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以下の目指すべき姿を作り上げて「復興」の総仕上げを行う。
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、とっとり琴浦グランサーモンのブランド化等）

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、入山再開

【倉吉伝建】現在26棟が工事完了済。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

復興の総仕上げへ向けた取組状況
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住宅：住宅の修繕が概ね終了
住宅修繕の目安となる「被災者住宅再建支援制度」の申請率（10/18現在）
・被災者住宅再建支援補助金： ９９．９％（ 9市町、 3,405件）
・被災者住宅修繕支援金 ：１００．０％（１３市町、10,10８件）
⇒申請期限となる１０月末までに申請率は１００％に達する見込み。

生活復興支援の取組状況（９月末）
・中部１市４町の実態調査実施率９９．９％（生活復興支援対象世帯数974世帯中、実施済み973世帯）
・各市町とも、実態調査がほぼ完了し、個別事情に応じた専門家派遣等の生活復興支援を実施中

引き続き、生活復興支援による被災者一人ひとりに
寄り添ったきめ細やかな対応を実施

数年前、息子さんを亡くし気落ちされている高齢夫婦世帯が、中部地震により家屋が被災。県、役場、震災復興活動支援センターによ
る実態調査を行い、「縁」による屋根修繕を実施。
併せて役場の保健師に当該世帯を訪問いただき、夫婦とも介護予防サービスを受けていただくこととなった。
実態調査の聞き取りの際、生活保護を希望された世帯について生活保護担当者へ取り次ぎ。生活保護担当者が当該世帯を訪問し、
相談を受けられた。
中部地震により屋根が破損した世帯について、建築士（中部地震復興本部事務局職員）を派遣。建築士が現地確認の上、専門
業者を紹介し、当該世帯は、屋根修繕に着手された。

※本県の生活復興支援の取組は、他県でも注目を集めている。
・ＮＨＫ仙台放送局：東日本大震災を振り返る東北エリア放送の番組で本県の取組を紹介
・河北新報（仙台市）：震災後７年半の節目とする３回シリーズ特集記事で本県の取組を紹介

【生活復興支援取組例】

河北新報（仙台市）ＮＨＫ仙台放送
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観光：観光地としての賑わいが拡大
「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、35,830人（対象期間：H28.11.8～H29.3.31）

（H30以降の特徴的な取組・方向性等）
山陰デスティネーションキャンペーン（7.1～9.30）の実質延長やJTB日本の旬の連続実施などの大型キャンペーンに合わ
せ、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。
⇒山陰ＤＣ特別プランを造成し、誘客を促進（白壁土蔵群を浴衣でまち歩き、三朝温泉和紙灯り散策等）
⇒H30.7月豪雨の影響を受けたことから、ＪＲと連携し「がんばろう！西日本」キャンペーンを実施中

実施時期 8月～12月（このうち10月末までは山陰の重点ＰＲ期間）
（県内の観光客入込等の最近の動向）

平成29年の観光客入込客数は、実人数923万人で前年比8.9％の減。主要な発地である近畿・中国からの入込客
数が、豪雪等による冬季の自家用車利用の敬遠や貸切バス料金の高騰によるバスツアーの造成減により減少したため。
一方、外国人観光客宿泊者数(延べ人数）は140,530人（前年比+40.1％）。H30.1～８月までの外国人観光客
宿泊者数も前年の上回っており、好調に推移。

観光需要回復緊急支援事業（平成30年７月補正（専決）及び９月補正）
平成30年７月豪雨による宿泊施設等キャンセルや新規予約の落ち込み等の風評被害を払拭するため、バスツアー造成に対する支援内容の
引き上げや国内外への情報発信への取組を実施しており、引き続ぎ観光・宿泊施設の観光需要の回復に向けて取り組んでいく。
（１）バスを活用した観光客誘致支援

本県での宿泊・周遊を伴う団体観光客を誘致するため、県外からのバスツアー造成に対する支援内容の引き上げを９月１日以降の催行
分から実施。（宿泊旅行の場合）バス１台当たりの補助額を60千円に引き上げ（従前30千円）

（２）国内外への情報発信の取組 関係先と連携し、情報発信の取組やＰＲキャラバンを実施
（３）国の観光支援事業費補助金を活用した、周遊旅行の促進（８月31日（金）～11月30日（金）予定）
ア 対象府県 岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県
イ 周遊旅行促進事業の内容 ２泊以上の周遊旅行を実施した場合に、宿泊料金を一定程度支援する。鳥取県･･･4,000円／泊
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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 ５３０件 補助金 ６.79 億円を交付
・ 災害対策融資（5年間無利息・無保証料） ６１３件 融資額 １４６.９ 億円を実行

○北条ワイン醸造所 （北栄町：飲料製造業）
地震からの復興を契機として、従前から強みを持つＢ to Ｂ（法人顧客対象のビジネス）に加え、新たにＢ

to Ｃ（個人顧客を対象としたビジネス）を強化することとし、個人へのワイン販売の強化に取り組む。
○(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を復旧させるとともに、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。加工工程のマニュアル化、従業員の多能工化に取り組む。

○松風荘旅館（倉吉市：旅館業）
被災した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。

復旧・復興補助金や融資を活用しながら、新商品・サービスにつながる新事業展開に取り組む事業者が着実に増加

○㈱明治製作所 （倉吉市：自動車駆動系部品製造） ※平成29年３月竣工済
＝大谷工業団地内に、自動車トランスミッション部品製造の量産化に向けた新工場を建設。

○尾池パックマテリアル㈱ （倉吉市：包装部材開発・製造） ※平成30年５月竣工済
＝ 西倉吉工業団地内に、食品包装フィルム増産に向けた新工場を建設。

○㈱トンボ倉吉工房 （倉吉市：学生服等製造） ※平成30年６月竣工済
＝西倉吉工業団地の同社敷地内に、スポーツウェア・介護ウェアの新工場を建設。

○宝製菓㈱ （倉吉市：菓子製造） ※平成30年１０月竣工済
＝ 西倉吉工業団地内に新工場を建設し、せんべいや焼き菓子生産ライン等を増設。

○㈱新興螺子 （北栄町：自動車部品製造） ※平成3１年2月竣工見込
＝西倉吉工業団地に、自動車部品（安全装置、排ガスセンサー）等の新工場を建設。

震災復興の次の展開を見据え、工場建設などの大規模投資が活発化してきた（6件、以下は主なもの）



[ 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」（各分野６回、中部地区で開催）
【H29実績】観光：延66社、食： 延59社、健康：延57社、

ＩＣＴ活用：延73社 ※参加実績は全県
・専門家派遣（中部地区企業への派遣実績）
H29年度 観光：4社（延16回）、食：１社（延3回）
H30年度 観光：3社（延8回）、食：2社（延6回）、健康：2社（延8回） ※10/21現在

【事例】(有)望湖楼：1日に2度出勤する「たすき勤務」の見直し、朝食バイキング実施と併せて勤務時間を短縮。夕食を
提携先の飲食店で食べられるプランの提示、浴衣やアロハシャツの貸出など、様々な「選べる」を提供。

復興の総仕上げへ向けた取組状況
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1.67倍、正規雇用の求人倍率も1.08倍と、事業活動が活発化。

平成30年4月、鳥取県立倉吉ハローワークをパープルタウン１Fに開設し、震災復興に取り組む企業の
人材確保支援や求人企業・求職者に寄り添った丁寧で確実なマッチングを実施

【主な取組】出張相談（６月～毎月開催(5か所)）、企業説明会（5月～毎月開催(7回)）、
就職フェア（5/10、8/21） 等 ※9月末現在

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(H29年度)。H30年度は、専門家派遣等により支援。

中部地区 H28.10月

有効求人倍率 １．２２

うち正規雇用 ０．７３

「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～（H29.8.2） の場面
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計

採用決定者数 35（10） 46（13） 61（20） 60（17） 55（16） 51（17） 308（93）

相談件数 837 863 909 922 856 838 5,225

H30.8月

１．６７

１．０８

※採用決定者数欄の
（ ）内は正社員で
うち数
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県立美術館建設に向けた地元の動き

くらよしフィギュアミュージアム

旧ナショナル会館跡地
整備事業（施設イメージ図）

■県立美術館建設に向けた地元の動き
平成２９年１２月２６日 「県立美術館と共に歩む中部地区の

集い協議会」が発足（官民 ４９ 団体で発足、現在 ５４団体）。
観光(周遊)・経済、飲食、アクセス、応援団 等の部会を

設置し、各課題を 共有・検討し、協議会で情報共有。

倉吉市中心市街地における地域資源を生かした新たな拠点の整備

■円形劇場くらよしフィギュアミュージアム
（株）円形劇場が旧明倫小学校校舎を改修。約２，０００点の
フィギュア展示、ジオラマ撮影等が楽しめるフィギュアミュージアムとして
平成３０年４月にオープン。

く よし
■旧ナショナル会館跡地整備事業（仮称：暮らし美コート）
（株）チュウブと倉吉銀座商店街振興組合とが連携し、旧ナショナル
会館跡地に、飲食・物販・コミュニティ機能を備えた新たな拠点を整備
する。平成３１年春オープン予定。
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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、とっとり琴浦グランサーモンのブランド化等）

■好調な中部の農業
平成３０年度の販売単価が過去最高を更新した農産品目

■梨「新甘泉」「王秋」の面積拡大
○ジョイント栽培用大苗の育苗受託の取組状況

・県では早期多収と栽培管理の省力化を可能にする梨のジョイント栽培を推進している。
・ジョイント栽培用の大苗供給体制を整備し、JA鳥取中央等が生産者から委託を受けて大苗育苗している。

○果樹団地再生による面積拡大
・既存の果樹園をリノベーション（棚の整備、排水改良等）し、新規就農者等の多様な担い手参入を促す。
・（単県）戦略的スーパー園芸団地事業、（国）農地耕作条件改善事業で団地を再生。

農産品目 販売単価
○梨（ハウス二十世紀） ６２２円／ｋｇ
○梨（新甘泉） ５５２円／ｋｇ
○らっきょう ７０４円／ｋｇ
○すいか ２２２円／ｋｇ
○デラウェア ８８１円／ｋｇ
○ピオーネ １，１７９円／ｋｇ
○メロン（プリンス）

〃 （タカミ）
〃 （クレオパトラ）

５５６円／ｋｇ
４２８円／ｋｇ
５５１円／ｋｇ

復興の総仕上げへ向けた取組状況
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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、とっとり琴浦グランサーモンのブランド化等）

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。
5月に酪農家全戸124戸の3回目の巡回を終了し、審査項目の点検を実施（11月から4回目を実施予定）。
各農家の審査結果と乳質を乳価に反映させる基準については、理事会（9月20日）で承認されたところ。

「とっとり琴浦グランサーモン」のブランド化
・(株)鳥取林養魚場が、8月5日よりギンザケ成魚の出荷を開始(来年3月頃まで出荷予定)。9月末で11トンを出荷。
さらに年内までに約100トンを出荷予定。

・道の駅(ポート赤碕、琴の浦)やスーパー(県内外のマルイ等)で販売中、町内飲食店(16店)で新メニューを提供中。
・臭みがなく、身がしまり、適度な脂であり高評価であることから、島根県のスーパーから引き合いがあり協議中、東京や
大阪のホテル、レストランからサンプル魚の購入依頼がある。

・31年に加工場(フィレｰ、燻製、缶詰)の増設、32年に直営レストランを整備予定。
・隣接地にグループ会社の(株)日本養魚技術がニジマスの陸上養殖施設を建設中(32年4～9月出荷予定)。今後、
ブランド名、PR・販売方法を検討。

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。



復興の総仕上げへ向けた取組状況

土木（県所管工事、市町村所管工事）
Ｈ３０年５月に、災害復旧工事完了。
※地盤強固に伴う工法変更による工期延長により５月末にずれ込んでいた北栄町西園地区の下水工事が完了。
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農業（共同利用施設、農地、農業用施設、林道）
Ｈ２９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）
学校施設：Ｈ２９年度内に、災害復旧工事完了。
倉吉未来中心（H29.4.30全館再開）、倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館（H29.8.1再開）

文化財
三徳山：平成29年4月18日入山再開
その他の文化財被害に係る復旧状況は下表のとおり。

このうち、倉吉伝建地区の状況は以下のとおり。
・被災した伝統的建造物（特定物件）２３４棟のうち、修理完了した建物が１３５棟、修理中の建物が１５棟。工事環境
が整った建物から工事着手し、平成３１年度中に修理を終える計画。
（※特定物件：伝統的建造物の所有者がその所有する建造物を保存していく旨、倉吉市に同意書が提出されている物件）

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 ２６ ２ １３ 復旧工事中箇所については、
Ｈ３１年度中に復旧完了

復興の総仕上げへ向けた取組状況
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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：H30.11.17（土）～18（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・中・西の３地域で開催予定 (H30.11～H31.2)

■ 避難所運営リーダー養成研修を開催予定（H30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

■ 支え愛マップづくり取組率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。
→インストラクター養成研修

開催日：東（5月2日,8日）、中（4月16日,23日）、西（4月18日,25日）
→住民向けの啓発研修を実施中

開催日：日野郡（8月4日）、東伯郡（9月1日）、西伯郡（9月8日）、
八頭郡（9月12日）、米子市（10月5日）、鳥取市（10月31日）（10月又は11月）

→社協事務局長会議（開催日：5月11日）
→関係者連絡会議 （開催日：東（５月３１日）、中（５月２８日）、西（５月２４日））

■ 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

143

93 105

65
48 36

57 65

支え愛マップづくりの実績と目標

年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

作成数 143 93 105 65 48 36 57 65

累計 143 236 341 406 454 490 547 612

実績 目標



復興の総仕上げへ向けた取組状況

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
平成29年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
【これまでの主な実績】
○相談件数：２４７件

【主な相談内容】
地域防災リーダー育成、屋根修繕、ブルーシートの張り替え等の復興支援活動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：１４地区
○被災世帯実態調査：９５件（住宅状況等に関する聞き取り 等）
○イベント企画・参加

「ふれあいはあとまつり」参加、「鳥取県西部地震から18年フォーラム」登壇、「福興祭」イベント企画 等
○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、伴走

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が再結成。
鳥取県中部地震被災地での見守り活動や、
住宅修繕（応急処置）、片付け等の復興支援

（生活再建支援）を実施中。
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