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平成２８年度９月補正予算の概要 
平成２８年９月７日 

 

 １ 予算規模（一般会計） 

   

   補正額   ２８，１２７百万円（平成２７年９月補正  ２，９８０百万円） 

         国第２次補正関連分  ２１，８８６百万円 

         通常分         ６，２４１百万円 

   補正後  ３８６，１２９百万円（対前年度同期 ３５６，０８２百万円 ＋８．４％） 

補正前  ３５８，００２百万円 

財  源  国庫支出金 １３，３０８百万円、県債 １０，３５５百万円、 

基金繰入金 １，６２７百万円、繰越金 １，４８５百万円 など 

 
 ２ 主な事業 

 
○くらしの安心・安全の推進と防災対策の強化 

・社会福祉施設における緊急防犯対策事業 ………………………………………… １６百万円 

 相模原市の障がい者施設殺傷事件を踏まえ、県内社会福祉施設の防犯施設・設備等の整備

を行う。                               （福祉保健課） 
 

・措置入院解除後の精神障がい者の支援体制構築事業 ……………………………… １百万円 

 相模原市の障がい者施設殺傷事件を踏まえ、措置入院解除後のフォローアップや警察等の

関係機関との情報共有のあり方について検討を行い、県版マニュアルを作成する。 
（障がい福祉課） 

 
    ・安心とっとり交通安全総合対策事業 ………………………………………………… ５百万円 

鳥取県支え愛交通安全条例の制定を踏まえ、条例の県民への普及啓発を行うとともに、高

齢者向けの保健指導を活用した安全運転普及モデル事業等を実施する。 
（くらしの安心推進課） 

 
    ・犯罪のないまちづくり普及啓発事業 ………………………………………………… ２百万円 

犯罪のないまちづくり推進条例の一部改正内容及び防犯カメラの設置及び運用に関する指

針について県民等への普及啓発を行う。             （くらしの安心推進課） 
 

・低所得者等に係る中間的就労支援推進事業 ………………………………………… ７百万円 

低所得者等の就労を支援するため、中間的就労コーディネーター及び中間的就労事業所育

成員を配置するとともに、就労支援を行う関係機関とのネットワークを構築する。 
（福祉保健課） 

 

・住宅・建築物耐震化総合支援事業 …………………………………………………… ９百万円 

熊本地震による被災状況を教訓に、県内の耐震化を一層促進するため、新耐震基準で建て

られた住宅までの補助対象の拡大、旧耐震基準で建てられた住宅に対する補助率の拡充等を

行う。                            （住まいまちづくり課） 
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・私立学校施設整備費補助金 … ３５４百万円（Ｈ２９～３８債務負担行為 ４８９百万円） 

建築後３０年を経過した校舎等の改築（鳥取敬愛高校・鳥取城北高校）に要する経費の一

部について助成等を行う。                    （教育・学術振興課） 
 

・鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 …………………………………… １，０６７百万円 

  地域医療介護総合確保基金を活用し、中央病院建替工事、総合周産期母子医療センター整

備、小児救急電話相談の拡充、その他医療機関の施設整備等を実施する。  （医療政策課） 
 

・被ばく医療体制整備事業（安定ヨウ素剤関係） …………………………………… ２百万円 

 乳幼児用の安定ヨウ素剤（ゼリー剤）が開発されたことから、原発３０㎞圏内の住民への

配布に備えゼリー剤を購入し、一時集結所等に備蓄する。         （医療指導課） 
 

・適切な避難行動推進事業 ……………………… ２２３百万円（※公共事業において再掲） 

 住民の洪水時における適切な避難行動を促すため、大規模洪水に対する浸水想定区域と河

岸浸食や越水による家屋倒壊等氾濫想定区域を設定し、市町村が実施するハザードマップ作

成等を支援する。                             （河川課） 
 

・公共事業                            １６，０９８百万円 

（１）補助事業                        （１４，９８５百万円） 

・道路橋りょう新設改良事業（地域高規格道路 等） 
・道路橋りょう維持事業（交通安全、災害防除 等） 
・水産基盤整備事業（特定漁港漁場整備事業 等） 
・河川事業、砂防事業、農業農村整備事業、造林事業、都市公園事業  など 

（２）直轄事業                            （９３９百万円） 

・直轄道路事業、直轄河川海岸事業、直轄砂防事業 
（３）単県事業                            （１７４百万円） 

      ・単県事業（道路、河川、砂防、治山）                   
 
（緑豊かな自然課、農地・水保全課、県産材・林産振興課、森林づくり推進課、水産課、

道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、空港港湾課） 
 

○とっとり元気づくりのための人材育成・確保 

・保育士確保対策支援事業 …………………………………………………………… ２８百万円 

 鳥取県社会福祉協議会が貸付を行っている潜在保育士向けの就職準備金について、貸付上

限額を引き上げる。                         （子育て応援課） 
 

・介護人材確保対策事業 ………………………………………………………………… ３百万円 

 地域医療介護総合確保基金を活用し、潜在介護福祉士等の再就職を支援するコーディネー

ターの配置や介護職の認知度向上を図るためのケーブルテレビでのＰＲを実施する。 
（長寿社会課） 

 
・女性の活躍推進拡大事業 …………………………………………………………… １１百万円 

 女性活躍に向けた機運醸成の取組（フォーラム開催等）を行うとともに、女性活躍先進モ

デル企業の取組等を通じ、企業における女性活躍の取組を推進する。  （女性活躍推進課） 
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・特別支援学校エアコン整備事業費 ………………………………………………… ７９百万円 

 平成２９年度に工事予定だった特別支援学校３校分（鳥取盲学校、白兎養護学校、倉吉養

護学校）のエアコン更新工事を前倒して実施する。            （教育環境課） 
 

・とっとりインターンシップ推進事業 ……………………………………………… １４百万円 

大学生の県外及び低学年からのインターンシップ参加促進策を強化するとともに、企業向

けのセミナーの開催、インターンシップ推進協議会にコーディネーターの配置を行う。 
                       （就業支援課） 

 

・移住者の住まいとなる空き家確保促進事業 ………………………………………… ６百万円 

 移住者の住まいとなる空き家の掘り起こしを促進するため、市町村が行う空き家確保の取

組（専門家による空き家の提供交渉・空き家バンクへの登録など）に対し助成する。 
                       （とっとり暮らし支援課） 

 

○観光入込客数１１００万人に向けた環境整備 

・鳥取砂丘コナン空港交流創出整備事業 ………………………………………… ９００百万円 

 鳥取砂丘コナン空港を「空の駅」として観光・交流の拠点とするため、国内線ターミナル

と国際会館の一体的な活用を可能とする施設整備を行う。         （空港港湾課） 
 

・空の新たなステージに向けた戦略事業 …………………………………………… ３５百万円 

米子香港便就航、エアソウルによる米子ソウル便就航を機に、本県への海外からの誘客促

進と路線の維持発展・利用促進、地域振興を図るためのインバウンド・アウトバウンド対策

を実施する。                             （観光戦略課） 
 

・境港管理組合負担金 （国直轄による竹内南地区及び中野地区岸壁整備事業）……………… 

 １百万円（事業費７００百万円） 

クルーズ需要に対する対応力強化を図るため国が直轄事業で実施する竹内南地区及び中野

地区の岸壁整備に対する県負担金。                   （空港港湾課） 
 

・国立公園満喫プロジェクト等推進事業 ………………………………………… ２６１百万円 

大山隠岐国立公園が国の国立公園満喫プロジェクトのモデル地域に選定されたことから、 

国交付金を活用し、公園施設改修等の外国人観光客受入環境の充実を行う。（緑豊かな自然課） 
 

・伯耆国「大山開山１３００年祭」推進事業（環境整備） ……………………… ８７百万円 

大山開山１３００年祭に向けて、大山圏域の魅力を高め、活性化させるための環境整備（ビ

ューポイント整備等）を行う。              （西部総合事務所地域振興局） 
 
・参道にぎわい活性化支援事業 ……………… （Ｈ２９～３８債務負担行為 ３６百万円） 

大山開山１３００年祭に向けて大山町が行う大山寺参道拠点整備事業に要する経費の一部

を支援する。                      （西部総合事務所地域振興局） 
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・伯耆国「大山開山１３００年祭」加速化事業 …………………………………… １３百万円 

 伯耆国「大山開山１３００年祭」実行委員会が行う、魅力ある大山「食」ブランドの商品

開発・情報発信、「大山道」のＰＲ、民間団体等への助成事業等の取組を支援する。 
（西部総合事務所地域振興局） 

 

・文化財助成費 ………………………………………………………………………… １６百万円 

 大山開山１３００年祭の主要な舞台となる大山寺阿弥陀堂のこけら葺き屋根等の修理事業

に対し助成する。                            （文化財課） 
 

・「食のみやこ鳥取県」インバウンド応援事業 ……………………………………… ７百万円 

外国人観光客の増加や海外航空路線の開設に対応するため、外国語版の食の情報冊子等を

作成するとともに、飲食店が行う外国語版グルメ情報サイトでの情報発信を支援する。 
                          （食のみやこ推進課） 

 
・水木しげる生誕祭開催事業 …………………………………………………………… ４百万円 

  県と境港市が共同して水木しげる先生の功績を顕彰する催事を開催する。 
（まんが王国官房） 

 

○農林水産業の競争力強化と地域経済の活性化 

・産地パワーアップ事業 …………………………………………………………… ２８６百万円 

 TPP による新たな国際環境下で園芸産地を加速的かつ戦略的に生産拡大するため、農業者

団体等が行う施設整備、農業機械・生産資材等の導入を支援する。     （生産振興課） 
 

・鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業 …………………………… １４０百万円 

  鳥取型低コストハウスの導入を加速的に推進するため、産地パワーアップ事業を活用し、

農業者等が行う整備に要する経費を助成する。              （生産振興課） 
 
・畜産クラスター施設整備事業（肉用牛） ……………………………………… １４４百万円 

  肉用牛生産基盤を強化するため、経営体が行う規模拡大のための施設・機械整備に要する

経費を助成する。                             （畜産課） 
 
・畜産クラスター施設整備事業（酪農） ………………………………………… ８２０百万円 

  酪農生産基盤を強化するため、経営体が行う規模拡大のための施設・機械整備に要する経

費を助成する。                              （畜産課） 
 
・輸出対応型食肉センター施設整備事業 ………………………………………… １２６百万円 

  県産畜産物の東アジアへの輸出拡大を目指し、（株）鳥取県食肉センターが行う輸出認定

に必要な施設整備を支援する。                       （畜産課） 
 

・畜産試験場施設整備事業 ………………………………………………………… ２３９百万円 

防疫体制強化の一環として種雄牛と乳用牛をエリア分けするため、畜産試験場の旧職員宿

舎を解体・撤去し、乳用牛施設を移転整備する。               （畜産課） 
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・公共育成牧場機能強化整備事業 ………………………………………………… ２８７百万円 

公共育成牧場における周年 1,260 頭の放牧体制の確立に必要な鳥取放牧場の牛舎及び堆肥

舎等を整備するとともに、必要な機械整備を支援する。            （畜産課） 
 

    ・第１５回全日本ホルスタイン共進会対策事業 ……………………………………… １百万円 

県産牛乳のイメージアップを図るため、第１５回全日本ホルスタイン共進会での上位入賞

を目指し、輸入受精卵を購入し、乳牛改良を行う取組を支援する。       （畜産課） 
 

・林業・木材産業強化総合対策事業 ……………………………………………… ９８０百万円 

  地域材の競争力強化に向け、生産性の向上を図るため、合板・製材工場の整備、原木を安

定的に供給するための間伐材の生産及び路網整備等を支援する。  （県産材・林産振興課） 
 
・木材新時代への研究機能強化事業 ……………………………………………… ２０１百万円 

 林業試験場において県産材の加工技術高度化や新製品開発に必要な機器・施設を整備する。 
                                   （林業試験場） 

 
・栽培漁業センター施設増強事業 ………………………………………………… ４２４百万円 

漁業者や養殖業者のニーズに対応するため、栽培漁業センターにマサバ・キジハタの種苗

生産や研究開発に必要となる施設設備を整備する。              （水産課） 
   

・カワウ被害緊急対策事業 ……………………………………………………………… ４百万円 

 カワウによる淡水魚の捕食によって内水面漁業の被害が深刻化していることから、カワウ

の生態調査、捕獲・抑制対策等の緊急対策を実施する。        （緑豊かな自然課） 
 

    ・農山漁村魅力アップ推進事業 ………………………………………………………… １百万円 

 県内の農業関係団体及びＤＭＯ等で構成される「第一次産業観光利活用推進協議会」が取

り組む農山漁村における観光素材調査、事例研究等に要する経費を支援する。 
（とっとり農業戦略課） 

 
  ・鳥取県版経営革新総合支援事業 ……………………………………………………… 制度改正 

鳥取県版経営革新総合支援事業について、生産性向上に向けた取組が促進されるよう、国

の中小企業等経営強化法の計画認定と連携した支援枠を創設する。     （企業支援課） 
 
・商圏拡大・需要獲得支援事業 ……………… ７百万円（Ｈ２９債務負担行為 １４百万円） 

 英国のＥＵ離脱等の為替レート変動に対応するための海外での市場調査・検討の経費を支

援するとともに、事業者が生産性向上に取り組むために必要な調査・検討を支援する。 
（企業支援課） 


