拓を実施する。

21,340 農林水産部
食のみやこ推進課

54

（拡充） 特定漁港漁場整備事
業

国が策定した高度衛生管理基本計画に基づき、災害に強く流通の拠点と
なる防災対応型漁港の整備と消費者の「安心・安全」のニーズに対応した
高度衛生管理型市場を整備する。

300,300 水産振興局
水産課

55

（新規） スマート漁業推進事業 九州大学応用力学研究所と連携し、海況予測モデル（海中（潮流、塩分濃
度、水温）の天気予報のようなもの）を導入する。また、県が保有する潮流
ブイ３基のうち１基の腐食化が著しいことから更新を行う。

20,282 水産振興局
水産試験場

56

事　　　　業　　　　名
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 ３　「ひと新時代」へチャレンジ！ 19事業・予算額967百万円　

（単位：千円）

事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（新規） 障がい者スポーツ鳥取
モデル構築事業

布勢総合運動公園に設置する障がい者スポーツ拠点の令和２年の竣工
や平成31年３月に策定した鳥取県障がい者スポーツ振興指針を踏まえた
具体的な取組を進め、鳥取県ならではのスポーツを通した共生社会の実
現を図る。

7,270 地域振興部
スポーツ課
→地域づくり推進部
スポーツ課

57

（拡充） 手話でコミュニケーショ
ン事業［映像を通じた
手話の普及］

全日本ろうあ連盟が創立70周年記念事業として鳥取県をロケ地とした映
画製作を進めており、映画を通じた鳥取県の手話言語普及の取組やあい
サポート運動のＰＲ等に必要となる経費を支援する。

3,000 福祉保健部
障がい福祉課

58

（新規） 障がい者が生きる喜び
を実現するアートギャラ
リー推進事業

障がいのある人の文化芸術作品を鑑賞できるアートギャラリーを県の指定
ギャラリー「鳥取県はーとふるアートギャラリー」として認定する制度を創設
し、第一号認定を記念した認定セレモニー、作品展を開催する。

1,700 福祉保健部
障がい福祉課

59

（新規） 鳥取県社会福祉施設
等施設整備事業

社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等の創設、大規模修繕
等を支援する（国1/2、県1/4、事業主体1/4）。

387,425 福祉保健部
障がい福祉課

60

（新規） ロービジョンケア推進
事業

ロービジョンケア相談支援体制強化のため、相談支援員を配置するととも
に、ロービジョンフォーラム、眼科医向けロービジョン講習会を行う。

6,176 福祉保健部
障がい福祉課

61

（新規） 就労継続支援事業所
体制強化事業

就労継続支援Ａ型、Ｂ型事業所を訪問して重度、精神障がいの方等に対
する業務の斡旋、利用者の特性に応じた作業の切り出し等の助言を行う
ほか、利用率向上に資する特徴ある取組を行う事業所を支援するモデル
事業を実施する。

4,359 福祉保健部
障がい福祉課

62

（拡充） 「介護で働きたい！」を
増やす参入促進事業

主に既卒者や離職・転職者、元気シニア等の介護に関心を持つ介護未経
験者等に対して、介護業務の基本的な知識を習得するための入門的研修
を実施し、介護分野への参入及び就業を促進する。

2,926 福祉保健部
長寿社会課

63

（拡充） 介護職員向け研修・職
場環境向上事業

介護事業所が行う労働環境・処遇改善のためのＩＣＴ導入経費（介護記録
から請求書類作成までを一貫して行う介護ソフト及びタブレット端末等）を
支援する。

3,000 福祉保健部
長寿社会課

64

(継続) 鳥取県地域医療介護
総合確保基金（施設整
備）補助金

地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の新設・改修のほか、
介護医療院への転換整備を行う。

499,115 福祉保健部
長寿社会課

65

（拡充） 子育て王国とっとり推
進事業（新時代子育て
支援のあり方検討会設
置経費）

幼児教育・保育無償化後の子育て王国鳥取県をさらに推進する新たな施
策を検討する検討会を設置する。

947 福祉保健部
子育て応援課
→子育て・人財局
子育て王国課

66

（拡充） 鳥取県自然保育促進
事業

国の幼児教育無償化における認可外保育施設の対象は保育認定ありの
場合に限られることから、森のようちえん等が認可幼稚園と同様の保育料
軽減となるようとっとり森・里山等自然保育認証園に対する保育料軽減制
度を拡充する。

3,084 福祉保健部
子育て応援課
→子育て・人財局
子育て王国課

67

（新規） ママ友・パパ友づくり応
援事業

子育て支援団体の活動内容を効果的に発信する講習会兼交流会を実施
し、団体が相互に情報交換・連携できるネットワーク化を図るとともに、イ
ベント出展、子育て支援団体への情報発信アドバイス等を行う。

1,000 福祉保健部
子育て応援課
→子育て・人財局
子育て王国課

68

（新規） 児童相談所体制強化
事業

日常的に弁護士や医師から助言・指導を得ることができるよう児童相談所
の体制を強化するとともに、高度な専門性を有する外部有識者からの助
言を受けることができる体制整備、児童相談所職員の資質向上のための
研修会を開催する。

5,819 福祉保健部
青少年・家庭課
→子育て・人財局
家庭支援課

69

（新規） シニア等新規就業促進
事業
【再掲】

高齢者等の潜在的な労働力の掘り起しを行うため、企業や潜在的労働者
を対象に気軽に意見交換できるサロン型交流会の開催、高齢者ニーズ等
に対応した合同企業説明会・職場見学会の開催、企業向けに新たな働き
方を啓発するセミナー開催を行う。

2,233 商工労働部
鳥取県立鳥取ハローワー
ク

44

（新規） 「ふるさと・キャリア教
育」推進事業～鳥取大
好き！プロジェクト～

県内企業の情報を掲載した冊子の作成、親子で参加する仕事体験ツ
アー、ふるさと・キャリア教育についての教職員向けの研修会、中学生・大
学生・地域住民の三者がグループになって語り合うワークショップ、学校と
地域を繋ぐ「鳥取県地域コーディネーター」の養成を行う。

4,161 教育委員会
小中学校課、社会教育課

70

　児童相談体制の強化や学校教育の充実による子どもの能力向上、ふるさとへの愛着醸成、さらには、障がい者ス
ポーツ拠点の整備等により、皆がより生き生きと活躍できる社会の実現に向けて取り組む。

事　　　　業　　　　名

5 



事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（新規） プログラミング教育推
進事業

県内企業の協力を受けて学校において企業の社員によるプログラミング
教育やプログラミング教育の教材を用いて指導主事による実践形式の教
員研修等を実施する。

1,300 教育委員会
小中学校課、教育センター

71

（新規） とっとり高校魅力化推
進事業

お米甲子園での日本一の実績がある倉吉農業高校において、スマート農
業を学べる環境の整備を行い、高度な生産技術の習得による高校の魅力
化に取り組む。また、魅力化検討体制が整っている岩美高校、日野高校
において、高校の魅力化で実績を上げている団体の協力を仰ぎ、市町
村、地域住民等も一体になって各高校の魅力や情報発信等についての戦
略策定等を行う。

16,282 教育委員会
高等学校課

72

（新規） 小・中学校における英
語４技能ステップアップ
事業

全中学校２年生を対象に外部の英語試験を実施し、結果データの分析に
基づく授業改善とその共有、島根大学と連携した小中学校英語の授業研
究会とテスト問題の改善研究等を行う。

2,901 教育委員会
高等学校課

73

（新規） 高大接続改革対応事
業

思考力・判断力・表現力（記述力）の強化を図るため、各研究、各学問分
野等における著名な研究者、実践者等を招いて意見交流を行う等の質の
高い探究活動を実施する。また、大学入試改革で導入される外部試験を
予め高校２年生に受験させ、試験への順応と試験結果の詳細なデータ分
析による課題抽出・効果的な指導法の開発を図る。

14,160 教育委員会
高等学校課

74

事　　　　業　　　　名
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 ４　「暮らし新時代」へチャレンジ！ 27事業・予算額326百万円　

（単位：千円）

事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（拡充） とっとりとの関係人口を
ふやす事業

関係人口の拡大に向け、県内の地域づくり団体や農泊・ゲストハウス等の
地域交流型滞在施設と連携した関係人口の受入プログラムづくりに取り
組むと共に、ポータルサイトの開設や都市圏でのワークショップ開催等に
より都市在住者や企業と当該受入プログラムとのマッチングを図る。また、
夏の体験ボランティア、メディア等と連携した地域づくり体験ツアーの実施
により、地方に関心のある首都圏在住者の来県を促し、地域づくり体験機
会の提供や本県の魅力発信を行う。

16,604 元気づくり総本部
とっとり暮らし支援課
→交流人口拡大本部
ふるさと人口政策課

75

（新規） 新たな中山間地域共創
事業

中山間地域で今後集落維持が困難になると推察される集落等において、
将来にわたって住み慣れた場所で暮らし続けるために必要となる生活環
境や機能、仕組みの在り方について、市町、地元集落等と一体となって検
討し、新たな「集落再生システム」を構築する。
また、企業等の多様な主体と連携した生活支援対策を検討するとともに、
買い物支援について拡充する。

2,020 元気づくり総本部
とっとり暮らし支援課
→地域づくり推進部
中山間地域政策課

76

（新規） 女性で輝く新時代創造
プロジェクト事業

働く場、地域において女性活躍をさらに拡げていくため、官民一体となって
女性活躍の意義を再確認するフォーラムの開催や、女性の活躍が好影響
をもたらした事例の発信を通じて理解の深化と機運を高め、事業所等で活
躍する女性リーダーを増やしていく。

2,789 元気づくり総本部
女性活躍推進課
→令和新時代創造本部
女性活躍推進課

77

（拡充） イクボス・ファミボス普
及拡大事業

県内企業における介護と仕事の両立支援の優良事例の発信や、企業が
備えておくべき事項を一覧にした初動対応ツールの作成により、就業継続
できる職場環境の充実や介護への備えに取り組む県内企業を支援する。

840 元気づくり総本部
女性活躍推進課
→令和新時代創造本部
女性活躍推進課

78

（新規） ストレスオフ日本一「癒
やしの地」プロジェクト

ストレスオフ日本一の「癒しの地」をコンセプトとして発信し、観光や、関係
人口の拡大につなげていく一方で、ワーク・ライフ・バランスの推移等を通
じて、県内女性のストレス要因を軽減し、さらに暮らしやすいふるさととなる
よう取り組む。

2,600 元気づくり総本部
女性活躍推進課
→令和新時代創造本部
女性活躍推進課

79

（拡充） アートで花ひらく地域活
性化事業

国内外のアーティスト等の移住や関係人口の増加により、鳥取の豊かな
自然の中で創作活動を行う「アートピアとっとり」を創造するため、「大山工
芸・アート村」「西郷工芸・アート村」に加え、新たに、西いなば地域で工芸・
アート村の事業実施を支援する。また、県内各地のアートを活用した地域
づくりに取り組む団体等が一堂に集まり、活動団体（者）のネットワークづく
りを進めるとともに、県全体のアートによる地域活性化につなげていく。

3,220 地域振興部
文化政策課
→地域づくり推進部
文化政策課

80

（新規） 「令和新時代」万葉の
郷とっとりけん魅力発
信事業

「令和新時代」の幕開けを契機とし、新元号の典拠である万葉集、大伴家
持、山上憶良ゆかりの県内に現存する文化資源を活用し「万葉の郷とっと
りけん」の魅力を県内外に広く情報発信するとともに、次世代につなぐ機
運の醸成を図る。

9,920 地域振興部
文化政策課
→地域づくり推進部
文化政策課

81

（新規） とっとりの民藝と文化に
出会う魅力発信事業

県内の文化財を活用した展示等により民芸の新たな魅力を創出し、吉田
璋也ゆかりの地や工房巡りなど県内周遊の仕組づくりを行うとともに、国
内外にその文化的魅力を発信する。

3,158 地域振興部
文化政策課
→地域づくり推進部
文化政策課

82

（新規） 麒麟のまち圏域「日本
遺産」認定記念事業

《日本海の風が生んだ絶景と秘境－幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因
幡・但馬」》が日本遺産の認定を受けたことから、東京でのシンポジウム開
催、海外専門誌等への掲載、FAMツアー実施等、ストーリーを構成する文
化財の価値や魅力を国内外へ情報発信するとともに、日本遺産シニアガ
イドの養成・活用を図る。

5,527 地域振興部
文化財課
→地域づくり推進部
とっとり弥生の王国推進課

83

（拡充） 世界に誇れる「星取県」
づくり推進事業

国内外における星取県の認知度向上を図りつつ、星取県ならではの星空
関連体験を充実させ、観光振興等に繋げていくため、宿による星空おもて
なしメニューづくりの支援やSNSを活用したプレゼントキャンペーンの実
施、情報発信等に取り組む。

12,500 観光交流局
観光戦略課
→交流人口拡大本部
観光戦略課

84

（拡充） 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）

近県と連携した広域サイクリングルートを活用した相互誘客をはじめ、サイ
クリングツーリズムの全県展開を行うため、県内横断ルート及び受入環境
の整備を進めるとともに、サイクリングルートの愛称募集、全線開通イベン
トの実施等を通じた魅力発信に取り組む。

36,730 観光交流局
観光戦略課
→交流人口拡大本部
観光戦略課

85

（新規） インバウンド２５万人時
代に向けた海外誘客戦
略拡大事業

令和４年までの外国人宿泊数25万人をめざし、東アジアからの国際航空
便の就航を促進するとともに、航空会社・旅行会社等と連携した情報発
信、定期便の利用促進等を行う。

77,006 観光交流局
観光戦略課
→交流人口拡大本部
国際観光誘客課

86

（拡充） 台湾交流推進事業 本年10月に開催されるサイクリングイベント「鳥取すごいライド！」への台
湾交流団の参加を通じて、本県と台中市とのサイクリング交流を進展させ
るとともに、鳥取県の認知度の向上を図る。

4,672 観光交流局
交流推進課
→交流人口拡大本部
交流推進課

87

事　　　　業　　　　名

　鳥取県への移住者や関係人口の増加、県内就職の強化に向けた取組や、令和新時代の幕開けを契機とした令和
にちなんだ情報発信、さらには「星取県」やサイクルツーリズムなど自然と調和した本県ならではの取組を進める。

7 



事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（新規） 外国人受入環境整備
事業

多文化共生社会や外国人材も含め暮らしやすい・働きやすい社会の実現
に向けて、多文化共生の意識醸成や在住外国人に係る相談体制の機能
強化を図るとともに県内企業の外国人雇用に関する知識、ノウハウの強
化に向けた取組、外国人患者への対応の強化等を行う。

5,283 観光交流局
交流推進課
→交流人口拡大本部
交流推進課

88

（拡充） 中部発！スポーツツー
リズム推進事業

県中部地域におけるウォーキング等を通じた観光振興、地域活性化を進
めるため、ウォーキングコースの案内等が可能な人材の育成や、ウォーキ
ングを活用した旅行商品の造成に取り組む市町等の支援を行う。また、
ウォーキングのメッカである韓国・済州島と湯梨浜町との交流支援等を通
じて海外ウォーカーの誘客を図る。

1,819 中部総合事務所地域振興
局

89

（拡充） とっとり婚活応援プロ
ジェクト事業

えんトリー会員への料金割引やプレゼント等のサービスを提供する賛助会
員企業登録制度創設、えんトリーマッチングシステム改修のほか、えんト
リーＰＲのためのターゲティング広告を実施するとともに、都市部で開催さ
れる本県出身者等を対象とした婚活イベントに参加し、とっとり暮らしの魅
力ＰＲ、就職情報の提供等を行う。

2,094 福祉保健部
子育て応援課
→子育て・人財局
子育て王国課

90

（拡充） 鳥取県の美しい星空が
見える環境の保全と活
用事業

星空観察会や観光イベント等の雨天・曇天対策、若者を中心とした星空保
全・活用に係る更なる機運の醸成、人材育成や環境教育等を進めるた
め、移動プラネタリウムの整備・貸出、若者ネットワークの構築や活動支
援、教育機関と連携したサイエンス教室の開催、県民挙げての星空環境
調査、鳥取砂丘での足元灯の設置等を行う。

8,586 生活環境部
環境立県推進課

91

（拡充） 地域エネルギー社会構
築支援事業

エネルギーの地産地消や非常時のバックアップ電源確保を推進するた
め、定置用蓄電池の導入支援を行うとともに、電気自動車等（ＥＶ・ＰＨＥＶ
等）への給電のみならず、電気自動車等を住宅用の蓄電池として活用す
ることができる充給電設備（Ｖ２Ｈ）の導入支援を行う。

2,000 生活環境部
環境立県推進課

92

（新規） 「とっとりプラごみゼロ」
チャレンジ事業

県民、企業、行政が一体となって、プラごみの排出を抑える行動を起こす
ため、キックオフイベントの開催、脱プラスチックに係る研究・開発に取り組
む企業等への支援、脱プラスチックの取組に係る効果・利用者意識の調
査支援、プラごみ削減に協力する団体の登録制度の創設・広報等を行う。

10,590 生活環境部
循環型社会推進課

93

（拡充） 国立公園満喫プロジェ
クト等推進事業

外国人観光客等に対し魅力向上を図るため、国・県・市町・民間と連携し
た鳥取砂丘地区及び大山寺地区の景観改善計画の策定、大山を始め県
内各山におけるガイド育成を目的とした資格取得者への支援制度の創
設、全県を一筆で横断するロングトレイルルートの誕生に伴う詳細マップ
の作成を行う。

9,000 生活環境部
緑豊かな自然課

94

（拡充） 山陰海岸ユネスコ世界
ジオパーク創生事業費

山陰海岸ジオパークの展示学習型中核拠点施設としての機能強化ととも
に、来館者の受入れ態勢の強化を図るため、自然館裏庭に山陰海岸の
様々な岩石を展示する庭園を整備する。

1,107 生活環境部
山陰海岸ジオパーク海と
大地の自然館

95

（新規） とっとり小規模ラボ開設
支援事業

県外企業が中山間地域において新たな技術・テーマの研究開発を行うた
めの小規模な研究開発拠点等（小規模ラボ）の開設に対して補助する。

6,000 商工労働部
立地戦略課

96

（拡充） 若者県内就職緊急強
化事業

学生の県内就職の取組を強化するため、就職情報の配信のほか、就活イ
ベント等に参加するとポイントが付加されるスマホアプリの開発、企業がAI
を活用した面接システムを導入する際の補助、県外学生が県内企業の採
用試験を受験する際の交通費を負担した企業への助成、県内企業の採
用力等の向上に向けたセミナー開催、関東の大学との連携を強化するた
め東京本部にコーディネーターを配置する。

29,917 商工労働部
雇用政策課
→（一部）交流人口拡大本
部
ふるさと人口政策課

97

（新規） ビジネス人材確保とっ
とりモデル推進事業
【再掲】

高度な専門性やスキルを有するビジネス人材の県内誘致を促進するた
め、情報発信・誘引のための国と連携した移住就職ＰＲ専門サイトの開
設、東京23区からの移住就職者に対する支援金の創設、人材誘致活動と
しての都市部大企業と県内企業との情報交換会、県内への移住就職に関
心を持つ都市部ビジネス人材を対象としたセミナー・県内企業体験交流会
等を行う。

66,034 商工労働部
鳥取県立鳥取ハローワー
ク

43

（新規） 環境に配慮した畜産推
進事業

環境に配慮した畜産業の推進を図るため、家畜敷料の代替資材として期
待される炭化鶏糞及び廃石膏ボード剥離紙の効果検証を支援する。

2,616 農林水産部
畜産課

98

（新規） 関西インバウンド・ＴＯＴ
ＴＯＲＩ魅力発信事業

大阪の外国人をターゲットとした鳥取和牛・松葉がに等のブランド発信と鳥
取県への誘客を促進するため、インバウンド客で賑わう大阪心斎橋筋に
立地する高級レストランと連携し、鳥取県の食や観光情報を発信する。

3,000 農林水産部
販路拡大・輸出推進課

99

（新規） [債務負担行為]鳥取県
立美術館整備運営費

鳥取県立美術館の整備・運営を、効率的かつ効果的に行うとともに、地域
との連携・協力により賑わいづくりやまちづくりに貢献していくことで、さらな
る美術館の魅力の向上を図るため、PFI手法により実施する。（整備５年
間、運営15年間　計20年間）

[R2～21債務
負担行為]
14,910,090

教育委員会
博物館

100

事　　　　業　　　　名
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 ５　「ふるさと新時代」へチャレンジ！　　 23事業・予算額3,990百万円　

（単位：千円）

事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（新規） 新たな中山間地域共創
事業
【再掲】

中山間地域で今後集落維持が困難になると推察される集落等において、
将来にわたって住み慣れた場所で暮らし続けるために必要となる生活環
境や機能、仕組みの在り方について、市町、地元集落等と一体となって検
討し、新たな「集落再生システム」を構築する。
また、企業等の多様な主体と連携した生活支援対策を検討するとともに、
買い物支援について拡充する。

2,020 元気づくり総本部
とっとり暮らし支援課
→地域づくり推進部
中山間地域政策課

76

（新規） 令和新時代創造県民
運動推進事業

新時代「令和」を迎え、「トットリズム県民運動」を発展・昇華させ、新たな県
民運動「令和新時代創造県民運動」として、令和新時代を担う若者が主体
の活動を広げていくとともに、クラウドファンディング型ふるさと納税という
新方式を活用して、多くの人々の共感を得ながら取り組む活動を支援する
などして、令和新時代の新しい活力を創造し、地域の活性化を一層進め
る。※当初予算で計上された「トットリズム県民運動推進事業」は、「令和
新時代創造県民運動推進事業」として実施していく。

13,631 元気づくり総本部
参画協働課
→地域づくり推進部
県民参画協働課

102

（新規） 活躍の場をひろげる
ワーク・ライフ・バランス
推進事業

働く女性を取り巻く環境が共通する山陰両県において、山陰を一つにつな
ぐ「One-In」連携の取組の一つとして、両県が連携して、ワーク・ライフ・バ
ランスの実践を促す広域的な情報発信・普及啓発を行うことで、男性の家
庭での活躍を促進するとともに、働く場における女性の働きやすさ・活躍
機会の増大に繋げる。

2,000 元気づくり総本部
女性活躍推進課
→令和新時代創造本部
女性活躍推進課

103

（新規） AI･RPA等最先端ICT技
術活用推進事業

庁内事務や県民からの各種手続きに係る問い合わせ対応等について、AI
チャットボット（※）を活用した回答自動化の有効性を検証する実証実験等
を行う。　※チャット（会話）とボット（ロボット）を組み合わせた言葉で、人工
知能（AI）を活用した「自動会話プログラム」をいう。

2,438 総務部
情報政策課

104

（新規） 公共施設キャッシュレ
ス化推進事業

施設利用者の利便性向上を図るため、本県の指定管理者制度導入施設
における利用料金等の支払にキャッシュレス決済導入のための環境整備
を行う。

1,068 総務部
資産活用推進課

105

（新規） バス路線番号を活用し
た公共交通利便性向
上事業

交通結節点における路線バスのわかりやすさ、使いやすさの向上を図り、
海外インバウンド客や国内観光客の移動利便性、満足度の向上につなげ
るため、県内のバス路線に路線番号を設定するとともに、主要駅前のバス
ターミナルにおける路線番号を活用した案内表示の設置等に対する支援
を行う。
※令和元年度は、地域公共交通再編実施計画を策定済の西部地域にお
いて実施する。

2,280 地域振興部
交通政策課
→地域づくり推進部
地域交通政策課

106

（新規） 【鳥取県版】新たな地域
交通体系構築事業

県内、特に中山間地域において、自家用車依存、人口減少等による公共
交通利用者の減少やドライバー不足からバス事業者の撤退や路線の廃
止、縮小が進むなど公共交通体系の再構築が必要となっている。このよう
な中山間地域における交通課題を解決するため、市町村が地域の実情・
ニーズを把握しながら策定する地域交通体系再編計画策定への支援や
再編に基づくタクシー助成を実施するとともに、今までバス中心であった公
共交通の確保・維持に係る県支援制度を地域の実情に応じた制度への改
正に向けた検討を進める。

15,450 地域振興部
交通政策課
→地域づくり推進部
地域交通政策課

107

（新規） 史跡青谷上寺地遺跡
整備事業

全国屈指の弥生時代遺跡「青谷上寺地遺跡」を適切に保存し、有効に利
活用するために必要な整備を実施する。この整備に必要となる土地の公
有化を進めるとともに、とっとり弥生の王国調査整備活用委員会整備活用
部会を開催し、遺跡の活用、考古学的課題等を検討する。

59,742 地域振興部
文化財課
→地域づくり推進部
とっとり弥生の王国推進課

108

（新規） 「とっとり弥生の王国」
情報発信事業

鳥取県が全国に誇る「青谷上寺地遺跡」「妻木晩田遺跡」の２大遺跡を
「とっとり弥生の王国」として一体的に情報発信することで、よりスケールの
大きなとっとりの文化遺産としてイメージの定着を図り、さらに地域づくりや
地域振興、観光資源化等にもつなげていくことを目指す。

10,401 地域振興部
文化財課
→地域づくり推進部
とっとり弥生の王国推進課

109

（新規） 古代山陰道（青谷地
域）の調査研究事業

「青谷上寺地遺跡」、「青谷横木遺跡」で見つかった古代山陰道の調査・研
究を継続・進化させ、国史跡指定により更なる価値づけを目指すとともに、
青谷上寺地遺跡の史跡整備において研究成果の活用を図る。

4,272 地域振興部
文化財課
→地域づくり推進部
とっとり弥生の王国推進課

110

（新規） 名刀「古伯耆物」日本
刀顕彰推進事業

春日大社と連携して、鳥取県（伯耆）のたたらと刀剣をテーマとした歴史・
文化等を紹介するため、伯耆のたたらと刀剣フォーラムを奈良県内（予
定）において開催する。また、春日大社の「古伯耆物」を中心に、全国各地
の「古伯耆物」に関する研究を進め、その魅力や特色を明らかにすること
によって、郷土の歴史教育や観光・地域振興に資する。

3,342 地域振興部
文化財課
→地域づくり推進部
文化財課

111

（新規） 麒麟のまち圏域「日本
遺産」認定記念事業
【再掲】

《日本海の風が生んだ絶景と秘境－幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因
幡・但馬」》が日本遺産の認定を受けたことから、東京でのシンポジウム開
催、海外専門誌等への掲載、FAMツアー実施等、ストーリーを構成する文
化財の価値や魅力を国内外へ情報発信するとともに、日本遺産シニアガ
イドの養成・活用を図る。

5,527 地域振興部
文化財課
→地域づくり推進部
とっとり弥生の王国推進課

83

事　　　　業　　　　名

　令和新時代を担う若者による地域づくり活動への支援や路線バスをはじめ生活交通体系の再編、さらには、国際
チャーター便の拡充や高速道路開通に伴う商圏拡大など、地方創生の新たなステージに取り組む。

9 



事　　　　　　　　業　　　　　　　　概　　　　　　　　要 予算額 所　　属　　名
貢
番
号

（新規） インバウンド２５万人時
代に向けた海外誘客戦
略拡大事業
【再掲】

令和４年までの外国人宿泊数25万人をめざし、東アジアからの国際航空
便の就航を促進するとともに、航空会社・旅行会社等と連携した情報発
信、定期便の利用促進等を行う。

77,006 観光交流局
観光戦略課
→交流人口拡大本部
国際観光誘客課

86

（新規） みどりの愛護推進事業 「全国『みどりの愛護』のつどい」の開催を契機に高まった機運を推進する
ため、コンテストの実施、活動団体に指導者を紹介・派遣する制度の創
設、交流会の開催、モデル園地の整備を行う。

5,320 生活環境部
緑豊かな自然課

112

（拡充） 空き家利活用推進総
合支援事業

市場では流通しづらい空き家の利活用を進めるため、利活用に取り組む
専門家団体の活動支援に加え、必要な改修工事等への助成、空き家を活
用するまちづくりへの支援、貴重な文化資源である古民家空き家の活用
モデルの研究など総合的な施策を講じる。

9,600 生活環境部
住まいまちづくり課
→地域づくり推進部
中山間地域政策課

113

（新規） 「One‐In」圏域連携促
進支援事業

高速道路の開通など新たな人・モノの流れの変化に対応した商工団体や
企業等の取組を支援するため、県内商工団体や県内企業が他圏域（島
根・兵庫）とモデル的に交流連携、商圏拡大を目指すための経費を補助す
る。また、広域的な物流活性化等についての検討会、産業統計データを活
用し商圏拡大・新規需要拡大に繋げるための事業者向けの統計活用セミ
ナーを開催する。

5,040 商工労働部
企業支援課

114

（新規） 「食のみやこ鳥取県」×
「農泊」体験事業

鳥取和牛、ジビエ、岩ガキ、スイカをはじめとする魅力ある「食のみやこ鳥
取県」の食材を活用した料理や農林漁業体験、生産者との交流等が楽し
める旅行プランを造成し、大手旅行サイト等を活用してPRする。

3,200 農林水産部
食のみやこ推進課

115

（拡充） とっとりジビエ全県普及
推進事業

ジビエの販路拡大、普及推進のため、新規開業施設の技術向上等支援、
ジビエの栄養素に着目したＰＲを実施する。

2,432 農林水産部
食のみやこ推進課

116

(拡充) 直轄道路事業費負担
金

高速道路の未開通区間の解消を更に促進するために国が行う直轄道路
事業費に係る県負担金。
・山陰道鳥取西道路
・山陰道米子道路（付加車線整備）
・鳥取自動車道（付加車線整備）　等

1,142,482 県土整備部
道路企画課

117

(拡充) 地域高規格道路整備
事業

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地域高規
格道路を整備する。
・国道178号岩美道路（山陰近畿自動車道の一部）
・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）
・国道181号江府道路（江府三次道路の一部）

2,562,000 県土整備部
道路建設課

118

(拡充) 空港管理費 雨漏りが顕著化している鳥取空港国際線ターミナル屋根について、調査
設計が完了したことから防水改修を行うほか、鳥取空港において実証試
験（平成30年8月～令和元年7月）を行っている低層風情報提供システム
「ＳＯＬＷＩＮ（ソルウィン）」について、実証試験後も引き続きＡＮＡと連携し
て運用を行う。

52,425 県土整備部
空港港湾課

119

(拡充) ツインポート加速化促
進事業

鳥取空港国際ターミナル２階にコナン装飾のキッズスペースを整備する。 7,821 県土整備部
空港港湾課

120

（新規） よなごベイウォーターフ
ロント検討事業

産・学・官が一体となった「よなごベイウォーターフロント検討会（仮称）」を
立ち上げ、米子港を含めたウォーターフロント全体の活性化に向けた方向
性の検討を行う。

989 県土整備部
空港港湾課

121

事　　　　業　　　　名
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