
第３回鳥取県中部地震復興会議

平成29年10月12日
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復興の概成へ
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平成29年度中に以下の目指すべき姿を作り上げて「復興」を概成させる。
項目 目指す姿

住 宅 住宅の修繕が概ね終了（住宅の屋根からブルーシートが消える）
観 光 観光地としての賑わいが拡大（夏場や年末年始の入り込み状況）
商 工 業 地域産業を活性化（新たな事業展開に向かう事業者を増加）

復興を支える産業の人材を確保（宿泊業、サービス業等）
農 業 共同利用施設、農地、農業用施設、林道の災害復旧工事が終了

地域農林水産業の活性化（梨「新甘泉」「王秋」の面積拡大、「白バラ認
証制度」の新規導入、琴浦サーモン（仮称）のブランド化等）

土 木 災害復旧工事が終了（各種復興活動を先導し、下支えする）
公 共 施 設 倉吉未来中心の全面的再開
文 化 財 【三徳山】仮設入山ルートを整備し、4月18日に入山再開予定

【倉吉伝建】現在19棟が工事着手済。引き続き所有者と早期の修理に向
けて協議を進め、倉吉市としてはＨ31年度までに修理を終える計画

地域防災力 防災対策の充実強化（自主防災組織率の向上、地域防災計画の改訂、
支え愛マップづくり取組自治会の増加等）

地 域 活 動 復興に向けたＮＰＯ、住民団体等の地域を元気にする活動の活性化

参考
４月４日 復興会議資料



復興の概成へ向けた取組状況
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住宅：住宅の修繕が概ね終了（住宅の屋根からブルーシートが消える）
「被災者住宅再建支援制度」により、被災規模の小さい一部損壊住宅も含めて支援
〔申請状況〕（９月末時点）

・住宅再建支援金：9市町、2,915件、973,022千円（全体見込み件数：3,913件、進捗率74.5％）
・住宅修繕支援金：13市町、9,175件、413,280千円（全体見込み件数：10,042件、進捗率91.4％）

広報の状況
>>中部市町：市報・町報、防災無線等により申請期限等を広報
>>鳥取県：県政だより（８月）、新聞広告（計３回／８月、９月）により申請期限等を広報

12月9日に中部の建設・建築関係各団体による「中部地震住宅修繕支援センター」を設置。住宅修繕相談対応を行
うとともに、自治会単位で契約をまとめて工事発注を行う取組や、県外職人の招致を行う組合等を支援する住宅修繕
促進事業の受付窓口として、県民の迅速な修繕工事を支援

空き家対策
県老朽危険空き家等除却補助金により、市町が行う倒壊等危険な状態となった空き家の除却を支援
（H29.9末現在で、北栄町９件、湯梨浜町３件の計12件の除却を支援）
９月議会において、中部地震対策として、老朽危険空き家等除却補助金の上限額を見直すとともに、空き家等実態
調査支援補助金において、震災に伴う空き家の再調査を補助対象とするよう、制度改正及び増額補正を措置済
・空き家等除却補助金の上限額：(現行)30万円/件 ⇒ (改正後) 国の標準上限単価 26,000円/㎡(H29木造建物)採用

業界関係者の見解（H29.10月聞取）
（県中部建設業協会）修繕工事は順調に進捗しており、主だった修繕は年内に終わる見込み。
（県木造住宅推進協議会）屋根修繕はほぼ終息した。今後は屋内の補修が中心となる。

(県瓦工事業組合)屋根修繕はおおよそ目途がついた。今年中には終わる見込み。今後は外壁・内装が中心になる。
（県左官業協同組合）屋根修繕は進んでいるが、外壁・屋内工事はこれからの工事となる。空き家が残っている。

区分 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計
住宅修繕支援センター
相談件数 133件 58件 34件 23件 18件 24件 12件 16件 18件 １８件 354件

県外職人招致状況 461人 451人 647人 493人 436件 383件 － 2,871人
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住宅：住宅の修繕が概ね終了（住宅の屋根からブルーシートが消える）
ブルーシート
９月２２日から２９日にかけて、空撮による定点観測地区の目視及び聞き取りによる現地調査を実施。
基準とする平成２８年１１月２日と比較し、ブルーシートが残る建物は、３３７棟から５５棟、
１６％に減少していることを確認
５５棟の内、現に居住されている住宅（住家）については、３４棟、１０％に減少。

区 分 H28.11
※空撮

H29.4
※空撮

H29.5
※空撮

H29.8
※空撮 H29.9

※目視、聞き取り等による現地調査

住家 空き家 非住宅

倉吉市
（西倉吉町、福守町、西福守町） ４８棟 － １９棟

（４０％）
１７棟

（３５％）
１１棟

（２３％）
５棟

（１０％） ６棟 ０

三朝町
（大瀬地区） １２９棟 ８２棟

（６４％）
５２棟

（４０％）
１９棟

（１５％）
１１棟

（９％）
８棟

（６％） ３棟 ０

湯梨浜町（久見、小鹿谷、田畑
国信、別所、高辻、方面地区） ６９棟 ４０棟

（５８％）
２５棟

（３６％）
１５棟

（２２％）
１４棟

（２０％）
９棟

（１３％） ４棟 １棟

北栄町
（西園、松神、下神地区） ９１棟 ６１棟

（６７％）
４２棟

（４６％）
２９棟

（３２％）
１９棟

（２１％）
１２棟

（１３％） ４棟 ３棟

合 計 ３３７棟 － １３８棟
（４１％）

８０棟
（２４％）

５５棟
（１６％）

３４棟
（１０％） １７棟 ４棟

区 分 H28.11
※空撮

H29.4
※空撮

H29.5
※空撮

H29.７
※空撮 H29.10

※目視、聞き取り等による現地調査

住家 空き家 非住宅

倉吉市
（東岩倉町、新町、西町、大正町
西仲町、東仲町、明治町、研屋町
魚町、葵町、堺町地区）

１７２棟 １３９棟
（８１％）

９５棟
（５５％）

５９棟
（３４％）

５９棟
（３４％）

２１棟
（１２％） １６棟 ２２棟

参考：倉吉市新町周辺（伝建地区）

※H29.4の倉吉市については、倉吉市新町周辺（伝建地区）を空撮しているため、「－」とした。



復興の概成へ向けた取組状況

5

住宅：住宅の修繕が概ね終了（住宅の屋根からブルーシートが消える）
住宅修繕を推し進める新たな取組
住宅修繕の意向はあるが、様々な理由のため修繕を進められない世帯への支援策として、以下の取組を推進

①予算に応じた修繕の実施
修繕費が支出可能な世帯に対しては、住宅修繕支援センターが、予算に応じた修繕を行う施工業者を斡旋

②ボランティア団体等による修繕の実施
修繕費の捻出に苦慮されている世帯に対しては、ボランティア団体等を派遣し、最低限の修繕を実施

９月補正：「鳥取県震災復興活動特別支援事業補助金」
鳥取県震災復興活動特別支援事業補助金に「住宅修繕支援型」の補助事業区分を新設し、ボランティア団体等が行う住宅の屋根
修繕経費の一部（修繕に係る原材料費、車賃）を支援（補正予算額：５，０００千円）
（１）補助限度額：１００千円
（２）補 助 率：１０／１０



復興の概成へ向けた取組状況
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観光：観光地としての賑わいが拡大（夏場や年末年始の入込み状況）
「とっとりで待っとります」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（国内向け旅行商品造成支援）によるﾂｱｰ催行
送客実績：19,104人（H29.1～3月実施）

鳥取県中部地震復興応援バス（団体ﾊﾞｽﾂｱｰ支援）によるﾂｱｰ催行
送客実績:1,033台、35,584人（対象期間：H28.11.8～H29.3.31）

（H29の特徴的な取組・方向性等）
「とっとり年は鳥取へキャンペーン」を統一ｽﾛｰｶﾞﾝに、引き続き旅行商品造成等を支援し、観光周遊、個人旅行取込な
ど県内の確実な観光需要につなげていく。
⇒「蟹取県ウェルカニキャンペーン」開始（9.1～30.2.28）〈今回の新たな要素〉蟹が食べられる地元飲食店情報を発信
⇒山陰ＤＣのﾌﾟﾚｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（H29.7.1～H29.9.30）として倉吉市、北栄町、三朝町等を対象にした特別プランを造成し、
Ｈ30の本番、Ｈ31以降に向けて中長期的な誘客を展開中

⇒鳥取砂丘『ポケモン ＧＯ』イベント（11.24～26）⇒県内周遊を促す仕掛けを展開
（県内の観光客入込等の最近の動向）

お盆の入込は、昨年比28,000人(8.3％)減。昨年の「スナホ・ゲーム解放区宣言」により増加した鳥取砂丘の入込が一
昨年並みだったこと、水木しげる先生逝去により注目を浴びた水木しげるロードが反動減となったことが主な要因と推定。
H28外国人観光客宿泊者数(確定値)は100,320人（前年比△3％）。H29.1～7月までの外国人観光客宿泊者数
は70,590人（前年同期比＋24.6％）と好調

９月補正：「とっとり年はとっとりへキャンペーン」（「ぐるっと山陰」誘客促進事業）
中部地震により落ち込んだ観光需要回復を目指し、団体旅行、個人旅行者に向けた次の３施策を実施中。うち、バス旅行商品支援は、
予算額を超える申請があること、ﾊﾞｽﾂｱｰは県内観光事業者の経営安定に不可欠であるため、新たに6,000千円を予算措置した。
（１）バス旅行商品支援 当初予算額30,000千円：県内周遊のバス旅行商品（宿泊又は日帰り）の造成支援⇒＋6,000千円
（２）旅行商品造成支援 当初予算額10,000千円：県内周遊の旅行商品の造成支援（広告費等）
（３）観光パスポート作成支援 当初予算額3,000千円：（公社）鳥取県観光連盟実施の観光パスポート「トリパス」作成支援



復興の概成へ向けた取組状況
商工業：地域産業を活性化（新たな事業展開に向かう事業者を支援）

県版経営革新(復旧・復興型)補助制度、５年間無利息・無保証料の災害対策融資（中部地震枠）を中心に、
中小・小規模事業者の復旧・復興を支援

・ 県版経営革新 (復旧・復興型)補助金（9/29現在） ４８１件 補助金 ６.２億円を交付
・ 災害対策融資（5年間無利息・無保証料）(9/22現在) ５８８件 融資額 １４１億円を実行

県版経営革新等の補助金や融資などを活用しながら、新たな商品、サービス提供に繋がる新事業展開に取り組む事
業者も現れてきている。

○松風荘旅館（倉吉市：旅館業）
宿泊棟を、外国人対応のベット導入やペットの同宿が可能

な設備整備などの改修を行い、インバウンドやペットブームに
向けた誘客戦略を強化
※県版経営革新（復旧・復興型）、災害等緊急対策資金
県外国人観光客倍増促進補助金等を活用

○(有)鍬田精密工業（倉吉市：自動車部品製造業）
被災した加工用設備（NC旋盤）を復旧させるとともに、部品加工の新たな受注増の動きを踏まえ、生産性向上につ

ながる設備投資（マシニングセンターの増設）を実施するとともに、加工工程のマニュアル化、従業員の多能工化に取り
組んでいる。
※県版経営革新（復旧・復興型及び生産性向上型）を活用

○(株)ジェミニ物産（北栄町：ホテル・病院等向け業務用クリーニング業）
被災した洗濯物乾燥機の熱交換タンクを復旧させるとともに、生産性向上を目指し、商品包装の自動化設備及び省

エネ型のボイラーを導入予定
※県版経営革新（復旧・復興型及び生産性向上型）を活用

また、震災復興の次の展開を見据え、大規模な設備投資の動きも生まれている。
→ 企業立地事業補助金の拡充支援(中部地域での設備投資に５％加算)を適用予定

・ (株)明治製作所、(株)テクノメタル ＝ トランスミッション部品製造の量産化のため、大谷工場を増設
・ 宝製菓(株) ＝ 西倉吉工業団地に新工場を建設し、せんべいや焼き菓子生産ライン等を増設 7



復興の概成へ向けた取組状況

商工業：復興を支える産業の人材確保を支援
中部地区における有効求人倍率は1.46倍、正規雇用の求人倍率も0.92倍と、事業活動が活発化。

人手不足感が強まっている「観光」「食」「健康」のサービス産業分野を中心に、働き方改革と生産性向
上のためのプログラムを倉吉市内で集中実施

中部地区 H28.10月
有効求人倍率 １．２２
うち正規雇用 ０．７３

金融機関も県外でのビジネスマッチングなどを通じて、被災企業等の新規販路開拓を強力にサポート
【地方銀行フードセレクション (東京)】 ・・・・ 食品関連１５社の商品を紹介してマッチングを支援

（29年度は11/9・10に東京で開催）
【ビジネス・エンカレッジ・フェア（大阪）】・・・ 製造業５社の商品を紹介してマッチングを支援

（29年度は11/8・9に大阪で開催）
鳥取県中部商工会産業支援センター、倉吉商工会議所が中心となり、食品、民芸品など、中部１市4町から選ばれ
た商品を県内外に向けて発信し、育てていく事業 “とりそらたかく ～ とっとり中部発信プロジェクト” に取り組む。
・ブランディングによる販路拡大と商品づくりに関する研修会
・個々の生産事業者の商品改良と個別相談
・県内及び県外商談会等への出展による商品ＰＲと販路拡大
・流通システムの構築（帳合機能による受発注窓口の一本化）
※ 「中部地震復興とりそらたかく商品発表会」

→ 10/23倉吉未来中心、10/27･28東京アンテナショップで開催予定
→  11/9・10 「地方銀行フードセレクション」(東京ビッグサイトでの商談会)にも出展予定

H29.8月

１．４６
０．９２

[ プログラム実施例 ] 
深化型経営革新プログラム「持続型経営を実現するサービス産業の
「新しい働き方」を考える～観光分野～（全６回）
→ 第１回(8/2) 10企業、 第２回(9/6)  10企業が参加

このほか「食」、「健康」分野、「ＩＣＴ活用」でも各６回開催中

「持続型経営を実施するサービス産業の「新しい働き方」を考える」
～観光分野～（8/2） の場面

8
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農業（地域農林水産業の活性化）
（梨「新甘泉」「王秋」の面積拡大、「白バラ認証制度」の新規導入、琴浦サーモン（仮称）のブランド化）

梨「新甘泉」
ジョイント栽培用大苗の育苗受託の取組状況
・JA鳥取中央（琴浦営農センター）1,936本（全て新甘泉）（ジョイントによる面積増：１ha弱／年間）
※H28実績：1,338本、H30は既に2,000本を超える申し込みあり。

・県山林樹苗協同組合（５事業者）が試行中のジョイント栽培用大苗（新甘泉：300本、甘太100本）は順
調に生育。今冬からの本格的な育苗受託開始に向けて準備を開始
現時点で約2,000本を育成委託見込み。 9

農業（共同利用施設、農地、農業用施設、林道）
今年度内に災害復旧工事完了

区 分 被害箇所 復旧完了箇所 復旧予定箇所 備考

●共同利用施設
（選果場、集荷場等） ２４ ２４ －

西瓜、梨の出荷に間に合うよう工事完了
・倉吉、大栄西瓜選果場：6/2復旧工事完了
・倉吉梨選果場：6/2復旧工事完了
・東郷梨選果場：7/19復旧工事完了

●農地、農業用施設
（水田、畑、農道等） ５３６ ４８５ ５１ H30年3月には全工事完了

●林道 １２ １０ ２ H29年10月には全工事完了

●その他
（集落排水処理施設等） １１ ８ ３ H30年2月には全工事完了

合 計 ５８３ ５２７ ５６



復興の概成へ向けた取組状況
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農業（地域農林水産業の活性化）
（梨「新甘泉」「王秋」の面積拡大、「白バラ認証制度」の新規導入、琴浦サーモン（仮称）のブランド化）

梨「王秋」
・県全体で昨年度約440本だった苗木出荷本数が、本年度現時点で３倍以上となる1,490本（２ha相当）の
事前注文があり、飛躍的な面積拡大となる見込み。このうち、中部地区は約７割を占める。
JA鳥取中央では、琴浦営農センターが中心となり今秋から新たに王秋のジョイント栽培※（10a）に取り組む予定
白バラ認証制度
・「生乳の安全・安心」に対する生産管理に係る独自認証制度「白バラ認証制度」を策定。平成31年1月から認証を
実施し、生産者自らが衛生環境や作業環境の改善と生産効率の向上を図り、より美味しい生乳の生産を目指す。
この認証により、より衛生的で高品質な生乳生産を消費者にアピールし、白バラ牛乳のブランド力アップを目指す。
酪農家全戸124戸の巡回を終了し、審査項目の点検を実施（9月29日から再審査を実施中）
琴浦サーモンのブランド化
・養殖施設（ふ化棟、育成棟）が赤碕港（新港）に完成（10月5日落成式）
ブランド名を「とっとり琴浦 グランサーモン」に決定
今後、県・町・赤碕町漁協が連携し道の駅等でＰＲ・販売
現在、稚魚（約70万尾）を飼育中で、11月頃に稚魚を弓ケ浜水産(株)に出荷
平成30年5月頃から順次、成魚約350㌧の出荷を予定

鳥取ブランド芝の産地力強化
・中部地域で芝新品種（ティフトン、グリーンバードＪ等）を導入するなど、栽培面積を維持・拡大中

(H28面積（琴浦町、北栄町、倉吉市）：421ha ⇒H29：422ha）
・琴浦町所有の芝収穫機の試作機２台を県芝生産指導者連絡協議会が借り受けて試験利用を行う予定

※今秋以降に販売開始となれば、大規模法人が１台導入予定



復興の概成へ向けた取組状況
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土木
今年度内に災害復旧工事完了

公共施設（学校施設、倉吉未来中心等）
年内に災害復旧工事完了

倉吉未来中心全館再開：４／30 >> 倉吉市営温水プール再開：7/21
倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館再開：８／１

文化財
三徳山：4月18日入山再開 >>岩盤の現況調査の結果、大規模な岩盤崩落の可能性が低いことが判明
その他の文化財被害に係る復旧状況は下表のとおり。

区分 被害箇所 復旧完了箇所 復旧予定箇所 備考

●公立学校施設 ３１ ２４ ７ H29年12月には全工事完了
倉吉市立学校給食ｾﾝﾀｰは4/11給食再開

●私立学校施設 ８ ７ １ H29年10月には全工事完了

区分 被害箇所 復旧完了箇所 復旧工事中
箇所

今後、復旧工事
予定箇所 備考

文化財 ４１ １６ １０ １５ 復旧工事中箇所については、
Ｈ３１年度中に復旧完了

区分 被害箇所 復旧完了箇所 復旧予定箇所 備考

●県所管工事 ６０ ５４ ６ H29年12月には全工事完了
国道313号は7/28に全工事完了

●市町村所管工事 ７２ ５５ １７ H30年３月には全工事完了



復興の概成へ向けた取組状況
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地域防災力：防災対策の充実強化
（自主防災組織率の向上、地域防災計画の改訂、支え愛マップづくり取組自治会の増加等）

防災士養成研修
開催日：H30.1.20（土）～21（日） 開催場所 鳥取県立倉吉体育文化会館
概 要：概ね１８０人程度養成

地域防災リーダースキルアップ研修
（東部）開催日：H30. 1.14（日） 開催場所：鳥取市人権交流プラザ
（中部）開催日：H30. 2.  4（日） 開催場所：鳥取県立倉吉未来中心
（西部）開催日：H29.12.10（日） 開催場所：鳥取県消防学校

■ 避難所運営リーダー養成研修を開催予定（H29年度内）
■ 福祉避難所の体制整備…関係者・団体等と協議中
■ 地域防災計画の本年度内の改訂に向け、現在作業中

■ 支え愛マップ作成率22.3％（600地区／2,689地区。平成31年度末まで）を目標に設定し、
災害時における支え愛地域づくり推進事業により、市町村及び市町村社協等関係団体と連携し、自
治会等へ働きかけを行っている。※平成28年度までの作成率16.9％（454地区／2,689地区）
→インストラクター養成研修（７月～８月）を実施
→住民向けの啓発研修を実施中（９.19～）

■ 住民が主体となった防災体制づくりの支援
防災体制づくり支援員の派遣、自主防災活動アドバイザーの派遣



復興の概成へ向けた取組状況

地域活動：復興に向けたNPO、住民団体等の地域を元気にする活動の活性化
4月1日震災復興活動支援センターを設置し、復興に向けた住民活動・民間活動への支援を開始
【主な実績】

○相談件数１０７件（9月末現在）
【主な相談内容】 地域防災リーダー育成、被災家庭の把握方法について、屋根修繕、ブルーシートの張り替え等に関する個別

世帯対応 等
○マップ作成や防災訓練に参画・協力（１１地区）
○復興支援ボランティアグループ復興支援隊「縁（えにし）」の立ち上げ

今年３月まで倉吉市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターで活動していたメンバーを中心に立ち上がったボランティアグループ
倉吉市内を中心に、訪問活動や住宅の修繕など、鳥取県中部地震被災地での復興支援（生活再建支援）活動を行うために
５月１日に結成

○イベントでの震災写真展（SUN-IN未来ウオーク等）
県の新年度予算において、復興を促進し地域を元気にするための住民団体やNPOなど多様な主体による活動に対
する補助金を創設
【主な事例】
・鳥取中部福興祭(10/21)ステージイベント、飲食店ブース、ミニSL体験、竹灯籠点灯等
・北栄町商工会わいわい祭り(10/21)ステージイベント、実演、体験ブース、屋台村等
・宿泊型避難所体験in千代水（9/2～3）段ボールで避難所（宿泊所）づくり、炊き出し調理体験等
・小田東防災訓練(7/2)住民避難訓練、炊き出し訓練 など６２件

【補助金執行状況】
区 分 現計予算額 交付決定済額 残額 備考

大規模活動支援型 25,000千円 19,249千円 5,751千円 補助上限額：1,000千円、補助率：３／４

小規模活動支援型 4,000千円 3,790千円 210千円 補助上限額：100千円、補助率：10／10

修 繕 型 1,000千円 200千円 800千円 補助上限額：200千円、補助率：10／10

合 計 30,000千円 23,239千円 6,761千円 13



被災者支援策の見直し
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県営住宅等への被災者受入期間の延長
鳥取県中部地震被災者について、現在、入居後１年間を期限に県営住宅・県職員住宅に受け入れているが、
11/４～12/４に入居期限が到来する。
やむを得ない事情により新たな転居先を確保できないと判断される世帯について、平成３１年３月末まで県営住宅
等の目的外使用許可期間を延長する。（無償）
転居先未定２２世帯（10/2現在）。今後、転居予定を最終確認し、継続入居手続きを実施予定

これまで転居先が未定の世帯に対し戸別訪問を行い、状況を伺うとともに相談対応を行ってきた。
今後もあんしん賃貸相談員を紹介し、アパートのあっせんを行うなど転居先の確保を支援する。

空き家対策（再掲）

県老朽危険空き家等除却補助金により、市町が行う倒壊等危険な状態となった空き家の除却を支援
（H29.9末現在で、北栄町９件、湯梨浜町３件の計12件の除却を支援）
９月議会において、中部地震対策として老朽危険空き家等除却補助金の上限額を見直すとともに、空き家等実態
調査支援補助金において、震災に伴う空き家の再調査を補助対象とするよう、制度改正及び増額補正を措置済
・空き家等除却補助金の上限額：(現行)30万円/件 ⇒ (改正後) 国の標準上限単価 26,000円/㎡(H29木造建物)採用

住宅修繕を推し進める新たな取組（再掲）

住宅修繕の意向はあるが、様々な理由のため修繕を進められない世帯への支援策として、以下の取組を推進
①予算に応じた修繕の実施

修繕費が支出可能な世帯に対しては、住宅修繕支援センターが、予算に応じた修繕を行う施工業者を斡旋
②ボランティア団体等による修繕の実施

修繕費の捻出に苦慮されている世帯に対しては、ボランティア団体等を派遣し、最低限の修繕を実施
>>ボランティア団体等による修繕活動を支援するため、修繕に係る原材料費、車賃の一部を支援

（必要な予算を９月補正で計上 補正額5,000千円）



鳥取県中部地震 被災者向け雑損控除の個別相談対応
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個別相談会（雑損控除計算書作成会）の実施
税務署、市町、県、税理士が連携し、11月に事前予約制の個別相談会を実施予定（10人体制で
相談対応）

個別相談会に来られない者は、税務署、市町で個別に相談対応
県からは、市町会場に全県体制で税務職員を派遣予定

市町名 倉吉市 琴浦町 三朝町 北栄町 湯梨浜町

実施日数 ３日 １日 ２日 ２日 ２日

日 程
１１月６日（月）

～８日（水）
１１月１０日（金）

１１月１３日（月）
～１４日（火）

１１月１６日（木）
～１７日（金）

１１月２０日（月）
～２１日（火）

会 場
倉吉市役所本庁舎
３階大会議室

琴浦町役場
保健センター２階

三朝町総合
文化ホール

大栄農村環境
改善センター

湯梨浜町役場
東郷支所多目的室

広報について
税務署
・ＤＭ、ＨＰ、ＣＡＴＶ、広報誌、回覧板、防災無線、新聞等による広報を予定

《ＤＭ発送（10月中旬から随時発送）》
倉吉市 ⇒ 罹災証明書が交付された者（被災割合１％以上）に発送予定
税務署 ⇒ ４町分の罹災証明書が交付された者（被災割合１％以上）に発送予定

・年末調整説明会、企業への個別訪問も計画

市町 一部の町を除き、広報誌にチラシを同封し、全戸配布済

媒　　体 目　　的 時　　期 実施状況等

Ｄ Ｍ
・事前に個別相談に誘導
・還付申告者に対する申告時期周知

１０月随時発送 ・国、市町の共同実施により、倉吉市は10月中旬、町分は倉吉税務署で10月中に随時発送予定

Ｈ Ｐ ・広報案検討作成中

広 報 誌

回 覧 板
防 災 無 線

年末調整説明会 １１月

個 別 訪 問
（ 大口給与支払 者 ）

１０月～１１月
・給与所得者（従業員）に対する周知（還付申告者に対する申告期限周知）を検討

１０月～２月
Ｃ Ａ Ｔ Ｖ

・一部の町を除き、10月の広報誌にチラシを同封し、全戸配布済
・防災無線は広報案を検討・作成中

・雑損控除の概要周知
・事前個別相談に誘導
・確定申告期における平準化
・還付申告者に対する申告時期周知

・ＴＣＣは10月23日から放送決定（倉吉税務署長出演）、ＮＣＮは調整中



鳥取中部福興祭

鳥取県中部地震１年福興セレモニー
（１）時間 午後１時２０分から２時１０分まで
（２）場所 倉吉市緑の彫刻プロムナード公園
（３）内容 ●中部地震復興支援者への感謝状贈呈式 ●園児による合唱 ●バルーンリリース ほか

時 間 内 容 場 所

10:30～12:00 分科会
（地域防災・自主防災分科会、避難所・避難生活支援分科会、福興分科会）

倉吉信用金庫うつぶき支店、成徳小学校多
目的教室、倉吉商工会議所

14:30～14:45 開会式

成徳小学校体育館14:45～15:45 基調講演
講師：鳥取大学理事兼副学長 柗見吉晴（まつみよしはる）氏

16:05～17:15 パネルディスカッション
パネリスト：基調講演講師、各分科会座長等

倉吉銀座秋まつり ほか
〈倉吉線鉄道記念館周辺メインステージ、特設会場〉 〈白壁土蔵郡内ほか〉

●倉吉銀座秋まつり
（10:00-18:00）
・倉吉銀座マルシェ
・ミニSL＆プラレール
・ミニ四駆「倉吉銀座カップ」
・円形劇場PR／展示ブース

●オープニングセレモニー
（11:00-）

●みんなで竹とうろうを灯そうﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
・ワークショップ（11:00-16:00）
・竹とうろう点灯（17:00-19:00）●ゆるキャラステージ

（14:30-15:00）
●福興ウオーク
（14:10-受付）（15:00-出発式）

●福幸ライブwith安来のおじ
（16:00-18:00）

●福興光の回廊
（17:00-20:00）

１ 時間：午前１０時３０分から午後８時まで
２ 場所：倉吉市緑の彫刻プロムナード公園周辺、白壁土蔵群内 ほか
３ 主催：鳥取中部福興祭実行委員会 ／ 共催：鳥取県、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町
４ 内容 ●鳥取県中部地震１年福興セレモニー ●倉吉銀座秋まつり ●福興ウオーク ●福幸ライブwith安来のおじ

●みんなで竹とうろうを灯そうプロジェクト ●福興光の回廊
●地域防災力向上シンポジウムin鳥取2017「鳥取県中部地震１年フォーラム」 ほか

地域防災力向上シンポジウムin鳥取2017「鳥取県中部地震１年フォーラム」
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１１月 １２月 １月 ２月 ３月

復興の軌跡

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

１１／２６
大社湯営業再開

１２／１５
なしっこ館再開

１１／２９
男女協働参画センター
未来中心で営業再開

１２／１５
倉吉未来中心
一部再開

１／２７
倉吉未来中心小ホール再開

３／１８
倉吉未来中心大ホール一部再開

４／１１
倉吉市給食ｾﾝﾀｰ再開

５／１０
鳥の杜オープン

４／１８
三徳山
入山再開

７／１４
倉吉商工会議所
会館耐震改修

７／１
赤瓦３号館営業再開

４／３０
倉吉未来中心
全館再開

６／５
倉吉西瓜・大栄西瓜
初出荷セレモニー

８／１
倉吉博物館
再開

７／２１
倉吉市営温水
ﾌﾟｰﾙ再開

４／１
白壁倶楽部営業再開

９／６
左官業協同組合に
よるﾌﾞﾙｰｼｰﾄ点検

７／２８
国道313号
全工事完了

8/23、8/27
倉吉・東郷梨選果場
初出荷式

１０／２２
倉吉ばえん祭

１０／２１
鳥取中部福興祭
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