
令和3年9月8日

鳥取県知事定例記者会見



第5波における感染状況
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第３波～第５波におけるCt値の変化

○７月上旬はアルファ株が、７月中旬からはデルタ株を中心に流行

○Ct値が低い（ウイルス量が多い）事例の割合がこれまでに比べて増加

○デルタ株は、アルファ株よりもCt値が低く、１０歳未満でもCt値が低い
(他年代では変異株ごとの差は少ない)

➡第５波における傾向（感染急拡大、若年層の感染者数の増）は、Ct値でも読み取れる。

※サンプルは、各流行期におけるCt値が確認できた検体

変異株別Cｔ値 10歳未満の変異株別Cｔ値



確保病床使用率 入院率
重症者用

病床使用率

療養者数

(対人口10万人)

PCR陽性率

(直近1週間)

新規陽性者数

(対人口10万人/週)

感染経路不明割合

(直近1週間)

ステージⅢ指標 20％以上 40％以下 20％以上 20人以上 5％以上 15人以上 50％以上

ステージⅣ指標 50％以上 25％以下 50％以上 30人以上 10％以上 25人以上 50％以上

7月30日 39.7 83.4 2.2 28.1 2.4 15.3 23.5

8月3日 54.6 73.7 2.1 43.7 3.8 29.9 19.9

8月5日 54.9 64.1 2.1 50.6 4.4 36.0 22.0

8月13日 34.8 35.6 0.0 57.6 2.9 22.7 26.2

8月20日 30.3 40.8 6.4 45.0 3.0 22.0 23.8

8月27日 30.3 39.8 2.1 46.1 3.2 28.1 25.6

9月3日 29.7 41.0 4.3 43.9 2.3 25.0 30.9

9月7日 31.5 52.0 4.3 36.7 1.9 17.6 35.7

指標
医療提供体制 感染状況

分科会提言の指標と鳥取県の状況①

第５波で生じた感染増大や医療ひっ迫は改善傾向にある。

ステージⅢ
(8/3～)

ピーク時
から半減

ピーク時
から半減

ピーク時
の3割減

ステージ
Ⅱ相当



分科会提言の指標と鳥取県の状況②

病床使用率

8/3時点
（ステージⅢ判断時）

５４.９％ ３１.５％５４.６％

ピーク時 現時点
（9/7時点）

入院率 ７３.７％ ５２.０％

新規陽性者
（対人口10万人/週）

２９.９人 ３６.０人 １７.６人

（8/5）

（8/13）

（8/5）

指標数値はピーク時から改善 ステージⅢに達しない指標も増えている

重症者用
病床使用率

２.１％ ４.３％

療養者数
（対人口10万人）

４３.７人 ５７.６人 （8/13）

PCR陽性率 ３.８％ １.９％

１９.９％ ３５.７％

３５.６％

３６.７人

感染経路
不明割合

単日感染者数×7日
（対人口10万人）

１４.０人

６.４％

４.６％

（8/18）

（8/11）

３６.６％ （9/6）

参考 ５５.３人 （8/5）３１.５人

20%以上／50%以上

40%以下／25%以下

20%以上／50%以上

20人以上／30人以上

5％以上／10%以上

15人以上／25人以上

50%以上／50%以上

ステージⅢ／ステージⅣ



新型コロナ医療提供体制

 病床ひっ迫具合をみながら、早期に本来の「早期入院」によるメディカルチェック、
「早期治療」の流れに戻していく

 抗体カクテル療法の積極的な活用により、短期入院で治療し、宿泊療養等へ移行す
る流れを検討

〇 全入院協力医療機関（18病院）に薬剤を事前確保済
〇 県内投与実績 11病院 （58件）[９月６日現在] ⇒アナフィラキシー発現や重症化事例なし

現在の感染状況を踏まえた対応

更なる感染拡大に備えて

 宿泊療養施設の一部の「臨時の医療施設」化を検討

 在宅療養の更なる環境整備を推進

〇 感染症専門医による地区医師会員向け研修会を開催（８月３１日）
⇒ 電話診療協力医師を含め約９０名が参加（WEB視聴含む）、録画を医師会員向けにWEB配信

〇 電話診療協力医師を対象に対面診療への協力の可否にかかる意向調査を実施

 保護者等が感染した場合の子ども預かり施設を拡大（２か所から５か所に拡大）
〇 特別な支援が必要な児童は、障がい者サービス等も活用



○「予約なし接種」を実施する接種会場を設置（各会場30名）
会 場 ： 農業協同組合中央会・倉吉商工会議所（ 9/11,12,14夜,23 倉吉シティホテル）

商工会連合会＜西部会場＞（9/11PM,12,18 白鳳の里 どんぐり館）

※受付窓口を設け、満杯時は別会場の予約をサポート

○30人程度以上のグループ向けにオーダーメイドでの
接種希望に対応
会 場 ：農業協同組合中央会・倉吉商工会議所（倉吉シティホテル）

商工会連合会＜西部会場＞（白鳳の里 どんぐり館）
内 容 ： 時間、人数など希望を確認の上、県が接種日の調整を行う

予定を気にせず
接種可能♪

○在寮生徒等の優先枠を設定
寮生活を送る生徒等が安心して集団生活を送れるよう、優先枠を設け、

県が調整を行う

職域接種を活用した県民への接種を強化

グループなら
希望日に接種可能♪

寮生活も安心♪

職域接種ワクチン予約相談センター(０８５７－2６－７９７７）
「子ども優先枠」「親子連れ優先枠」「妊婦優先枠」の予約など各種相談に対応
ウェブでも https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1257205.htm

新型コロナウイルスワクチン接種推進チーム



ファイザー社ワクチンの供給加速

第15クール（9/27～の週及び10/4～の週）の県内へのファイザー社ワクチンの配分量

国の基本計画枠 24箱

県内への配分の考え方

基本計画分 24箱 ＞ 市町村要望数 約23箱

鳥取市 米子市 倉吉市 湯梨浜町 北栄町 日吉津村 大山町

調整後 4箱 １0箱 ６箱 １箱 1箱 １箱 １箱

➡ 市町村の要望数以上に配分し、県内の接種ペースを加速

※上記に加えて、第１5‐２クールで調整枠の配分があり、現在要求中

ファイザー社ワクチンの第１5クールの供給状況

（ ）は要望数

（ ４ ） （ １０ ） （ ６ ） （ 0.6 ） （ 0.5 ） （ 1 ） （ 0.8 ）



飲食店の需要喚起対策

新型コロナ安心対策認証飲食店を
２５％プレミアム付き食事クーポン券で応援

・本県がステージⅡ以下（分科会指標）の期間に販売

・参加登録後 令和4年1月31日(月)まで（ステージⅡ以下の期間中）

（令和4年3月31日(木)までクーポンは有効）

・予算成立後速やかに開始（議会に関係予算の先議を要請）

・参加対象 ： 認証店に登録している県内の飲食店（8/29現在 1,151店）等

※参加登録時に感染対策を適切に実行することを確認
（感染対策の対応状況によっては認証取消）

・支援内容 ： 県が食事クーポン券を作成し各参加飲食店に配布（50万円）
食事クーポン券購入額の２５％を県が上乗せ支援

新型コロナ安心対策認証店特別応援キャンペーン



観光需要の段階的回復に向けて

プレミアム付き「とり旅応援前売り券」の発行支援

「＃ＷeＬove山陰キャンペーン」再開準備へ
本県がステージⅢ（分科会指標）を脱した状況になれば、鳥取県民の県内観光支援を再開

（１）期 間 ステージ判断後、速やかに再開（宿泊日・観光施設等利用日）

当面１０月末までの実施を検討

（２）割引内容 県内ホテル・旅館等の宿泊料の割引（補助率：１／２、上限５，０００円／人・泊）

県内観光施設・体験事業等の割引（補助率：１／２、上限３，０００円／人・泊）

県内旅行会社が実施する県内旅行代金の割引

（補助率：１／２、上限５，０００円／人・泊）

（３）ク ー ポ ン 県内の飲食店、土産物店、交通機関、宿泊施設の売店で利用できるクーポンを配布

※４月～８月２日までに発行されたクーポンも利用可能。

（１）対象事業者 県内の旅館・ホテル、旅行会社、観光施設等

（２）事業内容 事業者が発行するプレミアム付き前売り券等のプレミアム分（２０％以下）等を補助

※補助上限１事業者１００万円

（３）発行開始 予算成立後、速やかに（９月県議会での関係予算先議を要請）



鳥取県斜面の安全の確保に関する条例の検討

【主な規制内容】

 一定規模以上の盛土・切土
残土処分場の運営や宅地開発などが該当

 斜面における一定規模以上の工作物の設置
太陽光発電施設、風力発電施設などの設置が該当

 一定規模以上の建設発生土の搬出

建設発生土を事業区域外に搬出する場合には知事の許可必要

上記行為は、知事の許可を必要とし、以下の義務
・ 技術基準への適合（詳細な基準をアドバイザー会議で検討）

・ 近隣関係者への事前説明
・ 中間検査、完了検査、定期報告
・ 一定の工事については保証金を預託

（今月中）

アドバイザー会議

中間とりまとめ

議会に骨子案提示

パブリックコメント開始

【スケジュール】

 違反行為に対する勧告・公表、罰則



産業の未来を創る

「宇宙産業創出」への提案募集を開始（本日～10/11）

例えばこんな提案をお待ちしています！

鳥取砂丘を月面開発の拠点にする

県内企業が宇宙産業を仕事にする

宇宙関連企業・研究機関を誘致する

「観光人材育成」～鳥取短期大学とのコラボによる寄付講座へ

第２部 写真撮影ワークショップ 「ファインダー越しに再発見するわが町の美しい魅力！」

第１部 パネルディスカッション 「ポストコロナの観光を鳥取から発信する」

（対象）鳥取短期大学学生、一般参加

鳥取県寄付講座のプレ講義 「鳥取×観光フリースタイル2021」 (9/9開催)
令和4年2月

寄付講座「地域と観光Ⅰ」
を開始！

「観光DX」～AIで宿泊客数予測に取り組む 県内温泉旅館と共同で実証

経験・感覚で行っている「宿泊客数予測」 → 「ビッグデータ活用」へ！

過去の宿泊データ、天気などのビッグデータをＡＩで解析してより精緻に予測。
「部屋数」「食材仕入れ」を最適化し、稼働率を大幅に向上させる取組を、今秋、県内温泉旅館と共同でスタート！





 西側エリアの整備による東側エリアへの波及
 砂丘観光全体の上質化
 多様な関係者との連携を強化
 アフターコロナを見据えた砂丘地域全体の磨

き上げ

期待される効果



 こどもの国・柳茶屋キャンプ場をはじめとし
た鳥取砂丘エリア全体の観光振興・活性化に
向けた一体的・継続的な事業運営

 県と市で長期継続して事業実施
 県と市で連携・共同しコスト削減

目的

西側の３施設を一体的に整備
砂丘西側エリア整備を機に、鳥取砂丘の持続可
能な観光振興・活性化、保全に向けて、鳥取市と
地方自治法に基づく連携協約締結の検討開始

こどもの国キャンプ場（県施設）

サイクリングターミナル・柳茶屋キャンプ場（市施設）
砂丘東西をつなぐルート

鳥取砂丘の観光振興・活性化、保全に向けた鳥取市との連携協約

砂丘東側エリア

砂丘西側エリア



パリ２０２４を目指すアスリートを支援

【参考】効果のあったこれまでの取組
・東京オリ・パラターゲット競技事業（H28～）
⇒指定選手の強化（国内外合宿・大会出場、トレーニング等）を支援

・世界で活躍するスポーツ選手支援事業（H27～）

⇒日本代表としての世界大会遠征費、優秀な指導者招聘による強化練習等を支援
・指導力のある教員（2名）を知事部局に配置し、オリ・パラを目指す選手の指導に専念（H28～）

⇒東京２０２０大会には、本県から史上最多となる７名のオリンピアン・１名のパラリンピアンを輩出
入江聖奈選手（ボクシング）、武良竜也選手（競泳）、中口遥選手（ライフル）、冨田千愛選手（ボート）、
瀬川和正選手（セーリング）、三上紗也可選手（飛込）、池田弘佑選手（陸上）、安野祐平選手（パラ陸上）

⇒「スポーツ戦略会議」で協議（９月１４日開催）

○オリ・パラを目指す選手強化への継続支援
国際大会への遠征、国内外での合宿、各種トレーニング、競技用具購入など

○指導者の確保
指導力の高い教員を知事部局に配置し、選手指導に専念できる体制



AKB48新曲に「ナシ」 ！？

AKB48の新曲「根も葉も
Rumor」の冒頭が「梨！梨！
梨！梨！ 」に聞こえない！？

・ニックネーム れみい ・生年月日 2006年10月1日

・2019年にオーディションに合格しAKB48 チーム８に所属。

鳥取県代表として活動中。

・出身地の方言で好きな（面白い）言葉は、「～だけん」
徳永 羚海 さん

（とくなが れみ）

AKB48公式Twitterより

♪Hey! Whazzup? Nothing! Nothing! Nothing! 
Nothing!

©AKB48


