平成２６年度２月補正予算（臨時議会）の概要
平成２７年２月４日

１ 予算規模（一般会計）
補正額

７，９２６百万円

補正後

３５９，６３４百万円

補正前

３５１，７０８百万円
財

源

国庫支出金 ４，７４２百万円、県債 １，０６６百万円
基金繰入金 １，３４９百万円、繰越金４８８百万円 など

２ 主な事業
①現下の経済情勢等を踏まえた生活者・事業者支援

〈８３８百万円〉

○地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域消費喚起・生活支援型）活用事業（７８６百万円）
物価動向や消費に関する地域の実情に配慮しつつ、地域の消費喚起や生活支援に、スピード感を
持って的を絞った対策を講じるため国が交付金を交付。
（鳥取県配分：７８６百万円）
・地方創生応援！とっとりプレミアム商品券発行事業 ……………………………… ４８０百万円
県産品消費拡大と観光客誘致のため、県民・観光客が県産品購入等に利用できるプレミアム付
商品券を発行する。
（発行総額：２４億円）
・地方創生応援！とっとりふるさと旅行券発行事業

（商工政策課）
…………………………

１００百万円

県外から宿泊を伴う観光客の増加を促進するため、県内宿泊施設で利用できるプレミアム付旅
行券を発行する。

（観光戦略課）

・多子世帯応援クーポン券発行事業 ………………………………………………

１９０百万円

多子世帯の生活支援及び地域の消費喚起に資するため、多子世帯に対しクーポン券を交付する。
（１世帯あたり１万円）

（子育て応援課）

・低所得者向け灯油等購入助成事業 ………………………………………………

９百万円

低所得世帯に対して灯油購入費、商品・サービス券購入費等の助成を行う市町村に対して補助
金を交付する。

（福祉保健課）

・
「とっとり・おかやま新橋館」ふるさと名物振興券発行事業 ……………………… ７百万円
「とっとり・おかやま新橋館」において、アンテナショップで販売している鳥取・岡山両県の
特産品を対象とした「ふるさと名物振興券」を発行する。

（販路拡大・輸出促進課）

【その他の主な事業（交付金以外の県単独事業）
】
○企業自立サポート事業（制度金融費）………………………………………………

制度拡充

県内中小企業者等の円滑な資金調達のため、県制度融資について、社会経済情勢の変化を踏まえ、
創業や小規模事業者向けの融資メニューなど制度を拡充する。

（経済産業総室）

○信用保証料負担軽減補助金 ……………………………………… ２百万円（※融資枠２０億円）
地域経済変動対策資金（消費税率引上げ対応、円安・原材料高騰対応）の利用増に備え、信用保
証料負担軽減補助金を増額する。
○地域創業促進事業

（経済産業総室）
１百万円（Ｈ２７～Ｈ２９債務負担行為 １８百万円）

地域密着型の新規開業者や新事業展開を行う中小企業に対し、創業初期の経費負担軽減、販路開
拓拠点の確保を支援し、地域における創業や新事業の安定的な定着を図る。
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（経済産業総室）

②とっとり創生の先行的実施

〈３，９４１百万円〉

○地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）活用事業

（１，５３０百万円）

地方公共団体による地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する優良施策等を実施す
るため国が交付金を交付。
（鳥取県配分：１，３００百万円）

※地方創生先行型交付金活用事業については一覧表添付

【その他の主な事業（地方創生先行型交付金以外の国事業及び県単独事業）
】
○鳥取県緑の産業活力創生プロジェクト事業 …………………………………… １，６８０百万円
路網や林業機械の整備、間伐の実施、木材加工施設の整備等、川上から川下に至る総合的な取組
を支援し、本県の木材利用の拡大と林業・木材産業の活性化を図る。

（県産材・林産振興課）

○地域の結婚・出産・子育て応援事業（地域少子化対策強化交付金）……………… ２４０百万円
結婚、妊娠、出産、子育ての一貫した切れ目のない、地域の実情に応じたニーズに対応する地域
独自の先駆的な取り組みを行う。
（県分５０百万円、市町村分１９０百万円）

（子育て応援課）

○地域における女性活躍推進事業（地域女性活躍推進交付金） ……………………

２４百万円

女性が夢や希望を持って、そのスキルや感性を最大限活かすことのできる環境をつくるため、輝
く女性活躍パワーアップ企業を輩出するための広報や女性リーダー育成セミナー、実態調査などを
実施する。
○鳥取観光Ｗｉ－Ｆｉ整備事業

（男女共同参画推進課）
………………………………………………………

２１百万円

県内の主要観光地（大山寺参道、鳥取砂丘商店街、浦富海岸周辺ジオパーク関連施設など）にお
いて、外国人を含む観光客へ無料のＷｉ－Ｆｉ通信環境を整備する。

（情報政策課）

○ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会開催事業 ………………………………

１百万円

鳥取県での開催が決定しているウォーキングの国際会議ワールドトレイルズカンファレンス及
びそのアジア版の会議アジアトレイルズカンファレンスの開催準備等を地元関係者と協働で推進
する。

（中部総合事務所）
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③防災・安全対策への対応 〈３，１４７百万円〉
○公共事業

２，７６６百万円

（１）補助事業

（２，７３２百万円）

・道路橋りょう新設改良事業（岩美道路

等）

・道路橋りょう維持事業（橋りょう補修、災害防除

等）

・農業農村整備事業（畑地帯総合整備事業 等）
・農地防災事業（地域ため池総合整備事業）
・林道事業、治山事業、砂防事業

など

（２）国直轄事業

（３４百万円）

・フロンティア漁場整備事業、直轄河川海岸事業
（農地・水保全課、県産材・林産振興課、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）
【その他の主な事業（公共事業以外の国事業及び県単独事業）
】
○地域医療対策費（医療施設等施設整備費）……………………………………………

１９１百万円

国経済対策補正予算を活用し、耐震化のための施設整備事業を行う事業者に対して助成を行う。
（医療政策課）
○有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業 ……………………………………

１４９百万円

国経済対策補正予算を活用し、スプリンクラー設置等の防火対策のための施設整備事業を行う事
業者への支援を行う。

（医療政策課）

○鳥取県社会福祉施設等耐震化等整備事業 ……………………………………………… ２７百万円
国経済対策補正予算を活用し、障がい者グループホームのスプリンクラー整備に対して助成する。
（障がい福祉課）
○鳥取県グループホームスプリンクラー等設置促進事業 ………………………………

８百万円

障がい者グループホームのスプリンクラー整備について、通常ルール分に加え、単県嵩上げを行
う。また、借家のグループホーム等について、簡易型スプリンクラーの設置に対して助成する。
（障がい福祉課）
○ため池防災減災対策推進事業 ……………………………………………………………

７百万円

農村地域の防災力向上を図るため、ため池の調査点検を行うとともに、市町が実施するハザード
マップの作成を支援する。

（農地・水保全課）

○中央病院建替整備事業 ………………… ６８百万円（Ｈ２６～２９継続費 １，９６９百万円）
中央病院建替整備予定地での埋蔵文化財試掘調査で秋里遺跡の一部とみられる遺物（土器類）が
出土したことに伴い、予定の平成３０年１０月の新病院開院に間に合うよう早急に埋蔵文化財発掘
調査等に着手する。

（病院局）
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地域住民生活等緊急支援のための交付金「地方創生先行型」 対象事業一覧
（単位：千円）
部局名
1

未来づくり推
進局

2 総務部

3 地域振興部

4 地域振興部

5 地域振興部

事業名
県版総合戦略策定費

事業の概要
有識者などからの意見聴取や、県政の現状や課題に関する調査等を実施し、県版の
総合戦略を策定する。

年間を通じて、鳥取県の旬の話題や、首都圏で認知の高い観光地などをテーマに、マ
首都圏発！とっとり創生発
スメディアと連携してイベントを開催し、ソーシャルメディアなども活用して効果的な情
信事業
報発信を展開する。

みんなで地方創生事業

県東部、中部・西部に一般財団法人とっとり県民活動活性化センターと県が一体となっ
て「とっとり創生支援センター（仮称）」を設置し、地域ごとに市町村やNPO等から寄せら
れる地方創生に関する相談や活動支援の要請に対応する。
また、民間団体等が取り組む地方創生に資する取組を支援し、官民一体となった取
組を推進するため、裁量により機動的かつ効果的に活用できる枠予算を設定する。（１
０，０００千円×３地域）

鳥取県に目を向けていない県外在住の若い世代を対象に、とっとり暮らしに関する情
報発信を強化し、まずはとっとりファンになっていただくことで、将来の移住定住につな
げていく。
移住定住情報発信強化事 ・若者人材の誘致
業
・子育て世代をターゲットとした親子向けイベントの実施
・移住をテーマとした番組の取材・ロケ誘致
・岡山県と連携した情報発信
「鳥取県移住定住サポートセンター」において相談及び移住定住ポータルサイトでの
情報発信を実施し、本県へＩＪＵターンを希望される方の相談にワンストップできめ細か
移住定住推進基盤運営事業 く対応するとともに、住宅に関する相談に対応する住宅相談員を設置し、迅速かつきめ
細かい相談対応を行うことにより、本県への移住定住の促進を図る。

金額
8,000

22,000

34,331

20,000

76,403

6 地域振興部

地域おこし協力隊の抱えるニーズは多様であり、行政のみによる支援では対応に限界
地域おこし協力隊サポー があるため、ノウハウを有する民間団体との連携による協力隊の支援を行う。
ト事業

3,937

7 地域振興部

鳥取砂丘コナン空港を核とする交流創出に向けた取組を進めるため、鳥取空港周辺
鳥取砂丘コナン空港交流
の観光拠点を結ぶループバスの実証実験や中部地域の観光地を結ぶ「コナンループ
創出事業
バス（仮）」運行支援、空港内への多目的施設の整備などを行う。

47,140

8 地域振興部

外国人観光客等の誘致を促進する上で、優先的に整備が必要なサイクルステーショ
米子鬼太郎空港賑わい創
ン・更衣室、多目的施設などを国際定期便やチャーター便が就航する米子空港に整備
出事業
する。

6,000

9 地域振興部

公共交通における無料Wi 外国人観光客を中心にニーズの高い公共無料ＷiＦi環境を公共交通にも新たに整備
Ｆi環境整備事業
することで、国内外からの更なる観光誘客を促進する。

2,300

10

11

文化観光ス
ポーツ局

国際的な観光地としての魅力を高め、多くの外国人観光客が訪れる国際リゾート地と
して発展することを目的に、本県を訪れる外国人観光客の利便性の向上を図るため、
民間事業者等が実施する受入環境整備を支援し、官民が一体となった受入態勢整備
鳥取県外国人観光客倍増
を図る。
促進事業
・外国人観光客受入対応施設等整備支援
・両替機・モバイルサービス導入支援
・消費税免税店舗開設支援 等

32,000

文化観光ス
ポーツ局

近年、訪日外国人の旅行形態が団体旅行から個人旅行へ急激に変化していることか
ら、外国人観光客の利便性を高めるため、海外の個人旅行客向け大手旅行ポータル
訪日外国人ＦＩＴ（個人旅行
サイトにおいて情報発信等を行うとともに、レンタカー利用料金の支援を行う。また、県
者）対応強化事業
内移動をする際に利用できるツールを作成するとともに、更なる誘客を促進するため、
外国人個人旅行客を中心とする市場調査を実施する。

38,500

文化観光ス
12
ポーツ局

外国人観光客の誘致による本県の観光産業の振興及び米子ソウル便、環日本海定
期貨客船などの国際交通基盤の維持・発展に寄与するため、海外旅行会社等に対す
外国人観光客誘致推進事
る支援制度（ホームショッピング実施支援・貸切バス代支援・サイクルツアー実施支援・
業
山岳ガイド支援）や国・地域別のプロモーション活動を実施する。

13

文化観光ス
ポーツ局

鳥取県の津々浦々までお客様が観光周遊し、地域の消費喚起と新たな観光循環を起
地方創生・とっとりの旅づく こす「とっとりの旅づくり」のため、これまで多くの観光客を受け入れていないエリアを中
り事業
心とした地域の優れたお宝の観光商品化と周遊の仕組みづくりを行う。

14

文化観光ス
ポーツ局

着地型観光・体験情報発
信事業

文化観光ス
15
ポーツ局

16

文化観光ス
ポーツ局

認知度不足で、その魅力が十分に伝わっていない「着地型観光メニュー」を束ね、観光
情報とともに発信する「鳥取県着地型観光案内窓口」をレジャー専門ＷＥＢサイト上に
構築し、増加する個人旅行者に強く訴求することでダイレクトな誘客につなげる。

「エコツーリズム国際大会2013in鳥取」を契機として、鳥取県の各地域に展開するエコ
とっとりスタイルエコツーリ ツーリズム体験素材について、県域で”エコツーリズムのメッカ”として全国発信できる
ズム普及推進事業（多言 よう体験素材集を改訂、発刊するとともに、一層のインバウンド誘客を図るため、外国
語情報発信）
語版を制作し、鳥取県におけるエコツーリズムの魅力を多言語で情報発信する。
世界ジオパークネットワーク（GGN）加盟の山陰海岸ジオパークが拡がり、鳥取砂丘、
天橋立や城崎温泉をはじめとした著名な観光地が点在する鳥取・京都・兵庫３府県の
日本海側地域の観光資源をネットワーク化し、長期滞在型の一大広域観光交流圏を
広域観光交流圏促進事業
形成し、国内外からの誘客促進の強化を図るとともに、交流人口の拡大による地域の
活性化を推進する。
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48,800

7,000

4,300

3,500

30,000

地域住民生活等緊急支援のための交付金「地方創生先行型」 対象事業一覧
（単位：千円）
部局名
福祉保健部

事業名
県版不妊治療費支援事業

17

福祉保健部
18
福祉保健部
19
福祉保健部
20
福祉保健部
21
福祉保健部
22
福祉保健部

25 商工労働部

26 商工労働部

27 商工労働部

28 商工労働部

不妊に悩む夫婦等への経済負担の軽減及び精神的なサポートを行うため、不妊治療
（体外受精・顕微授精・人工授精）に対する助成を行う。
特定不妊治療費に年間の回数制限を設けないなど、国の助成回数を超えた部分及び
人工授精の費用について助成を行い、不妊に悩む夫婦等の積極的なサポートを行う。

保育サービス多様化促進 安心して子どもを生み育てやすい環境を整備するとともに、児童の福祉の更なる向上
事業（障がい児保育、重度 を図るため、各市町村が特別な支援が必要と認めた子どもに対して、保育士等を配置
障がい児保育事業等）
する場合に助成する。また、特定教育・保育施設及び地域型保育が、途中入所の乳児
を担当する保育士を年度当初から配置する経費について助成する。
低年齢児等受入保育所保 ０歳児（３：１）から１歳児（６：１）においては、基準上の保育士配置が急激に手薄になる
育士特別配置事業
ため、１歳児担当保育士の加配（４．５：１）を行うための経費を助成し、児童のより健全
な育成を促す環境を整える。
鳥取県多子世帯保育所保
育料軽減子育て支援事業 国の軽減制度と県独自の軽減制度を組み合わせて、同一世帯の第３子以降の児童の
いる家庭の保育料を軽減することにより、子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりを促
進するとともに、少子化対策として「もう一人子どもを生もう」という意識の促進を図る。
中山間地域市町村保育料
無償化等モデル事業
少子化、人口減少の危機に直面している中山間地域において、保育料の無償化・軽減
による子育て支援により若者の移住定住に果敢に挑戦する市町村に対して助成する。
鳥取県野外保育促進事業 自然体験活動の大切さが見直される中、本県の恵まれた環境を活かして、子どもたち
が豊かな自然で“遊びきる”経験を持てる環境を構築するため、本県で平成２７年度か
ら創設する「森のようちえん認証制度」において認証された「森のようちえん」の運営費
を補助する。
病児・病後児保育普及促 保護者が働きながら安心して子育てができる環境づくりを総合的に推進し、住民ニー
進事業
ズに基づいた病児・病後児保育を実施するため、病児保育施設を開設するための改

23

24 生活環境部

事業の概要

修経費の助成（単県嵩上げ）、利用調整システムの検討、国庫補助要件に満たない事
業所等の運営費助成を行う。
自然歩道（大山エリア）案
内看板等環境整備事業

大山エリアにおける案内看板の更新（多言語表記）等の登山道の整備を行い、近年増
加している外国人登山者の利用に対応した環境整備を図る。

とっとり国際ビジネスセン
ター運営事業

貿易専門相談員の商談会随行等による「ハンズオン」支援、「優良案件」の海外商談会
参加等に対する重点的支援（補助要件緩和）等により、地域波及性の高い「海外展開
優良案件」の支援を強化する。
県内建設業種（とび、型枠、鉄筋等）への若年者の入職促進、人材育成を支援するた
若年者等への技能承継事 め、鳥取県職業能力開発協会と技能士団体等による共同体に対して、有期雇用による
業
職業訓練（９ヶ月間）を委託するとともに、仕事現場の視察等による技能の紹介を行う
ことにより、本県技能士の技能承継・正規雇用化を推進する。
求職活動中の育児者が職業訓練を受講する場合に、訓練期間中に子どもを保育所等
職業訓練生託児支援事業 に託児する経費の一部（１／２）を奨励金として支給し、託児にかかる経済的な懸念を
軽減して、子育て中の求職者の職業訓練の受講を促進する。
女性が創業しやすい環境整備の一環として、関心はあるが創業へ踏み出せない女性
や、創業に向けたヒントをつかみたい女性などが気軽に参加でき、創業へのイメージを
女性の創業応援事業
具体化するための「女性のための創業ファーストステップセミナー」を県内において開
催する。

金額

14,926

136,766

128,212

332,724

39,542

15,684

6,503

13,190

49,871

38,053

10,440

2,072

29 商工労働部

県内雇用ミスマッチ解消対策として、人材過剰な業種求職者の職業意識の転換を目的
県内雇用ミスマッチ解消事 とした就業支援機関のキャリアコンサルティング能力の向上を図るとともに、人材不足
業
業種企業の処遇改善を目的とした社会保険労務士による処遇改善の状況チェックと社
内規程の点検、整備、適正運用等に係る相談指導等を行う。

30 商工労働部

ふるさと就職促進事業

31 商工労働部

とっとりＩＪＵターン就業助
成金事業

32 商工労働部

若年者就職・定着一貫支
援事業

座学による就職基礎講座と職場での就労体験とを組み合わせ、就職した状況に近い
体験を行い、就職に対する若年者の職業意識形成を促進することにより、実際の就職
につなげるとともに、就職後の若年者が職場で定着できるよう、就職者の定着支援を
行う。

19,890

33 商工労働部

県内高校生及び本県出身大学生等の県内企業（業種）への理解を深めるとともに、就
県内企業魅力発見支援事 職定着を促進するため、高校生向けのキャリア教育、大学生向けのインターンシップを
業
実施する。２７年度はキャリア教育実施校を拡大するとともに、キャリア、インターンとも
対象職種・業種を拡げ効果アップを図る。

22,544

34 商工労働部

就業支援機関機能・連携
強化事業

県内就業支援機関である「レディーズ仕事ぷらざ米子」・「ミドル・シニア仕事ぷらざ米
子」と国のハローワーク等の就業支援機関との一体的な運営を行うことにより、就業支
援機関間の連携を強化するとともに、求職者の利便性を向上させ、早期のマッチング
と就職後の定着の向上につなげる。

11,103

東京・大阪に定住促進コーディネーターを引き続き配置するとともに、新たに年末に
県内に帰省する学生等を対象にした企業紹介フェアを実施する。
また、鳥取県・岡山県共同アンテナショップの「観光・移住コーナー」（常設）を交流、
情報発信の場とし、関東圏から中長期的に産業人材の確保につなげる。
県外在住の「プロフェッショナル人材」を受け入れた県内企業に対し、試用期間(原則
３ヶ月、最長６ヶ月）中の給与等経費の一部を助成し、正規雇用就業の拡大と県内転
入の促進を図る。
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4,726

23,237

104,350

地域住民生活等緊急支援のための交付金「地方創生先行型」 対象事業一覧
（単位：千円）
部局名

事業名

35 農林水産部

元気な里山応援事業

36 農林水産部

次世代を担う農業人材育
成研修事業

37 農林水産部

畜産酪農クラスター推進
事業

38 農林水産部

39 農林水産部

40 農林水産部

41 県土整備部

42 県土整備部

43 教育委員会

事業の概要
「里山一人一役」の取組を推進し、里山の活性化を図るため、中山間地域等における
産業活動（農林業）の維持・発展を目指す新たなシステム作りに係る計画の策定や、
実践する上での試行・運用に係る取組を支援する。
農業大学校を核とした研修機能の強化を目指し、農業人材の育成に向けた新たな研
修コースを農業大学校に設置するため、必要な施設及び機械を整備する。
県内の生乳生産量６万トンの確保を目指し、大規模酪農経営体の立ち上げに向けた
新たな協議会設置の動きがある。乳用牛は受精卵移植による和牛の生産や乳用種肥
育のもと牛生産を支えている部門であり、各部門が連携し県内畜産の推進を図る必要
があることから、県も一体となって体制を支援する。

園児が日常的に県産材に親しむことで、木育や子育て環境の充実が期待できることか
子育て施設木づかい推進 ら、非木造の幼稚園等を対象に、県産材を使用した内装等の木質化を支援する。（上
事業
限200万円×40施設）
タイ・シンガポール・マレーシア等の現地調査、、海外バイヤーの招聘等により、ネット
「食のみやこ鳥取県」農産
ワーク形成、ニーズや競合商品等に関する情報収集を行い、輸出に取り組む県内業
物等海外販路拡大事業
者の拡大を図る。
東日本大震災による漁業生産基盤の壊滅的被害を受けた大手水産企業グループが、
ギンザケ養殖事業の再開を目指し、美保湾での事業化実証試験を行っていることか
ギンザケ稚魚生産拡大支
ら、ギンザケを本県の新しい特産品として定着させるため、県内の内水面養殖業者が
援事業
行う新たなギンザケ稚魚養殖場整備に対し支援を行う。
ミッシングリンク解消推進
事業

地方創生を進めるうえでの基本的なインフラとなる県内高速道路のミッシングリンクの
早期解消に向けて県内外での広報活動の強化や整備が急がれる区間を抽出するた
めの現況把握等を行う。

持続可能な土木建設業の実現に向けて、建設技術者を確保・育成するため、新規入
将来の建設産業担い手育 職者へのトレーナーの人件費補助やスキルアップのための研修参加経費の支援を行
成支援事業
う。
生徒一人ひとりが、将来、社会的に自立していくために、必要かつ基盤となる能力や態
鳥取県版キャリア教育推 度を育てるためのキャリア教育を全ての県立高校で実施し、夢や希望に向かって果敢
にチャレンジし、将来の日本や鳥取県に貢献する生徒を育成する。
進事業
合

計
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金額

15,885

13,090

500

80,000

5,000

16,113

15,226

14,751

11,157

1,529,766

