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第１章 総則 

 

 第１節 概論 

 

  １ 要求水準書の位置付け 

    鳥取県営鳥取空港特定運営事業等要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、鳥取県営鳥取空港

（以下「本空港」という。）において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成 11年法律第 117号。以下「ＰＦＩ法」という。）及び民間の能力を活用した国管理空港等

の運営等に関する法律（平成 25 年法律第 67 号。以下「民活空港運営法」という。）に基づく地方管

理特定運営事業（以下「特定運営事業」という。）と、これに付随する事業を一体として行う「鳥取

県営鳥取空港特定運営事業等（以下「本事業」という。）」を実施するにあたり、鳥取県営鳥取空港の

設置及び管理に関する条例（昭和 42年鳥取県条例第 24号。以下「空港条例」という。）第22条第１

項に基づく本事業の遂行に係る基準であり、鳥取県（以下「県という。」）がＰＦＩ法第２条第７項に

規定する公共施設等運営権（以下「運営権」という。）を設定した者（ＰＦＩ法第16条に規定する公

共施設等運営権者（以下「運営権者」という。））に要求する業務の水準を示すものである。 

    要求水準書は本事業の実施において実施契約の当事者を拘束するものであり、運営権者は、本事業

の事業期間にわたり、要求水準書を遵守しなければならない。このため、事業期間において運営権者

が要求水準書を遵守できないことが確認された場合は、実施契約の定める規定に基づき、契約解除等

の措置がなされる場合がある。 

 

  ２ 要求水準書の適用範囲 

    要求水準書は、本事業に適用する。 
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  ３ 要求水準書の構成 

    要求水準書の構成及び要求水準書で規定する事業範囲との関係は、図表１のとおりである。 

 

    図表１ 要求水準書で規定する事業範囲との対応関係 

構  成 事業範囲との関係 

第１章 

総則 

第１節 

概論 

－ 

 

 第２節 

本事業の概要 

－ 
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事業全体に関

する要求水準 

第１節 

基本的事項に係る要求水準 

－ 

 

 第２節 

業務全般に係る要求水準 

空港運営等事業 

環境対策事業 

附帯事業 

任意事業 

第３章 

空港基本施設

等運営に関す

る要求水準 

第１節 

対象施設 

空港基本施設等運営等業務 

空港航空保安施設等運営等業務 

空港用地運営等業務 

 第２節 

要求水準 

 

第４章 

国際会館等運

営等業務に関

する要求水準 

第１節 

対象施設 

国際会館施設運営等業務 

駐車場施設等運営等業務 

 第２節 

要求水準 

 

第５章 

環境対策事業

に関する要求

水準 

第１節 

航空機騒音対策業務に関する要求水準 

環境対策事業 

第６章 

附帯事業に関

する要求水準 

第１節 

就航促進・利用促進事業、空の駅化に係る

事業に関する要求水準 

 

空港の就航促進・利用促進、空の

駅化に関する事業 

 第２節 

ハイジャック等防止対策に関する要求水準 

－ 

 

 第３節 

協議会への参画 

－ 

 

第７章 

任意事業に関

する要求水準 

 任意事業 
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  ４ 遵守すべき法令等 

    本事業の実施に当たっては、下記に掲げる関連の各種法令等によることとする。 

  （１）法令 

① ＰＦＩ法 

② 民活空港運営法 

③ 空港法（昭和31年法律第80号） 

④ 航空法（昭和27年法律第231号） 

⑤ 会社法（平成17年法律第86号） 

⑥ 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

⑦ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

⑧ 環境基本法（平成5年法律第91号） 

⑨ 自然環境保全法（昭和47年法律第85号） 

⑩ 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号） 

⑪ 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号） 

⑫ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第20号） 

⑬ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号） 

⑭ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年法律第48号） 

⑮ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第104号） 

⑯ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

⑰ 都市計画法（昭和43年法律第100号） 

⑱ 建築基準法（昭和25年法律第201号） 

⑲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第91号） 

⑳ 消防法（昭和23年法律第186号） 

○21  水道法（昭和32年法律第177号） 

○22  下水道法（昭和33年法律第79号） 

○23  浄化槽法（昭和58年法律第43号） 

○24  砂防法（明治30年法律第29号） 

○25  地すべり等防止法（昭和33年法律第30号） 

○26  道路法（昭和27年法律第180号） 

○27  道路交通法（昭和35年法律第105号） 

○28  道路運送法（昭和26年法律第183号） 

○29  道路運送車両法（昭和26年法律第185号） 

○30  電気事業法（昭和39年法律第170号） 

○31  電波法（昭和25年法律第131号） 

○32  高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号） 

○33  警備業法（昭和47年法律第117号） 

○34  特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号） 

○35  気象業務法（昭和27年法律第165号） 

○36 建設業法（昭和24年法律第100号） 

○37 森林法（昭和26年法律第249号） 

○38 騒音規制法（昭和43年法律第98号） 

○39 振動規制法（昭和51年法律第64号） 

○40 測量法（昭和24年法律第188号） 

○41 官公庁施設の建設等に関する法律（昭和26年法律第181号） 

○42 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号） 

○43  その他関係法令 
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  （２）条約 

① 国際民間航空条約（昭和28年条約第21号） 

② 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び

に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（昭和35年条約第７号） 

③ その他関係条約 

 

  （３）県条例・規則等 

① 空港条例 

② 鳥取県営鳥取空港管理規則（昭和42年鳥取県規則第37号） 

③ 鳥取県環境影響評価条例施行規則（平成11年鳥取県規則第37号） 

④ 鳥取県環境影響評価技術指針（平成 25年鳥取県告示第253号） 

⑤ 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例（昭和 48年鳥取県条例第40

号） 

⑥ 鳥取県自然環境保全条例（昭和49年鳥取県条例第41号） 

⑦ 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例（平成13年鳥取県条例第51号） 

⑧ 鳥取県屋外広告物条例（昭和37年鳥取県条例第31号） 

⑨ 鳥取県景観形成条例（平成19年鳥取県条例第14号） 

⑩ 鳥取県福祉のまちづくり条例（平成 20年鳥取県条例第2号） 

⑪ ようこそようこそ鳥取県観光振興条例（平成 21年鳥取県条例第44号） 

⑫ その他県関係条例・規則等 

 

  （４）県計画等 

① 鳥取県の将来ビジョン（追補版）（令和２年10月） 

② 鳥取県地域防災計画（令和4年度修正） 

③ 令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン（令和4年3月改訂） 

④ 鳥取県公共施設等総合管理計画（令和4年3月一部改定） 

⑤ 鳥取県有施設中長期保全計画（令和4年3月改定） 

⑥ 鳥取空港維持管理・更新計画（平成 26年４月） 

⑦ようこそようこそ鳥取県運動取組指針（平成31年3月改定） 

⑧ その他関係計画等 

 

  （５）基準等 

① 空港土木施設の設置基準・同解説（平成25年６月） 

② 空港土木工事共通仕様書、空港土木設計・測量・地質土質調査・点検業務共通仕様書、航空灯火・

電気施設工事共通仕様書及びこれらに記載されている基準、要領、指針等 

③ 空港内の施設の維持管理指針、制限区域内工事実施指針等 

④ Airport Development Reference Manual 

⑤ バリアフリー整備ガイドライン（旅客施設編） 

⑥ エコエアポート・ガイドライン（空港環境編） 

⑦ 空港機能管理規程に係る航空局通達 

⑧ その他関係基準等 
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  ５ 要求水準書の変更 

県は、法令等の変更によって要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対

して通知する。この通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守すること。 

また、県及び運営権者は、要求水準書の内容について相手方に協議を申し入れることができる。こ

の場合、法令等に反しない限り、両者で合意した範囲において要求水準書を変更することができる。 

要求水準書を変更した場合、運営権者は、変更後の要求水準を遵守すること。 
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 第２節 本事業の概要 

 

  １ 対象施設 

本事業の対象となる施設及び用地（以下「対象施設」という。詳細は別紙１のとおり。）は、以下

のとおりである。対象施設のうち、①から③までを「空港基本施設等」という。 

① 空港基本施設（滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン） 

② 空港基本施設附帯施設等（場周道路、場周柵、ゲート等） 

③ 空港基本施設管理施設（消防車庫、電源局舎等） 

④ 空港航空保安施設等（航空灯火、灯火整備棟等） 

⑤ 国際会館（国内線ターミナルビルとの一体化による増築部を含む） 

⑥ 除雪車庫 

⑦ 駐車場等（駐車場、構内道路） 

⑧ 空港用地 

 

  ２ 事業場所 

  （１）所在地等 

     本事業の対象となる事業場所は、空港条例に基づき公示された本空港の区域であり、その所在地

等は以下のとおりである。 

所在地：鳥取県鳥取市賀露町及び湖山町 

本空港の区域の面積：107.3ha 

 

  （２）運営権設定対象施設 

     運営権設定対象施設は、すべて地方自治法第 238条第１項に規定する県の所有に属する公有財産

であり、分類としては、同法第238条第４項に規定する行政財産である。 

県は、本事業において運営権者が運営権設定対象施設の一部を第三者に貸し付ける場合があるこ

と等に鑑み、運営権者に対して、行政財産使用貸借契約書に記載される条件で運営権設定対象施設

を貸し付ける。 

なお、運営権者は、事業開始日以降に第三者との間で新たに運営権設定対象施設の貸付契約を締

結する場合、あらかじめ県に対して転貸承認申請書を提出し、承認を得なければならない。県は、

運営権者が、特定運営事業の円滑な実施及び空港機能を阻害せず、関係法令等を遵守し、風俗営業

その他これに類するものや暴力団の事務所その他これに類する用途としないなど公序良俗に反しな

い限り、これを承認する予定である。 

 

  （３）空港用地外 

運営権者は、空港用地外においても、本事業に含まれる第１章第２節 ４.（１）に定める特定運

営事業を実施することが求められる。具体的には、空港用地外に設置されている航空障害灯、空港

用地外における障害物監視、空港周辺で発生した航空機事故等における消火救難活動が挙げられる。 

 

  ３ 事業期間 

  （１）本事業の事業期間 

     事業期間は、平成30年７月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

  （２）運営権の存続期間 

運営権の存続期間は、運営権設定日から事業終了日までとする。 
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４ 本事業の範囲 

    本事業は、特定運営事業及び任意事業によって構成される。特定運営事業は、空港運営等事業、環

境対策事業及び附帯事業であり、任意事業は、運営権者が空港機能を阻害しない等の範囲で任意で行

う事業である。 

  （１）特定運営事業 

ア 空港運営等事業 

（ア）空港基本施設等運営等業務 

 空港供用規程の策定、公表及び国土交通大臣への届出（民活空港運営法第13条、空港法

第12条） 

 空港機能管理規程の策定及び国土交通大臣への届出（民活空港運営法第12条第１項、航

空法第47条の２） 

 着陸料等の設定及び国土交通大臣への届出（民活空港運営法第 13 条、空港法第 13 条第

１項）並びにその収受 

 空港の運用業務（制限区域内の安全管理、エプロン運用等） 

 障害物監視業務（制限表面突出物件等の監視等） 

 空港基本施設等の警備業務（巡回点検、機器による監視業務等） 

 航空機事故等の危機管理対策業務 

 危機管理業務（消防・救難業務等） 

 鳥獣防除業務 

 除雪業務 

 飛行場リモート対空援助業務対応業務 

 航空情報（ノータム）発出業務 

 空港基本施設等のその他の運営業務 

 空港基本施設等の維持管理業務 

（イ） 空港航空保安施設等運営等業務 

 航空保安施設の使用料金の設定及び国土交通大臣への届出（民活空港運営法第 12条第２

項、航空法第54条第１項）並びにその収受 

 航空灯火、航空障害灯その他の航空照明施設並びに付随する土木施設、電気施設及び機械

施設の運営業務 

 航空灯火、航空障害灯その他の航空照明施設並びに付随する土木施設、電気施設及び機械

施設の維持管理業務 

（ウ）国際会館運営等業務（一体化による増築部を含む） 

 国際会館の利用に係る料金の設定及び収受 

 国際チャーター便関連設備の管理 

 国際会館のテナント等に対する貸付業務 

 国際会館におけるサービス提供業務 

 国際会館の警備業務 

 国際会館の維持管理業務 

 名探偵コナンの装飾に係る維持管理業務（新規設置、更新及び修繕は除く） 

 国際会館のその他の運営業務 

（エ）駐車場施設等運営等業務 

 駐車場施設等の利用に係る料金の設定及び収受（駐車場施設等の利用に係る料金を設定す

る場合） 

 駐車場施設等の警備業務 

 交通誘導業務 

 駐車場施設等のその他の運営業務 
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 駐車場施設等の維持管理業務 

 除雪業務 

（オ）空港用地運営等業務 

 県関係機関又は県が指定する者への無償での空港用地の貸付業務 

 県が指定する者への有償での空港用地の貸付業務 

 その他第三者への空港用地の貸付業務 

 空港用地の維持管理業務 

イ 環境対策事業 

 「航空機騒音に係る環境基準について（昭和 48年12月27日環境庁告示第154号）」に

係る騒音測定業務に対する協力 

 滑走路利用割合に関する地元調整への協力（データ収集、取り纏め等） 

 県が実施する空港周囲部管理事業への協力 

ウ 附帯事業 

（ア）ハイジャック等防止対策 

 航空運送事業者、貨物利用運送事業法（平成元年法律第82号）第２条第６項に規定する

貨物利用運送事業を経営する者及び航空法第 133 条に規定する航空運送代理店業を経営

する者が本空港においてハイジャック、テロその他の航空機に対する不法妨害行為を防止

するために行う保安検査機器の購入及び設置並びに保安対策業務に係る費用の２分の１

負担 

（イ）協議会等への参画 

 鳥取空港の利用を促進する懇話会に参加するとともに空港の就航促進・利用促進、空の駅

化に関する協議会等への積極的な参画 

（ウ）運営権者が提案する事業・業務（空港の就航促進・利用促進、空の駅化に関する事業） 

（エ）車両管理業務 

（オ）SOLWIN（低層風情報提供システム）保守点検委託業務 

（カ）空港展望所管理業務 

 

  （２）任意事業 

運営権者は、空港用地内及び空港用地外において、特定運営事業の円滑な実施及び空港機能を阻

害せず、関係法令等を遵守し、風俗営業その他これに類する用途や暴力団の事務所その他これに類

する用途としないなど公序良俗に反しない限り、本事業の目的に沿って、全体計画及び単年度計画

に定められた範囲で、自らが必要と考える事業を任意事業として行うことができる。 
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第２章 事業全体に関する要求水準 

 

 第１節 基本的事項に係る要求水準 

 

  １ 規程の策定・運用 

 

  （１）空港供用規程 

    ア 空港供用規程の策定 

      運営権者は、本空港について、民活空港運営法第 13条において準用する空港法第12条第１項

に基づき、要求水準書に定めるところに従い、空港供用規程を策定しなければならない。 

空港供用規程には、以下の内容を記載すること。 

  ・空港の概要 

  ・運用時間 

  ・空港が提供するサービス 

  ・利用者その他の者が遵守すべき事項 

 

なお、県は、運営権者が策定した空港供用規程が要求水準書に適合しないときや空港利用者の

利便性が著しく低下すると認められるときは、運営権者に対し、これを変更すべきことを命

ずることができる。 

 

    イ 策定手続 

（ア） 運営権者は、空港供用規程の策定に当たっては、必要に応じて当該空港における各関係者

と内容に応じて協議・調整を行うこと。 

（イ） 空港の運用時間は、空港条例による。なお、運営権者は、空港の運用時間に変更の必要が

生じた場合は、県に協議を行うこと。 

（ウ） 空港供用規程は、県と事前協議の上、国土交通大臣へ届出を行うこと。 

（エ） 運営権者は、策定した空港供用規程をインターネット（当該運営権者のホームページ等）

又は利用者に見やすいよう掲示する等の適切な方法によって公表すること。 

（オ） 空港供用規程の内容を変更する場合においても、県と事前協議の上、国土交通大臣に届出

を行うこと。 

 

    ウ 準拠すべき基準等 

       策定に当たっては、以下の基準等に準拠すること 

空港供用規程 

（１）空港供用規程策定ガイドライン（平成21年3月16日航空局航空ネットワーク部航空

ネットワーク企画課制定） 

（２）鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例（昭和42年鳥取県条例第24号） 

（３）鳥取県営鳥取空港管理規則（昭和42年鳥取県規則第37号） 

（４）現行の鳥取空港供用規程 
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（２）空港機能管理規程 

 

    ア 空港機能管理規程の策定 

       運営権者は、本空港において、民活空港運営法第 12条において読み替えて準用する航空法第

47条の 2第 1項の規定に基づき、空港機能管理規程（セイフティ編）策定基準（平成 17年 9

月 9日付、国空管第 86号、国空建第 87号、国空用第 126号、国空無第 169号）及び空港機能

管理規程（空港機能管理規程（セキュリティ編）ガイドライン）等に従い、鳥取空港機能管理

規程（セイフティ編）及び鳥取空港機能管理規程（セキュリティ編）（以下「鳥取空港機能管理

規程」という。）を策定しなければならない。 

       なお、県は、運営権者が策定した鳥取空港機能管理規程が、要求水準書に適合しないと認め

るときは、運営権者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 

 

    イ 鳥取空港機能管理規程の策定手続き 

（ア） 運営権者は、鳥取空港機能管理規程の策定に当たっては、必要に応じて当該空港における

各関係者と内容に応じて協議・調整を行うこと。 

（イ） 鳥取空港機能管理規程は、県と事前協議の上、国土交通大臣に届出を行うこと。 

（ウ） 鳥取空港機能管理規程の策定にあたり、関連する規程、要領、計画、マニュアル類を整備

すること。 

 

ウ 準拠すべき基準等 

      運営権者は、鳥取空港機能管理規程の策定にあたっては、以下の基準等（その時点で最新のも

の）に準拠すること。 

鳥取空港機能管理規程（セイフティ編） 

（１）航空法（昭和 27年法律第231号） 

（２）航空法施行規則（平成 27年運輸省令第 56号） 

（３）空港機能管理規程（セイフティ編）策定基準（平成 17年 9月 9月付、国空管第 86号、

国空建第 87号、国空用第 126号、国空無第 169号） 

（４）空港機能管理規程（セイフティ編）取扱要領（平成 26年7月 31日付国空安保第 180号） 

（５）測定形によるブレーキング・アクション測定要領（平成 23年 11月 28日付国空用第 256

号） 

（６）航空路誌掲載情報指針（平成 20年 1月9日付国空用第 2163号） 

（７）空港における消火救難体制の整備基準（平成 17年 9月 7日付国空管第 84号） 

（８）空港内の施設の維持管理指針（平成 26年 3月 20日改訂国空安保第780号） 

（９）制限区域内工事実施指針（令和 2年 3月 30日改訂国空技第 586号） 

（10）制限区域内工事実施規程 

（11）除雪作業実施指針（平成 26年 3月 20日付国空安保第 782号） 

（12）除雪作業実施規程 

（13）航行不能航空機がある場合における滑走路の運用指針（平成 26年 3月 28日付国空安保

第 933号） 

（14）空港における安全管理システムの整備基準（平成 17年9月 9日付国空管第 85号、国空

用第125号） 

（15）空港運用業務指針（平成 17年 9月 9日付国空用第 124号、令和 4年 4月 1日一部改正） 

（16）安全情報等取扱指針（平成 27年 3月 13日付国空安保第 754号、国空参航安第 633号） 

（17）鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例（昭和 42年鳥取県条例第 24号） 

（18）鳥取県営鳥取空港管理規則（昭和 42年鳥取県規則第 37号） 

（19）現行の鳥取空港機能管理規程（セイフティ編） 
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鳥取空港機能管理規程（セキュリティ編） 

（１）航空法（昭和 27年法律第231号） 

（２）航空法施行規則（平成 27年運輸省令第 56号） 

（３）国家民間航空保安プログラム（平成 16年12月27日国空総第1172号） 

（４）空港機能管理規程（空港機能管理規程（セキュリティ編））ガイドライン（平成 16 年

12月 27日国空総第 1176号、国空管第 128号） 

（５）空港保安委員会の設置について（平成 18年 7月1日付国空総第 411号、国空安保第 431

号） 

（６）空港保安地域立ち入り規程（指針）（平成 12年1月 5日付空官第290号） 

（７）空港における保安対策の充実・強化について（平成 16年 1月 23日付国空総第 724号、

国空管第 174号） 

（８）貨物ターミナルビル監視業務に関する指針（平成 18年3月 1日付国空総第 1635号） 

（９）航空機に係る爆破等予告情報処理に関する指針（平成 6年 6月 1日付空総第 78号、警

察庁丙備発第 129号） 

（10）外部からの投書等に対する対応マニュアル（平成 11年12月13日付空総第 247号） 

（11）不法侵入事案各種要領整備指針（平成 16年 12月 22日付国総第 1034号） 

（12）航空機不法奪取事件対応訓練に関する基本指針（平成 17年 3月 17日付空総第 1511号） 

（13）制限区域へ立ち入る旅客以外の者等に対する保安検査等の実施指針（平成 25年 6月 20

日付国空安保第 147号） 

（14）制限区域又は保安区域に単独で立ち入ることができる立入承認証の発行時における犯歴

の確認に関する指針（平成 26年 6月 26日付国空安保第 134号） 

（15）航空保安情報の取扱いに関する指針（平成 27年 1月 30日付国空安保第 645号） 

（16）航空保安対策基準（平成 16年12月27日付国空総第 1173号） 

（17）保安検査（Ｘ線検査装置、金属探知機、ボディスキャナーを使用し、又は開披、接触の

方法により検査を行う場合）に関する指針（平成 18年 7月 10日付国空総第 411号） 

（18）ボディスキャナーによる保安検査におけるプライバシー保護に関する指針（平成 22年

12月 14日付国空推第 229号） 

（19）保安検査（液体物検査）に関する指針（平成 18年 7月 10日付国空総第 412号、国空安

保第367号） 

（20）保安検査（靴検査）に関する指針（平成 18年 7月 10日付国空第 410号） 

（21）小型機及びヘリにおけるナイフ、爆発物等の危険物の持込み防止について（平成 13年

9月 25日付国空総第 7017号） 

（22）航空機内持込禁止品に係る航空施行規則の一部改正について（平成 16年 5月 1日付空

総第7004号） 

（23）機内持込制限品の取扱いに関する指針（平成 22年 9月 1日付国空推第 143号） 

（24）受託手荷物検査（Ｘ線検査装置を使用し、又は開披の方法により検査を行う場合）に関

する指針（平成 18年 7月 1日付国空総第 415号） 

（25）インライン方式による受託手荷物検査に関する指針（平成 14 年 6 月 24 日付国空総第

7020号） 

（26）貨物室に搭載する受託手荷物又は航空貨物に対するアクセス防止措置について（平成

12年 2月 1日付空総第17号、空航第 109号、空機第91号） 

（27）爆発物対策の強化について（昭和 60年6月 28日局長手交） 

（28）旅客数不一致の場合等の保安措置の確保について（昭和 62年 12月 16日付空総第 243

号） 

（29）空港関係者等検査に関する指針（平成 17年 12月 9日国空総第1192号） 

（30）保安検査場の監視に関する指針（平成 7年 11月 22日付空総第 211号） 
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（31）航空機保安検査に関する指針（平成 17年 3月 31日付国空総第 1572号） 

（32）地上作業監視業務に関する指針（平成 16年 12月 27日付国空総第1178号） 

（33）小型機及びヘリの機体管理等の徹底について（平成 13年 9月 25日付国空総第 7019号） 

（34）航空貨物検査に関する指針（平成 18年3月 10日付国空総第1633号） 

（35）蒸散痕跡物等利用爆発物検出装置による検査に関する指針 

（36）爆発物探知機による検査に関する暫定指針（平成 13年10月30日付国空総第 7027号） 

（37）金属探知機及びＸ線検査装置のテストピースに関する指針（平成 19年 12月 5日付国空

推第85号） 

（38）航空保安検査員等の人員配置基準（平成 20年 3月 28日付国空推第162号） 

（39）航空機内における安全阻害行為等の防止のための改正航空法の運用等に関するガイドラ

イン（本邦航空運送事業者向け）（平成 15年 9月 9日付国空総第 376号） 

（40）航空機内における安全阻害行為等の防止のための改正航空法の運用等に関するガイドラ

イン（外国人国際航空運送事業者向け）（平成 15年11月 26日付国空総第 571号） 

（41）携帯型電子機器から発射される電波に対する航空機の耐性確認要領（本邦航空機向け）

（平成 26年 8月 1日付国空安保第 181号） 

（42）携帯型電子機器から発射される電波に対する航空機の耐性確認要領（外国航空機向け）

（平成 26年 8月 1日付国空安保第 181号） 

（43）安全阻害行為等及び携帯型電子機器による電波干渉障害に関する報告実施要領（平成

16年 9月 17日付国空総第 769号） 

（44）保安検査員の認定等に関する指針（平成 25年 6月 20日付） 

（45）鉄砲等の輸送に関する指針（平成 25年6月 20日付国空安保第149号） 

（46）迷惑旅客になる可能性のある旅客の輸送に関する指針（平成 25年 6月 20日付国空安保

第 150号） 

（47）旅客と受託手荷物の一致に関する指針（平成 25年 6月 20日付国空安保第 151号） 

（48）制限区域へのゲートにおける立入者等に対する検査指針（平成 24年9月 26日付国空安

保第298号） 

（49）航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示（平成 15年

10月 10日国土交通省告示第 1346号） 

（50）航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示の運用につい

て（平成 19年９月25日付国空推第 41号） 

（51）クリーンエリアに持ち込まれる液体物及び STEBsの保安管理に関する指針（平成 27年

10月９日付国空安保第 428号） 

（52）ワンストップセキュリティ実施要領（平成 27年 11月25日付国空安保第 533号） 

（53）国土交通省航空局航空保安教育訓練実施要領（平成 17年 5月 12日付国空総第 192号） 

（54）航空保安教育訓練実施指針（平成 16年12月27日付国空総第1177号） 

（55）航空保安教育訓練項目に関する取扱要領（平成 17年 3月 17日付国空総第 1511号） 

（56）航空保安教育訓練実施要領（雛形） 

（57）航空保安教育訓練支援機関の認定等に関する指針（平成 25 年 8 月 30 日付国空安保第

288号） 

（58）航空保安教育訓練支援機関の認定等に関する取扱要領（平成 25年 8月 30日付国空安保

第 296号） 

（59）航空保安教育訓練支援機関の認定等に関する審査要領（平成 25年 8月 30日付国空安保

第 297号） 

（60）国家民間航空保安品質管理計画（平成 17年 8月 22日付国空総第885号） 

（61）ハイジャック等防止対策業務の監査の実施について（平成 14 年 5 月 16 日付国空総第

7014号） 
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（62）鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例（昭和 42年鳥取県条例第 24号） 

（63）鳥取県営鳥取空港管理規則（昭和 42年鳥取県規則第 37号） 

（64）現行の鳥取空港機能管理規程（セキュリティ編） 

なお、現行の鳥取空港機能管理規程の構成を以下に示す。なお、改正があった場合は、最新

のものを適用する。 

鳥取空港機能管理規程（セイフティ編） 

第 1章 総則 

１．１ 根拠法令等 

１．２ 空港の運用時間と使用の条件 

１．３ 空港に関する情報の周知 

１．４ 航空機運航状況の記録 

１．５ 空港設置管理者の義務 

第２章 空港用地の詳細 

２．１ 主要な空港施設を示す空港平面図 

２．２ 空港周辺の広域平面図 

２．３ 土地の所有権の所在を示す平面図 

２．４ 空港の境界を示す平面図 

第３章 航空情報機関へ通報すべき空港に関する情報 

第４章 空港運用手順及び安全対策の詳細 

４．１ 航空情報機関への空港に関する情報の通報手順 

４．２ 空港制限区域への立入り 

４．３ 空港緊急時対応計画 

４．４ 消火・救難体制の整備 

４．５ 制限区域等の安全点検と運航制限 

４．６ 空港土木施設の維持管理 

４．７ 制限区域内における工事等作業の安全確保 

４．８ エプロンの運用 

４．９ エプロン等の安全管理 

４．10 制限区域における車両運転の取扱い及び運転規則 

４．11 野生動物と航空機の衝突の防止 

４．12 障害物管理 

４．13 航行不能航空機の撤去 

４．14 危険物の取扱い 

４．15 低視程時における安全の確保 

４．16 ＩＬＳ制限区域への立入 

第５章 飛行場灯火運用手順及び安全対策の詳細 

５．１ 用語の定義 

５．２ 協定等 

５．３ 職員の配置 

５．４ 管理基準 

５．５ 運用基準 

５．６ 保守基準 

５．７ 異常状態処理基準 

第６章 安全管理システム 

別図１（主要な施設を示す空港平面図） 

別図２（空港周辺の広域平面図） 
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別図３（土地の所有権の所在を示す平面図） 

別図４（空港の境界を示す平面図） 

別図５（ＩＬＳ制限区域） 

別添１（航空情報機関に通報すべき空港に関する情報） 

添付資料１（第１～４章別添資料） 

（１）鳥取空港航空情報機関への空港に関する情報の通報手順 

（２）鳥取空港制限区域内工事実施規程 

（３）鳥取空港除雪作業実施規程 

（４）鳥取空港における制限表面上に出る障害物の設置承認の事務処理基準 

添付資料２（鳥取空港飛行場灯火の施設の概要） 

添付資料３（鳥取空港機能管理規程（セイフティ編）実施細則） 

添付資料４（鳥取空港飛行場灯火施設保守要領） 

添付資料５（鳥取空港予備自家発電設備管理要領） 

添付資料６（鳥取空港台風・地震・大雨及び大雪時等の処理要領） 

添付資料７（鳥取空港飛行場灯火施設業務実施要領） 

添付資料８（鳥取空港航空灯火訓練実施要領） 

附属書１ 鳥取空港災害対策緊急計画（平成 30年 7月 1日改正） 

附属書２ 鳥取空港消火救難隊業務要領（平成 4年 10月 1日改正） 

附属書３ 鳥取空港維持管理・更新計画書（平成 26年 4月 1日制定） 

附属書４ 航空機の地上試運転要領（令和4年 4月 1日） 

附属書５ 鳥取空港における野生動物衝突防止計画（平成 25年11月29日制定） 

附属書６ 鳥取空港航空機撤去計画（平成28年6月 29日） 

附属書７ ＩＬＳ制限区域管理要領(平成 26年 3月 1日制定）（大阪航空局大阪航空事務所シ 

ステム運用管理センター） 

附属書８ 鳥取空港安全管理マニュアル（平成 30年 7月 1日改正） 

附属書９ 鳥取空港航空犯罪総合対策要領（平成 16年 9月 1日制定） 

附属書 10 鳥取空港管理業務処理要領（昭和 61年 9月 19日制定） 

附属書 11 鳥取空港新型インフルエンザ等対応マニュアル（平成 21年 4月27日制定） 

附属書 12 鳥取空港無人航空機対応要領（令和 2年7月 1日制定） 

鳥取空港機能管理規程（セキュリティ編） 

１. 総則  

２. 目的  

３. 基本的事項  

４. 根拠法令等  

５. 定義  

６. 空港保安委員会  

７. 空港の概要  

８. 空港の出入管理  

（１）制限区域の保護  

［１］施設要件  

［２］警備要領  

（２）無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の防止

に関する事項 

（３）旅客、機内持込手荷物等に関する保安措置 

（４）預入手荷物の保安措置 

（５）空港関係者等に関する保安措置 
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（６）航空貨物に係る保安措置  

（７）機内食及び機用品に係る保安措置  

（８）銃砲等の運送  

（９）航空機の保安措置 

（10）検査員等及び保安検査機器等の詳細  

（11）航空保安に携わる職員の経歴確認 

（12）航空保安教育訓練  

（13）有効性の評価  

（14）危害行為の防止のための必要な措置 

（15）空港保安事案発生時の通報等 

９. 附属書 

（１）鳥取空港管理関係組織図 

（２）鳥取空港及びその周辺の地図（制限区域、保安区域、危険物等所持制限区域（管理者

鳥取空港ビル）、ＳＲＡ及びランドサイドの図）  

（３）立入禁止柵、ゲート等図面（鳥取空港施設配置図）  

（４）鳥取空港グリッドマップ  

（５）検査機器等の設置場所を示した図面（ターミナル内制限区域図）及び検査員及び監視

員一覧表 

（６）鳥取空港保安関係者一覧 

（７）鳥取空港航空犯罪総合対策要領 

（８）鳥取空港不法侵入事案対応要領 

（９）航空機に係る爆破等予告情報処理要領 

（10）ハイジャック対応訓練の実績及び計画 

（11）外部からの投書等に対する対応マニュアル 

（12）鳥取空港保安委員会規約 

（13）鳥取空港自主監査実施要綱 

(14）鳥取空港航空保安教育訓練実施要領 

（15）鳥取空港無人航空機対応要領 

10. 附則 

 

エ 鳥取空港機能管理規程の変更 

     （ア）運営権者は、鳥取空港機能管理規程に係る策定基準その他関係法令及び国の定める指針等

が、制定又は改正された場合は、当該法令等の内容を踏まえ、鳥取空港機能管理規程に必要

な変更を加え、適宜最新の内容を維持しなければならない。また、関連する規程、要領、計

画、マニュアル類も必要な変更を加え、適宜最新の内容を維持すること。 

     （イ）鳥取空港機能管理規程を変更する場合は、事前に県に協議の上、国土交通大臣に届け出る 

       こと。 

     （ウ）鳥取空港機能管理規程及び関連する規程、要領、計画、マニュアル類を変更する場合にお

いても必要に応じて当該空港における各関係者と内容に応じ協議・調整を行うこと。 

 

  ２ 緊急時対応 

    運営権者は、緊急事態が発生した場合、又は、発生のおそれがある場合に、迅速かつ適切に対応で 

きるように「鳥取空港災害対策緊急計画」、「鳥取空港事業継続計画（Ａ２－ＢＣＰ）」、「鳥取空港航空

犯罪総合対策要領」、「鳥取空港新型インフルエンザ等対策マニュアル」、「新型コロナウィルス感染症

対策マニュアル」等に基づき、訓練を行うほか、外部機関との災害対応に関する協定を締結し、緊急

時には、迅速かつ適切に対応できるよう備えること。 
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    なお、大規模災害発生等の本空港の運営権者による安全な運営が著しく阻害されるおそれのある事 

態等実施契約に定める一定の事態（以下「緊急事態」という。）が生じた場合であって、本空港を他 

の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき、県は、ＰＦ 

Ｉ法第 29条第１項（第２号に係る場合に限る。）に基づき、運営権の行使の停止を命じて、自ら本事 

業に係る施設を使用することができる。この場合、運営権者は、県が本空港において実施する事業・ 

業務に協力しなければならない。 

 

第２節 業務全般に係る要求水準 

 

 １ 空港の管理運営 

運営権者は、実施契約等、鳥取空港機能管理規程及び関連する国の定める指針等に従い、本空港を

管理しなければならない。さらに、運営権者以外の保安関係者その他の空港利用者等に対しても、鳥

取空港機能管理規程に記載された義務及び国の定める指針等を遵守させるよう努めなければならな

い。 

 

 ２ 業務の円滑な承継及び実施 

 （１）契約等の承継 

    県が運営権設定対象施設等を運営する上で締結している契約、協定、覚書等（以下「契約等」と

いう。）のうち、県が指定するものについて、事業開始日以降、運営権者に引き継がれる。なお、

運営権者は、契約等の相手方と調整の結果、必要がある場合は契約等を締結し直すこと。 

 

 （２）業務の継続及び引継ぎ 

  ア 事業開始時 

運営権者は、本事業開始日に鳥取空港の運営に影響が生じないよう実施契約後、事業実施体制の

整備、県から業務の引継ぎ及び国等への届出等必要な手続きを行い、準備を進めること。 

   イ 事業終了時 

     運営権者は、本事業終了時、県又は県の指定する者への業務の引継ぎは、原則として事業期間内

に行うこととし、自らの責任及び費用負担によって、本事業が円滑に継続されるように適切な引継

業務を行わなければならない。 

 

（３）全体計画等 

運営権者は、以下のとおり計画の策定等を行うこと。 

ア 全体計画 

・ 運営権者は、実施契約、要求水準書、実施方針等及び提案書類に基づき、事業開始予定日か

ら事業終了日までの期間について、本事業全体についての全体計画を作成しなければならな

い。 

・ 運営権者は、当該全体計画を事業開始予定日の３０日前までに、県に提出し、県は、その内

容を適切と認めた場合、事業開始予定日までにこれを承認する。運営権者は、全体計画を作

成するに当たっては、実施契約に定める項目の範囲で運営権者が提案書類において本事業の

実施に関して提案した内容に準拠すること。 

・ 運営権者が、事業期間中、全体計画の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県の承認

を得なければならない。 

・ 運営権者は、事業期間中、全体計画に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努

力すること。 

・ 運営権者は、全体計画について、県の承認を得た又は事業期間中に変更の承認を得た後、事

業開始日において若しくは同日後速やかに又は変更の承認を得た場合には当該承認後速やかに
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運営権者のホームページ上で公表し、事業期間中、公表を維持しなければならない。 

 

イ 単年度計画 

・ 運営権者は、事業期間中、事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画を事業開始

予定日の３０日前までに、それ以降の各事業年度についての単年度計画を当該事業年度開始日

の３０日前までに県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、事業開始予定日又は各事

業年度開始日までにこれを承認する。 

・ 運営権者は、事業期間中、単年度計画に従い、適正に本事業を実施しなければならない。た

だし、運営権者は、緊急を要すると認める事項を実施する必要がある場合には、承認済みの単

年度計画に記載がない場合であっても、当該事項を実施することができる。この場合、運営権

者は当該事項の実施後速やかに単年度計画を変更し、遅滞なく県に変更後の単年度計画を提出

しなければならない。 

・ 運営権者は、事業計画（第２章第２節 ５．（１）に定める運営権設定対象施設及び関連備品

の更新、拡張、新規投資（任意事業に係るものを除く。）、及び単年度計画の策定に当たり県と

運営権者が協議し運営交付金の範囲で実施する１点当たり２５０万円以上の運営権設定対象施

設及び関連備品の大規模修繕に係る各事業年度の計画をいう。）について、各事業年度開始日の

前年度の９月末までに、事前協議書を県に提出し、協議及び調整を行うこと。 

・ 運営権者は、単年度計画の内容を変更しようとする場合（緊急を要すると認める事項を実施

する必要がある場合を除く。）には、県に対して事前に変更計画を提出し、県の承認を得なけれ

ばならない。 

・ 運営権者は、単年度計画について県の承認を得た（変更の承認を含む。）後、速やかに（ただ

し、事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画については、事業開始日において又

は同日後速やかに）運営権者のホームページ上で公表し、事業期間中、公表を維持しなければ

ならない。 

 

ウ 実施状況の報告 

・ 運営権者は、単年度計画の実施状況について運営権者の株主総会後、速やかに当該事業に係

る事業報告書及び収支計算書を作成の上、県に提出しなければならない。ただし、運営交付金

の精算を必要とするものについては、当該事業年度の終了後、当該事業年度の翌年度の４月２

０日までに県に提出すること。 

・ 運営権者は、事業報告書について県に提出後、速やかにその公表事項を運営権者のホームペ

ージ上で公表し、事業期間中、公表を維持しなければならない。 

・ 事業報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。 

 

（４）モニタリング 

運営権者が本業務を適正かつ確実に履行し、要求水準書の内容を達成しているか否かを確認する

とともに、運営権者の財務状況を把握するため、モニタリング計画に定めるところによって、運営

権者による自己点検等（以下「セルフモニタリング」という。）に加え、県による本事業の実施状況

の確認等（以下「モニタリング」という。）を行う。 

   運営権者は、県と協議の上、モニタリング計画を策定すること。 

 

  ア 運営権者によるセルフモニタリング 

・運営権者は、本事業の実施にあたり、モニタリング計画に基づき、点検等を行い、その結果を

適切に保存するとともに、県に提出する。 

・運営権者は、運営権者以外の第三者による定期的なモニタリングを実施するとともに、これを

実現するための体制を整備すること。第三者によるモニタリングは、航空・空港の専門機関が
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担うこととし、部門（土木、機械、灯火電気、保安防災等）ごとに業務の履行状況を確認でき

るようにすること。 

・運営権者は、セルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公

表事項については、モニタリング計画に基づき運営権者のホームページ上で公表し、事業期間

中、公表を維持しなければならない。 

・その他の事項については、運営権者が県と協議して定めるモニタリング計画による。 

 

  イ 県によるモニタリング 

 ・ 県は、事業期間中、運営権者がＰＦＩ法、民活空港運営法、航空法、空港法、空港条例等そ

の他の適用法令等並びに要求水準を満たす方法によって本事業を実施しているか否かを確認す

るとともに、運営権者の財務状況を把握するため、モニタリング計画に基づきモニタリングを

実施する。なお、モニタリングは、県が直接実施するものに加え、第三者による評価委員会等

を県が設置し、当該委員会等によって本事業の実施状況の評価を行う（事業期間中２回以上を

想定）。 

・ モニタリングによって本事業が要求水準を満たしていないと判断された場合、県は、運営権者

に対して是正の勧告を行うことができる。 

・ 運営権者は、前項に基づく是正の勧告を受けたときは、是正の方法及び時期を文書によって県

に報告するとともに、是正を行い、その結果を県へ報告すること。 

・ 是正の勧告に対し、運営権者が合理的な理由なく是正を行わないときは、県は、運営権者に対

して改善計画の提出を命じることができる。運営権者は、県から改善計画の提出の命令を受けた

場合は、速やかに、改善の方法及び時期を文書によって県に報告するとともに、改善を行い、そ

の結果を県へ報告すること。運営権者は、改善計画の提出の命令を受けてから、６０日以内に改

善計画を県に提出し、その承認を得る。県が、提出された改善計画では十分に改善がなされない

と認定した場合、運営権者は認定日から３０日以内に改善計画を県に再提出する。 

・ 前項の規定に従い改善計画の提出を命じられてから１２０日以内に改善が見られないと県が合

理的に判断する場合、県は、本契約を解除することができる。 

・ その他の事項については、運営権者が県と協議して定めるモニタリング計画による。 

 

 ウ 法令等に基づく検査等 

   運営権者は、上記のモニタリングのほか、国、県、関係自治体は、関係法令等基づき、必要な

検査、報告等の依頼があった場合は、適切に対応すること。 

 

  ３ 地域との連携 

    本空港が地域活性化に資する地域に根ざした空港として発展していくためには、県内の企業、自治

体、関係団体等（以下「県内関係団体等」という。）の協力が不可欠であり、また、県民に愛される

空港であることが必要である。このため、本事業の実施に当たり、運営権者には、県内関係団体等と

の連携が求められる。 

また、本空港の円滑な運用は、空港周辺地域の理解と協力の下に確保されていることに鑑み、運営

権者は、県、県東・中部地区、兵庫県但馬地区の自治体及び鳥取商工会議所など経済団体・関係企業、

団体が行う本空港の活性化のための取組や本空港と連携した取組に協力すること。 

 

  ４ 施設の利用に係る料金の設定及び収受 

    運営権者は、実施契約、要求水準書及び関連する法令等に従い、本事業対象施設の利用者から以下

の各号に掲げる利用に係る料金を設定し収受することができる。 

① 着陸料等 

② 空港航空保安施設使用料金 
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③ 航空運送事業者やテナント等の施設の利用に係る料金 

④ その他本事業に係る料金であって、法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていない

もの 

    

ア 施設の利用に係る料金の収受 

（ア）着陸料等 

 運営権者は、着陸料等を設定する場合には、民活空港運営法第 13 条及び空港法第 13 条に従

い、設定する着陸料等をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、知事に対してもこれを事

前に通知すること。事業期間中に設定した着陸料等を変更しようとするときも同様とする。 

ただし、以下の場合においては、着陸料等を収受しないこと。 

・県が指定する者が使用するとき 

  ・離陸後、天候不良等の理由によって再度着陸のため利用しようとするとき 

 

      なお、羽田発着枠政策コンテストによって鳥取東京便５便化が令和5年10月28日まで継続さ

れる見込みである。航空路線の維持のため、航空運送事業者への着陸料支援等に係る着陸料の減

免に関する事項については、運営交付金の算定基礎となることから、県と運営権者で協議して行

うこととする。 

 

   （イ）航空保安施設の使用料金 

運営権者は、空港航空保安施設使用料金を設定する場合には、民活空港運営法第 12 条第２項

及び航空法第 54 条に従い、設定する使用料金をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、

県知事に対してもこれを事前に通知すること。事業期間中に設定した空港航空保安施設使用料金

を変更しようとするときも同様とする。 

 

（ウ）その他の施設の利用に係る料金 

運営権者は、上記以外の施設の利用に係る料金について、ＰＦＩ法第23条第２項の規定に基

づき、あらかじめ知事に届出を行った上で設定、収受し、自らの収入とすることができる。また、

当該料金を変更しようとするときも、同様とする。 

ただし、運営権者は、航空旅客の取扱施設の利用に係る料金を設定しようとするときは、国土

交通大臣への上限認可申請（空港法第16条第１項）、上限の範囲内での利用料の設定及び届出（空

港法第 16 条第３項）を行うとともに、知事に届け出なければならない。また、当該上限を変更

しようとするときも、同様とする。 

 

  ５ 費用の負担 

    運営権者は、本事業の実施に要する費用を負担する。 

    なお、空港用地等のうち県以外の者の所有地については、県が所有者と賃貸借契約を締結し、賃借

料を負担する。 

   

（１）更新投資に係る費用負担 

ア 更新投資等の取扱い 

更新投資等に係る費用負担は、下表に掲げるとおりとする。 
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区 分 主 な 内 容 
費用負担 

運営権者 県 

更新投

資 

更

新 

○施設等を部分的又は全面的に同程度の機能で交換

する行為のうち、国庫補助等事業に該当するもの又は

予定価格 7,000 万円以上の不動産若しくは動産の買

入れに該当するもの 

（滑走路舗装の全面補修、照明柱の建替、設備の交換、

航空灯火のＬＥＤ化、関連備品の買い替え（処分及び

新規購入）等） 

 

 

○※1 

 

 

 ○施設等を部分的又は全面的に同程度の機能で交換

する行為のうち、上記以外のもの 

○※2  

拡

張 

○施設等の規模の拡大や施設等に新たな性能を付加

する行為のうち、国庫補助等事業に該当するもの又は

予定価格 7,000 万円以上の不動産若しくは動産の買

入れに該当するもの 

（駐車場の整備等） 

 

 

○※1 

 

○施設等の規模の拡大や施設等に新たな性能を付加

する行為のうち、上記以外のもの 

○※2  

修

繕 

○施設等の部分的な機能や性能を回復させる行為 

（舗装の部分的損傷の補修、フェンスの張替、法面の

補強、関連備品の修理等） 

－ － 

・運営交付金額の範囲（250万円以上の大規模修繕、

関連備品については１点当たり 250 万円以上の

場合に限る） 

（内容は、単年度計画で県と協議の上、決定する） 

○ 

 

 

 

 ・運営交付金額を超える範囲 ○※2  

・上記以外の小規模修繕（250万円未満） ○  

役務等 〇施設等及び関連備品の点検、調査、清掃等 

〇関連備品に該当しない物品の購入、処分等 

○  

新規投資 ○任意事業によって施設等を新たに整備する行為 

（商業施設や宿泊施設等の新たな施設の整備） 

○  

 〇国庫補助等事業として、県が必要に応じて空港基本

施設、空港基本施設付帯施設等、空港基本施設管理施

設、及び空港航空保安施設等を新たに整備する行為 

（位置・形式によって異なるがＲＥＳＡ整備等） 

 ○※1 

  （※更新投資等には、関連備品も含まれる） 

 

※1 国庫補助等事業に該当するものについては、県が実施主体となったうえで、設計・工事及び

発注者支援業務を運営権者に委託する。また、予定価格 7,000 万円以上の不動産又は動産の

買入れに該当するものについては、県が地方自治法第96条第１項第８号の規定によって議会

の議決に付したうえで実施する。 

※2 予定価格3,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れに該当するものについては、その必要

性・妥当性等を運営権者が県に対してあらかじめ疎明し県が承認した場合に限り、当該買入

代金の２分の１を県が負担する。また、国際会館又は増築部分（国内線ターミナルビル及び

国際会館の連結部）の営繕工事であり、かつ、１取引単位当たり予定価格 1,000 万円以上の
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もの（ただし、雨漏り関連の補修工事については同予定価格が 250 万円以上のもの）につい

ては、その必要性・妥当性等を運営権者が県に対して予め疎明し県が承認した場合に限り、

当該工事代金の全額を県が負担する。ただし、県が本項の各負担を行うために必要な予算措

置等を運営権者が計画する実施時期に応じて講じられず、かつ、運営権者がその実施時期を

見直すこともできない場合はこの限りではない。 

※3 上記にかかわらず、以下に要する費用については、その実績額を運営交付金の臨時追加分とし

て県から運営権者に対して交付する。 

① 国庫補助等事業である航空灯火のＬＥＤ化を行うことに伴い必要となる以下の購入及び

整備 

・航空灯火ＬＥＤ化補用品 

・ＣＣＲ用電源装置 

・漏洩検査装置 

② 低層風情報提供システム（ＳＯＬＷＩＮ）の維持管理・点検 

 

なお、更新投資の実施に伴い航空法第 43 条第１項に規定する特に重要な変更を行うとするとき

は、当該変更について、知事が国土交通大臣の許可を得なければならないことから、県が手続きを

行う。 

また、運営権者は、任意事業の実施に伴い必要となる施設について、自らの判断と費用負担にお

いて新規投資及び更新投資を行うことができる。 

 

イ 投資完了後の取扱い 

県が実施した更新投資は、必要に応じて運営権者と協議した上で、投資完了後に当該対象部分を

運営権設定対象施設に帰属させることがある。運営権設定対象施設に帰属させた場合には、運営権

者が運営等を行うこととなる。 

任意事業の実施に伴い必要となる施設は、運営権者の所有となり、運営権者が希望して県がこれ

を承認しない限り、当該施設に運営権は及ばない。 

 

（２）ハイジャック等防止対策に係る費用負担 

運営権者は、航空運送事業者、貨物利用運送事業法（平成元年法律第 82 号）第２条第６項に規

定する貨物利用運送事業を経営する者及び航空法第133条に規定する航空運送代理店業を経営する

者（以下「航空運送事業者等」という。）が本空港においてハイジャック、テロその他の航空機に対

する不法妨害行為を防止するために行う保安検査機器の購入及び設置並びに保安対策業務に係る費

用の２分の１を負担すること。 

なお、詳細については以下を参照のこと。 

（１）航空保安に対する助成措置について（要請）（平成 18年12月11日国交省大臣官房） 

（２）鳥取空港ハイジャック等防止対策検査業務費補助金交付要綱 

（３）鳥取空港地上作業監視業務費補助金交付要綱 

 

  （３）保険の加入 

運営権者は、事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、空港管理者賠償責任保険を付

保すること。 

 

 ６ その他 

（１）業務の委託 

運営権者は、本事業に係る業務（法令上又は実施契約上委託が禁止されている業務を除く。）につ

いて、第三者に委託し又は請け負わせることができる。 
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（２）国、県及び地方自治体等からの調査・照会 

    運営権者は、国、県及び地方自治体等からの各種調査・照会に協力すること。 

 

（３）関連備品の管理 

運営権者は、本事業実施のため、事業開始日に県から無償貸付を受けた関連備品について、適切

な場所に保管するとともに、点検・保守等を定期的に実施すること等によって適切に管理すること。

また、それらが適切に実施されているかどうかについて、セルフモニタリングによって定期的に確

認すること。 

運営権者は、関連備品の用途変更や実施契約第４７条第２項ただし書きに基づく処分等を希望す

る場合には、それらの実施を希望する理由、実施することの合理性、実施希望時期等についてあら

かじめ県に説明したうえで、県の事前承認を得ること。 
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第３章 空港基本施設等運営に関する要求水準 

 

第１節 対象施設 

 

空港基本施設等及び空港航空保安施設に関する要求水準の対象とする施設の現況は、別紙２に示す

とおりである。 

航空機の運航に関わる土木施設や航空灯火等は、関係する法令等にその仕様等が定められており、

運営権者は、これらに関係する法令等を十分把握した上で、主要施設の機能を補助する施設等を含めて、

鳥取空港機能管理規程等に基づき、適切に維持管理を実施しなければならない。なお、法令等が変更さ

れた場合は、要求水準書を見直し等適切な対応を行わなければならない。 

 

 第２節 要求水準 

 

  １ 空港基本施設等運営等業務 

 

  （１）空港の運用業務（制限区域内の安全管理、エプロン運用等） 

運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（２）障害物監視業務（制限表面突出物件等の監視等） 

 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（３）空港基本施設等の警備業務（巡回点検、機器による監視業務等） 

   運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（４）航空機事故等の危機管理対策業務 

 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（５）危機管理業務（消防・救難業務等） 

   運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

  

（６）鳥獣防除業務 

 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（７）除雪業務 

   運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（８）飛行場リモート対空援助業務対応業務 

   運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

   

（９）航空情報（ノータム）発出業務 

 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（10）空港基本施設等のその他の運営業務 

 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 
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（11）空港基本施設等の維持管理業務 

 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

  ２ 空港航空保安施設等運営業務 

 

（１）航空灯火、航空障害灯その他の航空照明施設並びに付随する土木施設、電気施設及び機械施設

の運営業務 

 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（２）航空灯火、航空障害灯その他の航空照明施設並びに付随する土木施設、電気施設及び機械施設

の維持管理業務 

   運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

  ３ 空港用地運営等業務 

 

（１）県関係機関又は県が指定する者への無償での空港用地の貸付業務 

    ・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

    ・ 空港用地の貸付業務について、県が公共施設等運営権設定前から貸付を行っている者につい

ては、現行の貸付条件を引き継ぐこと。（別紙３参照） 

 

（２）県が指定する者への有償での空港用地の貸付業務 

     ・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

    ・ 空港用地の貸付業務について、県が公共施設等運営権設定前から貸付を行っている者につい

ては、現行の貸付条件を引き継ぐこと。（別紙３参照） 

 

（３）その他第三者への空港用地の貸付業務 

     ・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

     ・ 運営権者は、空港施設の利用及び土地の使用料を定め、第三者に貸し付けることができる。 

     ・ 運営権者は、空港施設の利用及び土地の使用料を定めたときは、県に届け出ること。 

  

（４）空港用地の維持管理業務 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

   ・ 運営権者は、空港用地の衛生的かつ快適な環境を維持するため、定期清掃、草刈等を行い適

切な維持管理を行うこと。 
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第４章 国際会館等運営等業務に関する要求水準 

 

 第１節 対象施設 

 

  １ 国際会館（増築部含む） 

    国際会館 Ｓ造 ３階 4,265.23㎡ 

    増築部棟 Ｓ造 ２階 1.323.81㎡ 

 

  ２ 駐車場施設 

    900台（第１駐車場：787台、第 2駐車場：48台、第３駐車場：65台） 

 

 第２節 要求水準 

  １ 国際会館運営業務 

（１）国際会館の利用に係る料金の設定及び収受 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。

運営権者は、国際会館の利用に係る料金（テナント、会議室、広告等）を設定し、収受する

ことができる 

・ 当該料金を設定したときは、県に届け出ること。 

 

（２）国際チャーター便関連設備の管理 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。

運営権者は、国際チャーター便運航時には、出国待合室、入国待合室への立入申請、関連設   

備の準備等を行うこと。 

 

（３）国際会館のテナント等に対する貸付業務 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。

運営権者は、テナント料金を設定し、構内営業を実施するスペースの貸付を行う。 

・ 運営権者は、構内営業を行う者の募集・選定・契約に当たっては、以下の事項を遵守しつつ、

空の玄関口としてふさわしいテナントを誘致し、当該テナントに対して必要となるスペース

を貸与すること。 

（１）空港の設置管理上及び対象施設の運営上支障のないこと。 

（２）公の秩序又は善良な風俗に反する内容でないこと。 

（３）公衆に不快感を与える内容でないこと。 

 

・ 運営権者は、必要に応じて室内広告を掲出する者に対して必要なスペースを貸与すること 

ただし、名探偵コナンの装飾がある場所は、制限があることがあるので、事前に関係者と調

整を行うこと。 

・ 運営権者は、室内広告を掲出する者の募集・選定・契約に当たっては、以下の事項を遵守し

つつ、空の玄関口としてふさわしい内容の広告を誘致し、当該広告のスペースを貸与するこ

と。 

（１）空港の設置管理上及び対象施設の運営上支障のないこと。 

（２）公の秩序又は善良な風俗に反する内容でないこと。 

（３）公衆に不快感を与える内容でないこと。 

 

（４）国際会館におけるサービス提供業務 

・ 空港利用者を対象にした顧客満足度調査を実施し、公表すること。 
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・ 顧客満足度調査は、少なくとも年１回以上実施し、ホームページ等で公表することによって、

空港利用者の意見を適切に把握し、改善すべき点を明確にした上で、快適で魅力あるサービ

ス提供の実現に努めること。なお、顧客満足度調査の結果については、県に対しても報告を

行うこと。 

 

（５）国際会館の警備業務 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（６）国際会館の維持管理業務 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。

運営権者は、安全性の確保、各機器の安定的・効率的な稼働、植栽の保護・育成、施設の衛

生的かつ快適な環境維持等を目的とした監視、制御、日常的な保守点検を行うこと。 

・ 運営権者は、維持管理記録を作成し、適切に管理すること。 

   

（７）名探偵コナンの装飾に係る維持管理業務（新規設置、更新及び修繕は除く） 

・ 名探偵コナンの装飾の新規設置、更新及び修繕、日常点検、清掃等の維持管理等について県

と運営権者が協議の上、別途定める。 

 

（８）国際会館のその他の運営業務 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。

運営権者は、地域の活動等に配慮するよう努めること。 

 

  ２ 駐車場施設等運営等業務 

（１）駐車場施設等の利用に係る料金の設定及び収受 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。

運営権者は、効率的かつ最適な空港運営が行うことができるよう駐車場の運営を行うことと

し、県と協議の上、駐車場の料金を設定し、収受することができる。 

 

（２）駐車場施設等の警備業務 

・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

（３）交通誘導業務 

・ 運営権者は、駐車場案内・誘導、満車・空車情報、駐車区画案内等、必要なサインを適切に

設置し、円滑な自動車保管及び安全管理に努めること。 

・ 駐車場内の歩行者及び車両の安全確保、及び車両走行の円滑化が十分に図られること。 

 

（４）駐車場施設等のその他の運営業務 

・ 運営権者は、利用者が安全・快適に駐車場を利用できるように適切に運営を行うこと。 

・ 駐車場の利用時間は、午前５時 00分から午後 10時30分までとする。ただし、運営権者は、

空港の適切な運営上、必要があると認められる場合、利用時間を変更することができる。利

用時間を変更する場合は、県に事前に協議を行うこと。 

・ 駐車場は、バリアフリー新法に基づくバリアフリーを満たし、ユニバーサルデザインに配慮

した施設整備及び配置とするよう努めるとともに、身体障がい者用の駐車場についても、所

要の台数を確保すること。また、身体等に障がいのある方や高齢の方などで歩行が困難な方、

あるいは怪我や出産前後で一時的に歩行が困難な方などが施設の専用駐車スペースを適切

に利用できるよう、「ハートフル駐車場利用証制度」に基づくハートフル駐車場を確保する
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こと。 

 

（５）駐車場施設等の維持管理業務 

  ・ 運営権者は、利用者が安全・快適に駐車場を利用できるように施設・設備の機能や状態を常

時適切に運営及び維持管理を行うこと。 

 

（６）除雪業務 

    ・ 運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 
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第５章 環境対策事業に関する要求水準 

 

 第１節 航空機騒音対策業務に関する要求水準 

 

  １ 航空機騒音測定業務への協力 

  （ア）運営権者は、県が「航空機騒音に係る環境基準について（昭和 48 年 12 月 27 日環境庁告示第

154号）」に基づいて実施する騒音測定業務に対する協力すること。 

  （イ）運営権者は、国、県及び関係自治体が実施する生活環境及び自然環境に関する調査、着陸対策

事業に協力すること。 

  （ウ）運営権者は、県が実施する空港周囲部の土地及び施設の維持管理並びに空港周囲部の自然環境

の保全に関する事業に協力すること。 

 

  ２ 滑走路利用割合に関する地元調整への協力 

    航空機の離着陸の滑走路利用割合について、県、鳥取市及び賀露町自治会と協定しており、年間

の実績を報告している。運営権者は、県が実施する滑走路利用割合に関する地元調整に必要となる

データの収集、取り纏めに協力すること。なお、地元調整は、県が主体となって行う。 

 

  ３ 県が実施する空港周囲部管理事業への協力 

県が実施する空港周囲部（本空港の整備に関連して県が空港用地外で用地取得した区域をいう。）

の土地及び施設の維持管理並びに空港周囲部の自然環境の保全に協力すること。 
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第６章 附帯事業に関する要求水準 

 

 第１節 就航促進・利用促進事業、空の駅化に係る事業に関する要求水準 

 

  １ 基本方針 

    県は、運営権者に空港の管理を民間委託することで、民間のアイデア、経営ノウハウ、全国的な

ネットワークを活かしたエアポートセールス、空港の更なる魅力向上や賑わい創出など「空の駅化」

「ツインポート化」の推進がさらに加速されることを期待しているところである。 

    運営権者は、就航促進・利用促進、空の駅化に係る事業を積極的に提案し、実施するよう努める

こと。 

 

  ２ 要求水準 

  （ア）運営権者は、就航促進・利用促進事業、空の駅化に係る事業を実施する際は、空港機能を阻害

せず、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

  （イ）運営権者は、就航促進・利用促進事業、空の駅化に係る事業を実施する際は、必要に応じて、

県及び鳥取空港の利用を促進する懇話会等関係団体と連携、協力し、より効果的な取組みとなる

ように努めること。 

  （ウ）運営権者は、県や関係団体が実施する就航促進・利用促進事業、空の駅化に係る事業に協力す

ること。 

    

 第２節 ハイジャック等防止対策に関する要求水準 

 

運営権者は、航空運送事業者、貨物利用運送事業法（平成元年法律第 82号）第２条第６項に規定する

貨物利用運送事業を経営する者及び航空法第133条に規定する航空運送代理店業を経営する者（以下「航

空運送事業者等」という。）が本空港においてハイジャック、テロその他の航空機に対する不法妨害行

為を防止するために行う保安検査機器の購入及び設置並びに保安対策業務に係る費用の２分の１を負

担する。 

 

 第３節 協議会等への参画 

 

１ 鳥取空港の利用を促進する懇話会への参画 

運営権者は、鳥取空港の利用を促進する懇話会へ参画すること。 

 

   ２ その他の協議会への参画 

    運営権者は、上記のほか、空港の更なる魅力向上や賑わい創出などに係る協議会等が設置される

場合には、積極的に参画すること。 

 

 第４節 車両管理業務 

 

運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守の上、車両の台数確認や適切な場

所（車両に悪影響を与えない場所）での保管を行うなど、適切な利用を行うこと。また、作動点検等を

実施し、管理状況をチェックリストに記録すること。 

 

 第５節 ＳＯＬＷＩＮ（低層風情報提供システム）保守点検委託業務 
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運営権者は、関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、適切に実施すること。 

 

 第６節 空港展望所管理業務 

 

運営権者は、利用者が安全・快適に施設（駐車場を含む）を利用できるように施設の状態を把握し、

適切に維持管理を行うこと。 
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第７章 任意事業に関する要求水準 

 

運営権者は、空港用地内及び空港用地外において、特定運営事業の円滑な実施及び空港機能を阻害せず、

関係法令、鳥取空港機能管理規程等関連基準等を遵守し、風俗営業その他これに類する用途や暴力団の事

務所その他これに類する用途としないなど公序良俗に反しない限り、本事業の目的に沿って、全体計画及

び単年度計画に定められた範囲で、自らが必要と考える事業を行うことができる。 



別紙１

管理者 施設 土地所有者 設置者 運営権設定施設 備考

着陸帯 鳥取県 鳥取県 対象

滑走路 〃 〃 対象

誘導路 〃 〃 対象

エプロン 〃 〃 対象

航空灯火 〃 〃 対象

航空障害灯 民間 〃 対象

調整池 鳥取県 〃 対象

駐車場 〃 〃 対象

国際会館 〃 〃 対象
一部業務を
委託

電源局舎 〃 〃 対象

灯火整備棟 〃 〃 対象

除雪車庫 〃 〃 対象 業務は委託

消防車庫 鳥取県、財務省 〃 対象 〃

SOLWIN(低層風情報提供システム) 鳥取県 〃 対象

空港展望所 〃 鳥取空港ビル 対象

国内線ターミナルビル 鳥取県 鳥取空港ビル 対象外

貨物ビル 〃 〃 対象外

管制塔（航空局庁舎） 鳥取県 国土交通省 対象外

LLZ(ﾛｰｶﾗｲｻﾞｰ) 〃 〃 対象外

GS(ｸﾞﾗｲﾄﾞｽﾛｰﾌﾟ) 〃 〃 対象外

VOR／DME(ﾎﾞﾙﾃﾞﾒ) 国土交通省 〃 対象外

気象庁 気象施設 鳥取県 気象庁 対象外 委託

ANA 給油施設 鳥取県、財務省 ANA 対象外 委託

消防防災課 消防航空センター 鳥取県 消防防災課 対象外

鳥取県警察 県警航空隊 〃 鳥取県警 対象外

企業局 太陽光発電施設 〃 企業局 対象外

鳥取県

鳥取空港ビル株式会社

国土交通省

空港施設の土地所有者と設置者

本事業対象施設

32
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（別紙２）施設の概要 

１．土木施設 

区分 項目 内容 

基本施設 滑走路 

滑走路番号 10 及

び 28 

R/W 長さ 2,000.00m 幅 45.00m 

最大縦断勾配 0.698％(0.8以内)（滑走路末端より 4分の１） 

最大縦断勾配 0.509％(1.0以内)（上記以外） 

最大横断勾配 1.360％(1.5以内) ショルダー5.000％（設計） 

縦断勾配差の最大値 0.189％ 

縦断最小曲率半径 30.000m 

着陸帯 

（C級） 

（第 3種空港） 

AR/W 長さ 2,120.00m 幅 300.00m 

最大縦断勾配 0.998％(1.75以内)（非計器用として必要な最小区域）（中心線から 75m以上） 

最大横断勾配 2.493％(2.5以内) （非計器用として必要な最小区域）（中心線から 75m以上） 

最大縦断勾配 2.177％     （上記以外）（中心線から 150m以上） 

滑走路端安全区域 長さ 90.00m 幅 90ｍ（10側は、長さ 41mしか確保できない） 

滑走路端安全区域の最大勾配 縦断 1.275％ 横断 1.000％ 

誘導路 誘導路 長さ 190.00m 幅 30.00m（23m以上） 

           ショルダー幅 5.00m 

最大縦断勾配 1.465％(1.5以内) 

誘導路縁と固定障害物との間隔 3m 

中心線の曲線半径 直線 

縦断曲線の最小曲率半径 3,000m 

最大横断勾配 1.420m（1.5％）ショルダー 3.231％ 

滑走路との中心線間隔 22.50m 

他の誘導路との中心線間隔 456.06m 

誘導路中心線と開渠との最小間隔 44.33m（皿型排水路までの距離） 

東誘導路 東誘導路 長さ 146.46m 幅 8.00m 

             ショルダー幅 3.00m 

最大縦断勾配 1.450％ 

誘導路縁と固定障害物との間隔 3.000％ 

中心線の曲線半径 直線 

縦断曲線の最小曲率半径 2,500m 

最大横断勾配 1.300％ ショルダー 4.800％ 

滑走路との中心線間隔 22.50m 

他の誘導路との中心線間隔 456.06m 

誘導路中心線と開渠との最小間隔 24.67m（皿型排水路までの距離） 

エプロン ローディングエプロン 23,136㎡（中型ジェット機、小型ジェット機、プロペラ機、小型機） 

内小型機 4,656㎡ 

ナイトステイエプロン 18,480㎡ 中型ジェット機 各３バース 

その他エプロン 1,958 ㎡ 東エプロン 

最大勾配 エプロン  0.494％  

最大勾配 東エプロン 0.356％  

飛行場標識施設 滑走路中心線標識、滑走路進入端標識、滑走路中央標識、目標点標識、接地帯標識、滑走路縁

標識、積雪離着陸区域標識、過走帯標識、誘導路中心線標識、停止位置標識、停止位置案内標

識、誘導路縁標識、風向指示器 
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１．土木施設 

区分 項目 内容 

附帯施設 道路 場周道路  長さ 5,132.34m 幅 5.50m 

保安道路  長さ 1,232.00m 幅 5.00m 

管理道路  長さ  580.00m 幅 3.00m 

監査路   長さ  643.00m 幅 3.00m 

構内道路  長さ 1,507.04m 幅 4.5～13.5m 

GSE通路 長さ    335.75m 幅 4.3～20m 

駐車場 一般  面積（P1：15,370㎡、P2：1,040㎡、P3：1,060㎡）台数 900台 

業務用 面積 4,950㎡ 台数 118台 

排水施設 ＜制限区域内＞ 

U型側溝 長さ 4,351.01m  U型側溝（開渠）プレキャスト 3,000.65ｍ 蓋無 

U型側溝（蓋有）プレキャスト 1,155.31ｍ 

 U型側溝（蓋有）現場打ち  29.90m 蓋有 

U型側溝（開渠）現場打ち 165.15m 蓋無 

管渠        長さ 1,818.15m 管渠 プレキャスト 1,454.04m P（H） 

管渠 （製品）         364.11m VP・VU・FRPM・SGP・ 

有孔管 

暗渠       長さ  746.11m プレキャスト 暗渠 CBボックスカルバート 

L型水路   長さ  623.95m プレキャスト＋現場打ち 蓋無 

皿型排水溝 長さ 1,540.77m 現場打ち 皿型 

素堀り側溝 長さ 1090.38m  素堀 

可変側溝   長さ  517.94m   可変側溝（蓋有）プレキャスト 61.19m 蓋有 

可変側溝（蓋有）現場打ち 429.85m 蓋有 鉄筋 

可変側溝（開渠）現場打ち  26.90m 蓋無 鉄筋 

浸透池     面積  445㎡ 

集水枡     個数 40.00基  集水枡 プレキャスト＋現場打ち 35.00基 

                 集水枡 現場打ち         5.00基 

立杭       個数 9.00基 有孔コルゲートパイプ 

 

＜ターミナル区域＞ 

U型側溝   長さ 1,674.26m U型側溝（開渠）プレキャスト   163.73m蓋無 

                U型側溝（蓋有）プレキャスト 1,364.48m蓋有 

                U型側溝（蓋有）現場打ち       146.05m蓋有 

L型側溝   長さ    39.65m プレキャスト 

管渠        長さ 1,284.16m 菅渠 プレキャスト 1,006.16m P（H） 

管渠（製品）      278.00m VU管 

集水枡     個数  94.00基  

場周柵 ネットフェンス（菱型）  高さ 1.8～2.0m  長さ 5,602.90m 

ネットフェンス（ワイヤー）高さ 1.8m       長さ 137.40m 

プラスチックフェンス   高さ 1.8m       長さ 735.90m 

有刺鉄線（3 本）                  長さ 103.20m 

角パイプフェンス     高さ 1.8m       長さ 64.80m 

門扉（両開き門扉）    高さ 1.8～2.1m  幅 4.0～7.0m   12基 

門扉（片開き門扉）    高さ 1.8m    幅 0.6～1.0m    8基 

門扉（引戸式門扉）    高さ 1.5m    幅 20m         2 基 

消防水利施設 貯水槽    容量 40t用    基数 8基 

消火栓    基数  1基 

給水管    長さ 313.85m   径 75mm 

下水道施設（3箇所） 

下水管渠区間総延長 長さ 325.70m 

汚水枡合計  個数 34基 
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１．土木施設 

区分 項目 内容 

附帯施設 護岸 護岸（ケーソン） 長さ 685.3m 

護岸（鋼矢板）     165.4m 

のり面 切土 面積 55,796㎡ 

盛土 面積 11,391㎡   構造物によるのり面保護 面積 662㎡ 

橋梁 形式：プレストレストコンクリート橋 長さ 790m 幅 1.5m 

その他の土木施設 象形物（ようこそ鳥取へ） 縦 40m  横 370m 

空港展望所 展望所 面積 25㎡ 

駐車場（アスファルト） 面積 153㎡ 

丸太階段   22段 

横断防止柵 21 m 

 

 

２．建築施設 

区分 項目 内容 

国際会館 国際会館 構造 S 階数 2F 

建築面積 2,446.63㎡  延面積 4.265.23㎡ 建築年月日 平成 8年 3月 25日 

 増築部 構造 S 階層 ２F 

建築面積 950.33㎡ 延面積 1,323.81㎡ 

空港基本施

設管理施設 

電源局舎 構造 RC 階数 １F 

建築面積 599.10㎡ 延面積 596.0㎡ 建築年月日 昭和 50年 12月 11日 

キュービクル上屋 構造 RC 階数 １F 

建築面積 21.84㎡ 延面積 21.84㎡ 建築年月日 平成元年 10月 20日 

消防車庫 構造 RC 階数 １F 

建築面積 547.92㎡ 延面積 547.92㎡ 

新消防車庫 構造 S 階数 １F 

建築面積 125.75㎡ 延面積 124.50㎡ 

空港航空保

安施設等 

灯火整備棟 構造 RC 階数 １F 

建築面積 352.33㎡ 延面積 352.33㎡ 

航空灯火整備作業

所 

構造 RC 階数 １F 

建築面積 298.16㎡ 延面積 21.84㎡ 建築年月日 平成 15年 6月 26日 

除雪車庫 除雪車庫 構造 S 階数 １F 

建築面積 1,244.87㎡ 延面積 1,231.67㎡  
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３．航空灯火施設 

名称 略号 規格 数量 

飛行場灯台 ＡＢＮ 回転式 １ 

標準式進入灯 ＰＡＬＳ ＥＨＵ－３１ １６１ 

ＦＨＵ－３１ ５ 

連鎖式閃光灯 ＳＦＬ ＦＸ－３Ｓ（発光部） ２９ 

ＦＸ－ＡＶ－０２（電源部） ２９ 

簡易式進入灯 ＳＡＬＳ ＥＨＵ－３１ ５１ 

進入灯台 ＡＬＢ Ｅ－５ ２ 

高光度式滑走路灯 ＲＥＤＬ ＥＨＢ－３５ ６１ 

ＦＨＢ－３６Ⅱ ５ 

高光度式滑走路末端灯 ＲＴＨＬ ＥＨＢ－３４ ４ 

ＦＨＢ－３３／３４ ３２ 

滑走路末端補助灯 ＷＢＡＲ ＥＨＵ－３１ １０ 

滑走路中心線灯 ＲＣＬＬ ＦＭＢ－３７Ⅱ ６６ 

接地帯灯 ＲＴＺＬ ＦＭＵ－３８Ⅱ ９０ 

滑走路距離灯 ＲＤＭＬ Ｇ－２ １２ 

過走帯灯 ＳＴＷＬ ＥＨＵ－３８（Ｒ） １０ 

転回灯 ＴＰＩＬ ＥＨＵ－３８（Ｂ） １８ 

誘導路灯 ＴＥＤＬ ＥＬＯ－３８ ５３ 

Ｔ－２ ８ 

Ｔ－５ ３ 

誘導路中心線灯 ＴＣＬＬ ＦＬＢ－９ＣⅡ １８ 

ＦＬＢ－９Ｂ ８ 

進入角指示灯 ＰＡＰＩ Ｐ ８ 

風向灯 ＷＤＩＬ ２Ｂ ２ 

エプロン照明灯 ＦＬＯ Ｍ．ＮＨ ６ 

航空障害灯（場外） ＯＢＬ ＯＭ－３Ａ １ 

ＯＭ－６ １ 

旋回灯 ＣＧＬ ＮＨ－６６０ ９ 

 

 

 

 



【別紙３】土地使用許可一覧（行政財産）
貸　　付 当初貸付 貸　　付

(使用許可) (使用許可) (使用許可)
  面 積（㎡） 年 月 日 年 月 日 期　　間

　 H31.4.1 年額
2,112.19 ～ 2,622,233

R6.3.31
R3.4.1 年額

～ 6,923,539
R4.3.31
H31.4.1 年額

～ 485,231
R6.3.31
R2.4.1 年額

～ 3,203,021
R5.3.31

電柱２本 R2.4.1 年額
支柱１本 ～ 10,500
支線４本 R6.3.31
電柱1本 H31.4.1 年額

～ 1,500
R6.3.31

2.14㎡ H31.4.1 年額
電柱2本 ～ 4,263
支線1本 R6.3.31
13.81㎡ H30.7.1 年額

～ 17,374
R6.3.31
R2.4.1 年額

～ 免除
R6.3.31
R4.4.1 年額

～ 〃
R6.3.31
R4.4.1 年額

～ 〃
R6.3.31
R4.4.1 年額

～ 〃
R6.3.31
R3.4.1 年額

～ 〃
R6.3.31
R3.4.1 年額

～ 〃
R6.3.31
R3.4.1 年額

1728.92 ～ 免除
R4.3.31
R3.12.17 年額

～ 〃
R4.3.31

　　  　㎡ R3.4.1 年額
4,946.54 ～ 免除

R4.3.31
　　  　㎡ R2.4.1 年額

1.00 ～ 1,241
R6.3.31

　　  　㎡ H31.4.1 年額

30,468 ～ 2,894,460

R6.3.31

　　  　㎡ R4.4.1 年額
61.40 ～ 免除

R6.3.31
　　  　㎡ R4.4.1 年額

3.31 ～ 免除
R6.3.31

　　  　㎡ H30.4.1 年額
3.75 ～ 4,964

R5.3.31

※令和４年12月時点のもので、今後変更の可能性あり。

R6.3.31まで
１年単位で
自動延長

消防防災ヘリ格納庫・防災航
空室事務所等用地
（ゴミ箱設置場所の追加）

鳥取市湖山町北4丁目344-2 1.17 R3.12.17 R3.12.7 〃

 貸　  付
(使用許可)
 目  　的

所　在　地
  数 量又 は 貸付金額

（単位：円）
相手方 備考

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

H31.4.1 H28.4.1
ANAホールディングス株式会社

１年単位で
自動延長

航空気象業務用地他 鳥取市賀露町字西濱 390.08 H31.4.1 〃 大阪管区気象台

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）

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） 2,580.04 R2.4.1 〃

鳥取空港ビル株式会社5,578.45 R3.4.1 〃

〃

国土交通省大阪航空局

電気通信施設用地
鳥取市湖山町西4丁目
（廃道敷地内）

〃 〃 西日本電信電話株式会社鳥取支店

中国電力ネットワーク株式会社
鳥取ネットワークセンター

電力供給のための配電線施
設(管路)

鳥取市湖山町西四丁目
（電源局舎前）

〃
鳥取市湖山町西4丁目
（鳥取空港敷地内）

H31.4.1 H26.4.17 〃

H30.7.1

鳥取市湖山町西4丁目110-5 0.072 R2.4.1 H22.4.1

配電線施設用（キュービクル
及びマンホール）

鳥取市湖山町西四丁目
（電源局舎前）

H31.4.1 H26.4.1

H30.7.1

鳥取市水道事業管理者

上水道供給のための配水管
敷設用地

鳥取市湖山町西3丁目254-3 2.64 R4.4.1 〃 〃

国際会館上水道給水管敷設
用地

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 0.0567 R4.4.1 H19.4.1 〃

0.0672㎡
外径39mm
内径48mm

Ｌ＝1.4ｍ1本

R3.4.1 H23.7.28 〃

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 0.0748 R4.4.1 H19.4.1

公共下水道取付管布設
鳥取市湖山町北4丁目152-2地
先

0.8㎡
外径114mm
内径107mm
Ｌ＝7.0ｍ1本

R3.4.1 H23.9.20 鳥取市下水道等事業管理者

上水道給水管布設
鳥取市湖山町西4丁目152-2地
先

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 R3.4.1 H28. 4.1 鳥取県消防防災航空センター
R6.3.31まで
１年単位で
自動延長

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 R3.4.1 H28. 4.1 鳥取県警察本部会計課
R6.3.31まで
１年単位で
自動延長

郵便ポスト 鳥取市湖山町西4丁目110-5 R2.4.1 H28. 4.1 日本郵便株式会社鳥取中央郵便局

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

H31.4.1 H28. 4.1
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）

鳥取市湖山町西四丁目
（鳥取空港敷地内）

R4.4.1 R3.3.16 鳥取県　空港港湾課

SOLWIN（低層風情報提供シ
ステム機器）

鳥取市湖山町西四丁目
（鳥取空港敷地内）

R4.4.1 H31.3.27 鳥取県　空港港湾課

〃

管路（大阪航空局への回線
提供）

鳥取市湖山町西四丁目
（鳥取空港敷地内）

H30.4.1 H30.3.16 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

ツインポート化を促す看板
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航空保安施設等

照明施設
CAT-1，PALS航空灯火等1式
無線施設　                 （国土交通省航空局）
ILS（計器着陸装置），
VOR／DME（超短波全方向式無線標識／距離測定装置）
気象施設　                 （気象庁）
RVR（滑走路視距離観測装置）等気象観測施設1式
気象施設　                 （鳥取県）
SOLWIN（低層風情報提供システム）機器1式

その他の施設

航空局局舎　 1,111㎡（RC-２階建，一部６階建）（国土交通省）

旅客 2,975㎡（RC-２階建，一部３階建）（鳥取空港ビル（株））
ターミナルビル 搭乗橋1基，貨物ビル508㎡（Ｓ-平屋建）

大型化学消防車3台　1号（水槽容量6,100ℓ，吐出量4,500ℓ/分）
2号（水槽容量12,500ℓ，吐出量6,000ℓ/分）
3号（水槽容量10,500ℓ，吐出量6,000ℓ/分），貯水槽40㎥×8基

給油施設 レフューラー方式，100kℓタンク1基（ANA）

駐車場 900台　（第１P：787台，第2P：48台，第3P：65台）

鳥取空港 5,589.04㎡（S・2階建，一部3階建）
国際会館 搭乗橋1基

空港展望所　 25㎡

消防施設

飛行場の施設

着陸帯 2,120m×300m（C級）

滑走路 2,000m×45m
(単車輪荷重30t，アスファルトコンクリート舗装）

誘導路 190m×30m　アスファルトコンクリート舗装

エプロン 18,480 ㎡
(中型ジェット機３バース，セメントコンクリート舗装）

誘導路 52.0m×9m　アスファルトコンクリート舗装

エプロン 4,188 ㎡
(単発機5バース，双発機3バース，アスファルトコンクリート舗装）

誘導路 146.5m×8m　アスファルトコンクリート舗装

エプロン 1,958 ㎡
(中型ヘリ２バース，アスファルトコンクリート舗装）

B
管制塔A

国内線ターミナルビル
貨物ビル

C

航空障害灯

【参考】鳥取空港の土地及び施設の所有関係

：県有地
　　Ａ：鳥取空港ビル(株)に貸付
　　Ｂ：国土交通省に貸付

：財務省有地（鳥取県に貸付）

：国土交通省有地
　　Ｃ：鳥取県に貸付

土地所有状況

空港関連施設の概要

滑走路2,000m×45m

ｵｰﾊﾞｰﾗﾝ60m50m

標準式
進入灯790m ｵｰﾊﾞｰﾗﾝ60m

200m

着陸帯
300m誘導路 ｴﾌﾟﾛﾝ ｲｰｽﾄｴﾌﾟﾛﾝ

国内線
ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ

国際会館

調整池
VOR/DME 県警航空隊

管制塔（航空局庁舎）

電源局舎

消防防災センター

灯火整備棟

消防車庫

除雪車庫：県管理施設
：国管理施設
：空港ビル管理施設
：その他（県）

（民有地：鳥取市賀露、鳥取市三津）
空港展望所

SOLWWIN

□□

□

SOLWIN


