


別紙２ 県が維持する許認可等（第６条第２項関係） 
 

相手方 種類 場所 対象 目的 
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鳥取市湖山町西 業務用無線機 

一式 

管制機関等の交信

のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42700704 災害時用救護エアーテント
芦森工業（株）　ジェットエアーテント　Ｓ
ＡＴー６６３Ｇ

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

42700705 災害時用救護エアーテント
芦森工業（株）　ジェットエアーテント　Ｓ
ＡＴー６６３Ｇ

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416049727 医療資器材搬送車 屋根付きアルミカーゴカート 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

417017396 高圧洗浄機
２．２ｋｗ　３ＰＳ　吐出空気量２１０Ｌ／
ｍｉｎ以上

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

425030813 送排風機 サンキＰＦＥ２８２Ｙ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

421037389
車載型無線機（くうこうとっとりけん１
１）

ケンウッド製ＴＣＭ１２４ＦＴ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

421037427 携帯型無線機ぼうさいとっとりくうこう１ ケンウッド製ＴＣＰ－１３３ＷＦＴ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

423019771
一般業務用無線電話装置（くうこうとっと
りけん３）

アイコムＩＣーＶＭ２０１０ＭＦＴ　送信出
力５Ｗ

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

423019798 バッテリー内蔵型可搬型ケース アイコムＳＬＤー５１６６ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

423020036
消防用ホース（第１・第２・第３ホース
用）

帝国繊維　スーパーランナー７×６本７・ｗ
ｉｎ×４本

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

423020060
業務用車載式無線機（くうこうとっとりけ
ん１３）

パナソニック　ＥＦ－２２２１ＡＭ　５Ｗ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

421014176 発電機付投光器
三笠建機　ＭＬＴー７００ＲＤ　ライト台車
型

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

421014184 発電機付投光器
三笠建機　ＭＬＴー７００ＲＤ　ライト台車
型

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

423020044 放水ノズル（ガンタイプフォグノズル）
ＹＯＮＥ　クアドラフォグノズル　ＮＨー４
０ＱＦ

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

423020052 放水ノズル（ガンタイプフォグノズル）
ＹＯＮＥ　クアドラフォグノズル　ＮＨー４
０ＱＦ

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418007013 ＡＥＤトレーナー ハートスタートＦＲ２＋ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

409023493 伸縮型梯子 関東梯子避難はしごＫＨＦＬ－８７ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011657 スクープストレッチャー ファーノワシントン社製モデル６５ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

406020060 スクープストレッチャー ファーノイーストモデル６５ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

409023418 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

409023426 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

409023434 空気呼吸器 興研消防車バイダス８４３ＨＶＰ－Ⅱオート 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

409023507 動力付救助用鋸 スチールＴＳ３５０Ｓ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

409023515 強行実施用具 新宮商工タイガーエアソー 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416039780 吸水管ＷＳソフト吸管Ｍ ６５ｍｍ　黄線２５ｍｍ２本　４ｍ加工 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416039799 吸水管ＷＳソフト吸管Ｍ ６５ｍｍ　黄線２５ｍｍ２本　４ｍ加工 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416039802 Ｄ型双口接手 ＡＫＫ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011932 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011940 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011959 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011967 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011975 担架 ファーノワシントン社製モデル１１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

別紙３－４　転貸義務を生じる相手方（関連備品）（第８条第１項関係）

備品番号 品名 銘柄、規格等 相手方 貸付期間 貸付目的



備品番号 品名 銘柄、規格等 相手方 貸付期間 貸付目的

405019917 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

405019925 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

406020036 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

406020044 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

406020052 減圧式固定担架 栄和産業バキュームリッター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

424009520 災害時用救護エアーテント アキレス株式会社　Ｖ６６ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

405019933 心拍心電計 日本光電ハートメイトＩＥＣ－１１０２ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

405019941 自動心電計 日本光電ＥＣＧ－６２０１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011983 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011991 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404012009 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404012017 背骨矯正板 ファーノワシントン社製モデル７４０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

405019950 集団災害酸素吸入セット 日本メディコマルチレーター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

405019992 人工蘇生器 日本メディコＥＭ－Ｒ－００１－１Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

405020001 人工蘇生器 日本メディコＥＭ－Ｒ－００１－１Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

405020010 電動式吸引器 レールダル社ＥＭ－Ｒ－０１６ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

406020079 救急医療セット ＪＭ－１型 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

406020095 救急医療セット ＪＭ－１型 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

406020109 救急医療セット ＪＭ－１型 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

428018155 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 日陶株式会社　ＣＵ－ＳＰ１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418009709 集団災害酸素吸入セット マルチフローレーター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418009717 エマジン小型吸引器 ３ＷＡＹ－１５００ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418009725 エマジン小型吸引器 ３ＷＡＹ－１５００ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418009733 エマジン小型吸引器 ３ＷＡＹ－１５００ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418009741 パルスオキシメーター 9500 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418009750 パルスオキシメーター 9500 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418009768 パルスオキシメーター 9500 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

411028592 除雪機 ホンダＨＳ－７６０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416033448
無線電話装置（くうこうとっとりけん１
２）

ＪＨＭ－２２８Ｓ０５Ｔ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416039764 防火服一式 Ｊ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416039772 防火服一式 Ｊ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418038784 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

418038792 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務



備品番号 品名 銘柄、規格等 相手方 貸付期間 貸付目的

418038806 防火服上下 新Ｊ６０５０Ｍ　新Ｐ６０５０Ｍ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416031100
空港用１２５００Ｌ級化学消防車（２号
車）

ＭＡＦ－１２５Ａ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

425035912 救急医療作業車 救急医療作業車（６０人対応型） 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

426002186
空港用１０５００Ｌ級化学消防車（３号
車）

空港用１０５００立級化学消防車 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

421032581 空港用６１００Ｌ級化学消防車（１号車） コマツ　ＨＶ６０００ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

420022535 耐火服 赤尾　エミュファイター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

420022543 耐火服 赤尾　エミュファイター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

420022551 耐火服 赤尾　エミュファイター 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011665 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011673 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011681 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011690 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011703 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011711 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011720 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011738 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011746 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011754 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011762 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011770 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011789 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011797 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011800 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011819 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011827 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011835 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011843 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011851 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011860 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011878 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011886 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011894 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011908 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務



備品番号 品名 銘柄、規格等 相手方 貸付期間 貸付目的

404011916 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

404011924 担架 ファーノワシントン社製モデル１０８－Ｂ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

416036501 アルミホーロー黒板 ＲＭ－１２Ｎ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 消防業務

425035947 刈払機 スチールＦＳ２６Ｃ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

424044903 携帯無線機（くうこうとっとりけん３５） ケンウッド　５Ｗ　ＴＣＰ－１２３ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

427022748 鳥取空港鳥獣点検車両 仕様書のとおり 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

427022730 鳥取空港２トントラック 仕様書のとおり 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

409023396 自走式芝刈機 バロネスＧＭ６５ＡＲ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

409023400 自走式芝刈機 バロネスＧＭ６５ＡＲ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

409023345 動力噴霧器 マルナカセット動噴ＣＫＡ２５Ｍ１３１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

409023353 動力噴霧器 マルナカセット動噴ＣＫＡ２５Ｍ１３１ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

409023388 動力散布機 ゼノアＭＤ４３１Ｇ－２３ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

413015512 スイーパー 960 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

411028533 ヘッジトリマー 新ダイワＨＴ－２０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

413015520 チェンソー ＣＳ４０ＥＦ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

412021326 芝刈機 バロネスＬＭ－８０－ＣＲ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

406015881 路面清掃車
登録番号鳥取８８ゆ５４４車台番号ＰＫ２１
０ＨＮ－０００１３機

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

414037320 高枝剪定機 セツア　ＨＨＴ２３００ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

414037338 刈払機 スチ－ル　ＦＳ２６００－Ｕ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

414037346 刈払機 スチ－ル　ＦＳ２６００－Ｕ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

418020591 路面清掃車 鳥取８００は３２３ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

40400081 小型除雪機（Ｓ０４－０８６０）
フジイＦＳＲ１２００Ｄ３０ＰＳ、ハンドガ
イド

株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

413015490 ブロアー スチール、ＢＧ８５ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

410022365 刈払機 ＦＳ－２６ＰＡ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

413015482 エンジンヘッジトリマー 新ダイワ、ＨＴ２３０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

410022357 刈払機 ＦＳ－２６ＰＡ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

411028584 エアバンドレシーバー アイコムＩＣ－Ｒ１０ 株式会社鳥取空港ビルサービス H30.4.1～H31.3.31 維持管理作業

42103743 携帯型無線機ぼうさいしょうぼう２ ケンウッド製ＴＣＰ－１３３ＷＦＴ 鳥取県東部広域行政管理組合 H30.4.1～H31.3.31 消防業務

42203567 無線電話装置
５Ｗ　ＪＩＳ防浸（くうこうとっとりけん
６）

鳥取県消防防災航空センター H30.4.1～H31.3.31 消防業務

42701307
一般業務用無線電話装置（くうこうとっと
りけん３４）

株式会社　ＪＶＣケンウッド　ＴＣＰー１３
３ＷＦＴ　リチウムイオンバッテリー　１８
８０ｍＡｈ

鳥取県警察航空隊 H30.4.1～H31.3.31 警察業務

40802080 トーバー
（Ｂ７６７，Ａ３００兼用航空機牽引棒）
Ｂ７６７用ヘッド　Ａ３００用ヘッド

全日本空輸株式会社 米子空港所 H30.4.1～H31.3.31
航空機の牽引
プッシュバッ
ク作業に使用

40902302 トーバー Ａ３００用ヘッド 全日本空輸株式会社 鳥取空港所 H30.4.1～H31.3.31
航空機の牽引
プッシュバッ
ク作業に使用

41002233 トーバー ＭＤ８２用ヘッド 全日本空輸株式会社 鳥取空港所 H30.4.1～H31.3.31
航空機の牽引
プッシュバッ
ク作業に使用



備品番号 品名 銘柄、規格等 相手方 貸付期間 貸付目的

41002234 トーバー頭部金具 Ｆ１００用頭部金具 全日本空輸株式会社 鳥取空港所 H30.4.1～H31.3.31
航空機の牽引
プッシュバッ
ク作業に使用

42203566 無線機
５Ｗ　ＪＩＳ防浸（くうこうとっとりけん１
０）　アンテナ、バッテリー、充電器

日ノ丸自動車株式会社
鳥取航空営業所

H30.6.10～H31.3.31
緊急時の情報
伝達



別紙４－１ 県が維持する協定等（第１１条第 1項関係） 

 

相手方 協定等の名称 締結日 

国土交通省 

大阪航空局 

国有財産有償貸付契約書（鳥取空港敷地） 

（土地：雑種地 685.30 ㎡ 鳥取市湖山町西四丁目 150） 

平成 30 年 4月 1日 

中国財務局 

鳥取財務事務所 

国有財産無償貸付契約書（鳥取空港敷地） 

（土地：旧鳥取大学農学部湖山実習地 26,736.54 ㎡） 

平成 30 年 4月 1日 

中国財務局 

鳥取財務事務所 

国有財産有償貸付契約書（給油施設部分） 

（土地：旧鳥取大学農学部湖山実習地 490.91 ㎡） 

平成 30 年 4月 1日 

三津地区財産管理組合 土地有償貸付契約書（障害灯敷地） 

（土地：鳥取市三津字石原平987番地のうち障害等敷地 24.62㎡） 

昭和 60 年 4月 1日 

宗教上小路神社 土地有償貸付契約書（障害灯敷地） 

（土地：鳥取市賀露字中小路 1714 番地の１のうち、障害灯敷地 

21.16 ㎡並びに電柱１本、埋設ケーブル 62.5 ㎡及び標柱 4 本に係

る土地） 

平成元年 11 月１日 

賀露町自治会 土地使用貸借契約書（象形物の設置） 

（土地：鳥取市賀露町字西浜 1757 番地 734 の一部 約 46,000 ㎡） 

平成 2年 2月 1日 

賀露町自治会、鳥取市 協定書（鳥取市賀露町における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 3月 17日 

湖山町自治会、鳥取市 協定書（鳥取市湖山町における鳥取空港周辺対策） 昭和 59 年 6月 4日 

末恒地区区長会、鳥取市 協定書（鳥取市末恒地区における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 3月 17日 

千代水地区自治会、 

鳥取市 

協定書（鳥取市千代水地区における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 3月 17日 

浜坂地区自治会連合会、 

鳥取市 

協定書（鳥取市浜坂地区における鳥取空港周辺対策） 昭和 59年 3月 17日 

（一社）鳥取県東部建設

業協会 

災害時における応急対策業務等に関する協定書 平成 26 年 11 月 19

日 

鳥取県東部広域行政管理

組合 

鳥取空港及びその周辺における消化救護活動に関する協定書 昭和 60 年 7月 2日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙４－２ 運営権者が締結すべき協定等（第１１条第２項関係） 

 

相手方 協定等の名称 締結日 

鳥取県危機管理局危機管理

政策課、鳥取県警察本部 

旧鳥取空港建築事務所建物の一部を備蓄倉庫として使用する

ことについての覚書 

平成 18 年 9月 13 日 

鳥取県福祉保健部 

健康医療局医療政策課 

災害時の医療作業者等の管理及び運用に関する覚書 平成 26 年 3月 4日 

鳥取県危機管理局 

消防防災課 

鳥取空港運用時間外における消防防災ヘリコプターの緊急運

航に伴う空港施設の利用取り扱いに関する覚書 

平成 10 年 7月 6日 

（社）鳥取県東部医師会 鳥取空港医療救護活動に関する協定書 平成 7年 11 月 1日 

大阪管区気象台 電気使用料金の負担に関する協定書 平成 26 年 2月 26 日 

鳥取県危機管理局消防防災

航空室、鳥取県警察本部警

察航空隊 

鳥取空港イーストエプロン等の除雪に関する申し合わせ 平成 20 年 3月 3日 

国土交通省大阪航空局、 

関西航空地方気象台 

鳥取空港における基地局及び陸上移動局の取扱いに関する申

し合わせ 

平成 27 年 3月 31 日 

関西航空地方気象台 鳥取空港における気象の提供に関する申し合わせ 平成 25 年 9月 27 日 

大阪管区気象台、大阪航空

局 

鳥取空港庁舎立入りに係る連絡等に関する申し合わせ 平成 27 年 10 月 26 日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

中部空港事務所 

鳥取空港における航空保安業務等に関する協定 平成 29 年 3月 28 日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取空港制限区域立入りに係る確認書 平成 23 年 3月 28 日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取空港の ILS 制限区域の設定及び管理に関する協定書 平成 27 年 5月 19 日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取空港無線関係施設の保守等に関する申し合わせ 平成 26 年 8月 1日 

国土交通省大阪航空局 

大阪空港事務所 

鳥取 GS 空中線装置への放水等に係る申し合わせ 平成 30 年 1月 19 日 

国土交通省大阪航空局 

管財調達課 

国有財産使用許可（制限区域内監視カメラの設置） 平成 30 年 4月 1日 

福島空港事務所、能登空港

管理事務所、静岡空港管理

事務所、但馬空港ターミナ

ル（株）、神戸空港管理事務

所、岡南飛行場管理事務所、

岡山空港管理事務所、山口

宇部空港事務所、佐賀空港

事務所、天草空港管理事務

所 

地方管理空港等における補用品協定書 平成 28 年 3月 31 日 

株式会社中電工鳥取統括支

社 

航空照明及び電気施設維持管理業務委託契約書 契約書 

H28.4.1～H31.3.31 

 

 

 

 



別紙６－１ 転使用貸借及び賃貸借対象用地（県使用部分）（第１３条第３項関係） 

 

１ 無償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

鳥取県消防防災

航空センター 

消防防災ヘリ格納

庫・防災航空室事

務所等用地 

鳥取市湖山町北 4丁目 344-2 

（土地：1728.92 ㎡） 

・使用貸借契約 

・事業終了日まで 

無償 

鳥取県警察本部

会計課 

鳥取県警察航空隊

庁舎及び格納庫 

鳥取市湖山町北 4丁目 344-2 

（土地：4,946.54 ㎡） 

鳥取県環境立県

推進課 

EVレンタカー導入

促進事業 PR 看板 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（土地：0.23 ㎡）看板 1枚 

鳥取県交通政策

課 

鳥取砂丘コナン空

港愛称化 PR 看板 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（土地：5.40 ㎡）のぼり 20 本 

鳥取県空港港湾

課 

低層風情報提供シ

ステムに係る電源

ケーブル（電源管）

及び観測装置 

鳥取市湖山町西４丁目 110-5 

（土地：61.4 ㎡） 

 

２ 有償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

企業局東部事務

所 

太陽光発電の啓発 鳥取市湖山町西 4丁目 

（土地：3.00 ㎡） 

・貸借契約 

・事業終了日まで 

※現行水準 

鳥取空港太陽光

発電設備設置事

業実施者（鳥取県

営電気事業の管

理者の権限を行

う鳥取県知事） 

太陽光発電設備 鳥取市湖山町西3丁目431、432、434、 

436、437、434-2、467-2、西 4 丁目

110-3、110-5、351-1、352-1、356、

357、363 

（土地：30,468 ㎡） 

※現行水準 

※いずれも事業期間中にわたり、現在の使用許可の内容を維持することを運営権者の義務とするが、

相手方と合意した場合はこの限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙７ 転貸義務を生じる相手方（県以外）とその内容（第１８条第２号、第３号関係） 

 

１ 無償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

鳥取市水道事業

管理者 

国際会館上水道給

水管敷設用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 150 

（面積 0.072 ㎡） 

・使用貸借契約 

・事業終了日まで 

無償 

上水道供給のため

の配水管敷設用地 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（面積 2.64 ㎡） 

県警航空隊事務所

上水道給水管敷設

用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 150 

（面積 0.0567 ㎡） 

鳥取県消防防災ヘ

リコプター事務所

上水道給水管敷設

用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 150 

（面積 0.0748 ㎡） 

上水道給水管布設 鳥取市湖山町西 4丁目 152-2 

(外径 39mm、内径 48mm、L＝1.4m  1 本) 

公共下水道取付管

布設 

鳥取市湖山町北 4丁目 152-2 

(外径 114mm、内径 107mm、L＝7.0m  1 本) 

 

２ 有償での転貸を義務づけるもの 

相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

ANA ホールディン

グス株式会社 

給油施設及び水道

管埋設用地（永瀬

石油） 

鳥取市湖山町西 4丁目 110 及び 150 

（2,112.19 ㎡） 

・賃貸借契約 

・期間 1 年の自動

更新 

・事業終了日まで 

※１ 

現行水準 

鳥取空港ビル株

式会社 

空港ターミナルビ

ル用敷地 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（5,665.00 ㎡） 

大阪管区気象台 航空気象業務用地

他 

鳥取市賀露町字西濱 

（299.96 ㎡） 

国土交通省 

大阪航空局 

庁舎用地及び ILS

施設用地 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（鳥取空港敷地内）（2,286.53 ㎡） 

西日本電信電話

株式会社鳥取支

店 

電気通信施設用地 

 

鳥取市湖山町西 4丁目（廃道敷地内） 

（電柱 2本、支柱 1本、支線 4本） 

鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（電柱 1本） 

電気通信線路設備 鳥取市湖山町西 4丁目 

（鳥取空港敷地内） 

（50 管路 2条 L＝26.0m、3.146 ㎡） 

中国電力株式会

社鳥取営業所 

配電線施設用（キ

ュービクル及びマ

ンホール） 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（鳥取空港敷地内） 

（2.14 ㎡） 

電気通信用地 鳥取市湖山町三丁目（移転元地） 

（電柱 7本、支柱 4本、支線 11 本、

支線柱 1本） 

配電線施設用地 鳥取市湖山町西 4 丁目（鳥取空港敷

地内）（電柱 2本、支線 1本） 



相手方 用途 対象範囲 
義務の内容 

契約方法 貸付金額 

郵便事業株式会

社鳥取支店 

郵便ポスト 鳥取市湖山町西 4丁目 110-5 

（1.00 ㎡） 

・賃貸借契約 

・期間 1 年の自動

更新 

・事業終了日まで 

※１ 

現行水準 

鳥取ペプシコー

ラ販売 

国際会館内自動販

売機設置 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（鳥取空港敷地内）（1.20 ㎡） 

日東ベンディン

グ中国 

国際会館内自動販

売機設置 

鳥取市湖山町西 4丁目 

（鳥取空港敷地内）（0.97 ㎡） 

すなば珈琲鳥取

砂丘コナン空港

店 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟１Ｆ 143.94 ㎡） 

・賃貸借契約 

・運営権者が定め

る期間（ただし、

最長で事業終了

日まで） 

運営権者が

定める金額 

レストランアゼ

リア 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟２Ｆ 72.63 ㎡） 

大江ノ郷自然牧

場空港転 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟２Ｆ 109.94 ㎡） 

大丸エアポート

ショップ 

物販店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（中央棟２Ｆ 63.45 ㎡） 

コナン探偵社鳥

取空港店 

物販店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（国際会館１Ｆ 105.70 ㎡） 

アジアンリゾー

トラウンジ陶庵 

飲食店 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（国際会館２Ｆ 65.29 ㎡） 

ニッポンレンタ

カー中国株式会

社、株式会社トヨ

タレンタリース

鳥取、タイムズモ

ビリティネット

ワーク株式会社 

レンタカー駐車場 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（貨物ターミナル地区 隣接部） 

  

日本通運株式会

社広島航空支店 

駐車場 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（貨物ターミナルビルサービスヤー

ド内 181.5 ㎡） 

  

ヤマトグローバ

ルエキスプレス

株式会社 

駐車場 鳥取市湖山町４丁目 110-5 

（貨物ターミナルビルサービスヤー

ド内 163 ㎡） 

  

※１ いずれも事業期間中にわたり、現在の使用許可の内容を維持することを運営権者の義務とす

るが、相手方と合意した場合はこの限りではない。 

※２ 県が鳥取空港ビル（株）に公共施設等運営権を設定する以前から空港ターミナルビル用敷地と

して貸付を行っている用地で鳥取空港ビル（株）が所有する施設に関しては公共施設等運営権の

設定対象施設外のため、本事業の対象外とする。また、当該用地に関して、転貸を行っているも

のについて、本紙に記載するが、本事業の収支に含めないものとする。 


