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新規陽性者の推移

鳥取県

全 国
全国は増加が続く
➡緊急事態宣言13都府
県･まん延防止等重点
措置地域16道県に拡大
（8/20～）

鳥取県は減少傾向

➡爆発的な感染拡大
を抑え込んでいる 県外往来を起因する感染を

除いた場合（8/1以降）

全国と鳥取県の比較【週・10万人あたり】



県外往来による感染拡大

8月に入り県外往来を起因と推定される感染
（２次感染等含）を連日確認

県外からの帰省者等関連 ４２人
➡複数の親族世帯や友人に感染が伝播

建設工事など仕事目的での来県者関連 １９人

➡職場内や勤務後の会食等で感染が拡大

県外訪問歴のある者関連 ３４人
➡家族全員が感染する事例も複数あり



県内のデルタ株流行状況

○鳥取市保健所管内
・ ライブ演奏のある飲食店２件のクラスター事案は同一の遺伝子型
⇒この型のウイルスを繁華街の飲食店利用者（クラスター事案含む）からも検出

○米子保健所管内
・ ２件のデルタ株クラスター事案は異なる遺伝子型のデルタ株を検出

(鳥取市事案とも異なる）

・ このほかの感染例でも、様々な遺伝子型のデルタ株を検出

→複数の株が県内に流入

○強い感染力を示す特徴的な事項
・ 家庭内感染例の増加、世帯員全員が感染する場合も

・ 複数の職場、家庭を介して３次感染、４次感染と感染を続ける事例もあり



繁華街．

鳥取市繁華街の感染状況
ライブ演奏のある飲食店２件のクラスター事案は同一の遺伝子型

⇒この型のウイルスを繁華街の飲食店利用者からも検出
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 入院 ※中等症以上は必ず早期入院

・即応病床を追加確保（286床⇒29９床）※確保病床総数３３７床（９床増）

 宿泊療養 ※症状増悪時はすみやかに入院へ

・東部地区の居室数を拡充
・医師のオンライン診療＋薬剤の処方
・看護師の２４時間健康サポート

 在宅療養 ※症状増悪時はすみやかに入院へ

・パルスオキシメーターの全戸配布、食料品、生活物資の配布

・医師の電話診療、薬剤の処方（協力医8６人）

・訪問看護師・保健所保健師の健康サポート（２４時間体制）

「早期入院」調整

在宅等支援センター

メディカルチェックセンター
東部地区の体制を拡充（赤十字病院も協力）
診察、血液検査、胸部画像検査などにより病状を評価

在宅・宿泊療養中に症状増悪した療養者の診察、処方

抗体カクテル療法の活用

保健所

感染急増による入院
待機者の発生

受診調整

受診結果

症状に応じて
入院・療養先を決定

「鳥取方式＋α」の総力戦
県民の命と健康を守るため

鳥取県の総力を結集して「鳥取方式＋α」を堅持

医師会・看護協会・薬剤師会 等

連携・協力

症状軽快

症状増悪時



高齢の方も若い方もぜひワクチン接種の検討を

 高齢者については、ワクチン接種前後で新規感染者に占める65歳以上の割合が激減
(東京都では、今年3月に22%に達していたが、7月には4％に低下)

 ワクチン未接種者と２回接種者を比較すると感染が1５分の１以下に

 痛みや発熱など副反応が起こることもありますが、通常は２～３日で治るため、
過度に心配する必要はありません。

 デマに注意！
＜デマの例＞・ワクチン接種により不妊になる

・ワクチン接種が原因で死亡者が増加した

あなたと大切な人を守るため、積極的にワクチン接種の検討を！

ワクチン接種後も、引き続き感染防止対策に気をつけて！

鳥取大学医学部 景山 誠二 教授（鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部アドバイザー）

・ワクチン接種により新型コロナウイルスで起こりやすい肺炎などの発症を防ぐ

・副反応が出ても通常数日で回復

⇒発症予防・流行規模軽減のため、ぜひ接種の検討を！



新型コロナワクチン接種の進捗状況

６月まで ７月 ８月 ９月 １０月

６万人分

承認見込み
２万人分

５.５万人分 ４.１万人分２２．５万人分

ファイザー

モデルナ（職域） 承認済 ５.６万人分

４５．7万人分
⇒鳥取県１２歳以上人口

（約５０万人）に対して９１％
の充足率

＜鳥取県へのワクチンの供給状況＞

＜市町村における接種＞

 ６月以降、順次全年代への接種が開始 ⇒ 約23万人（県民の約4割）が２回の接種を完了（8/16現在）
 すでに全人口の７割以上が接種を終えている町もあり

⇒市部の接種者を郡部で受け入れるなど、市町村間で連携し接種促進する取り組みが活発化

＜職域・大学等における接種＞

 7月までに承認された団体では順調に接種が進んでいる ⇒ 約3.3万人分の接種

 8月に入り新たに10会場が承認済み、来週以降、順次接種開始⇒約2.3万人分の接種
 残りの団体についても、8月中の承認の事前連絡があった ⇒ 約2万人分の接種

 市町村とも協力し、広報を進め、一般県民の接種を促進



アストラゼネカ社製ワクチン接種センター

 ※ファイザー社、モデルナ社のワクチンを1回でも接種した方は対象外です

① ポリエチレングリコール（PEG）に対するアレルギー等で、mRNAワクチン（ファイザー社ワクチ
ン、モデルナ社ワクチン）を接種できない場合

② 海外でアストラゼネカ社ワクチンを1回接種済みの場合

③ 接種を希望する40歳以上の方

接種対象

 会 場 ： 鳥取県庁西町分庁舎（鳥取市西町一丁目401）

 接種日時 ： 【第１回目】 ９月中旬の平日夕方を予定 【第２回目】 11月中旬を予定

 1回目の接種後、4～12週間の間隔をあけて2回目の接種を受ける必要があります。

 接種予約の開始日、予約方法等は、とりネット等にてお知らせします。（9月上旬を予定）

 予約状況等により、日程等の拡充を検討します。

接種会場・日時



鳥取県庁における職域接種
8月24日から鳥取県庁での職域接種を開始します。
警察官などへの接種に続き、各会場で広く県民からの接種予約を受け付
ける予定で、予約方法などは８月中に県のホームページでご案内します。

会場 東部会場 中部会場 西部会場

県民の方の
接種開始日
（予定）

9/3（金）～ 9/1（水）～ 9/4（土）～

会場・時間

鳥取県庁西町分庁舎

平日18:15～20:15

倉吉総合看護専門学校
体育館

平日13:30～16:00

西部総合事務所講堂

土日13:30～16:30

３会場あわせて５，０００人分程度の接種を予定

米子高専、商工会連合会などの職域接種でも県民接種に協力



とっとり就職フェア２０２１・８月 副業兼業サミット２０２１

８月２３日（月）～２７日（金） ５日間
オンライン開催（要申込）

【対象】一般、学生
【参加企業】約１６３社
 例年よりも
期間、参加企業等を拡大して実施

８月２３日（月）１９：３０～
オンライン開催（要申込）

 都市部のビジネス人材に
本県での副業を実践事例を交えて紹介

 同日、副業マッチングプラットフォーム
「Loino（ロイノ）」で人材募集を開始

県外学生のみんなの
参加も待ってるぜ︕

ロイヤルホテル大山１階に、大山のふもとの自然豊かな環境でワーケーション等の
テレワークが可能な「リモートオフィス」が８月２４日にオープン！



東郷湖羽合臨海公園のドッグランの試行

【試行期間】
８月２３日（月）～９月３０日（木）午前９時から日没

【場 所】
浅津(あそづ)公園桜広場（湯梨浜町大字光吉）

【利用上の注意事項】
・利用時に登録が必要（ハワイ夢広場で受付）
・飼い主は愛犬と一緒に入場し目を離さないこと
・新型コロナウイルス感染予防対策の徹底（マスク着用・入場制限など）

【今後の予定】
・利用者の方の声等を踏まえて整備後、本格実施に移行

★ドッグラン設置は
山陰の県立都市公園では初の取組！

お問い合わせは東郷湖羽合臨海公園ハワイ夢広場へ

利用料無料！



新型コロナ対策のための積極財政を行いつつ財政指標は改善
（令和２年度一般会計決算が確定）

R2年度 対前年度比

歳入 ３，９７５ ＋３６９

歳出 ３，８４４ ＋２７８

（単位：億円）

コロナ禍において、積極的な財政支出を行いながらも財源をやりくりした結果
経常収支比率 92.2 ⇒ 89.2％ に改善（全国5⇒3位に上昇）

※地方創生実現財政基盤強化知事連盟の要望等により交付税が増

将来負担比率 136.9 ⇒ 134.6％ に改善（全国9位をキープ） ※暫定値

※早期健全化基準400％

【参考：財政誘導目標を堅持】
基金残高 272億円 （標準財政規模の１割以上を達成）

地方債残高（臨財債除き） 3,585億円 （県内総生産（名目）の2割以下を達成）

新型コロナ関連の国交付金や県の基金を活用し、
医療体制整備や事業者支援を積極実施した結果、
歳出が大幅に増加
（歳入歳出の差額は災害復旧事業の▲８４億円）



令和３年度 二十世紀梨初販売セレモニー

〇日 時 令和３年８⽉２３（⽉） ７︓４５〜８︓００
〇場 所 大阪市中央卸売市場（大果大阪⻘果 果実売場）
〇内 容 ７︓４５〜 鳥取からのメッセージ（リモート）

⼆⼗世紀梨配布
８︓００〜 初競り開始

昨年度東郷初出荷式の様子 昨年度セレモニーの様子(知事出席)8月17日 二十世紀梨査定会の様子

赤秀 ７５．０％ 糖度 １０．９度 重量 ３９６．６ｇ


