令和4年度 出前説明会 テーマ一覧
01【県政全般】
番号

令和4年４月１日現在

テーマ

説明の内容

1

地方創生

地方創生総合戦略や地方創生の取組について

2

SDGs

SDGsの推進に係る県の取組について

3

関西広域連合

鳥取県が参加している関西広域連合の取組について

4

鳥取県の広報

県の施策や事業等の県民への広報について

5

統計で知る地域の姿

公民館単位や小中学校区などの小地域を対象に人口推移、世帯人口、産業等の統計数字を紹介しながら、地域の実情に迫ります。（開催地の希望
に応じた内容を準備します。地域活性化の基礎資料や地域学習の教材として活用できます。）

6

打って出る鳥取県東京本部

食のみやこ・物産・観光・産業振興・移住定住など首都圏や全国に発信をしている東京本部の活動について

7

関西での企業展開、ＩＪＵ、阪路開拓への支
関西圏への情報発信（観光、物産宣伝等）、観光客誘致活動、県産品販路開拓、企業誘致活動、ＩＪＵ支援等について
援事例等について

8

名古屋代表部の活動紹介

中京圏への情報発信（観光、物産宣伝等）、観光客誘致活動、企業誘致活動等について

9

鳥取県の財政事情

鳥取県の財政状況について

10

県税のしくみ

県税のあらまし、地方税をめぐる最近の動向、森林環境保全税などについて

11

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入促進

公共施設の整備・運営における民間活力の導入方針・取組事例等について説明します。

12

歴史公文書等保存条例と公文書館の役割

平成２９年４月１日に施行された歴史公文書等保存条例の概要と公文書館の役割及び利用方法について（条例の概要と公文書館、公文書館の利用
方法を具体的に解説します。）

13

日本財団との連携プロジェクト

日本財団と連携した鳥取県の取組について

14

情報公開制度

県民の皆さんの請求に応じて県が持っている公文書などの情報を公開する制度の仕組みや利用方法などの情報公開制度の内容について

15

行政手続制度

県が県民の皆さんなどに行っている様々な許認可などについての判断基準、申請から許認可までの日数、処分や指導の方法などの具体的手続など
を明らかにするため定められた行政手続制度の概要について

16

個人情報保護制度

県が様々な仕事をする際に取り扱う個人情報を保護するために定めたルールなど個人情報保護制度の概要について

17

公益通報者保護制度

労働者の皆さんが、勤務先の不正行為を監督官庁等に通報したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう「公益通報者」を
保護するための制度の概要について

18

鳥取県民参画基本条例

県民が主役の県政を推進するために必要な、県民参画に関する基本的事項(情報公開・広聴制度・県民投票制度)を定めた、鳥取県民参画基本条例
について説明します。

19

広聴制度

県民の皆さんのご意見、ご意向等を県政に反映するために実施している「県民の声」「パブリックコメント」「県政参画電子アンケート」等について

20

とっとり県民の日

「とっとり県民の日」の制定経緯、意義及び記念事業等について

21

選挙をめぐる諸情勢

近年の投票率の動向や選挙制度の概要を説明します。

02【地域づくり・まちづくり】
番号

テーマ

説明の内容

1

鳥取県の移住定住推進施策

鳥取県の移住定住推進施策、若者に向けたＩＪＵターン・定住に向けた取組について

2

鳥取県の関係人口推進施策

鳥取県のワーケーション、関係人口推進等に向けた取組について

3

ふるさと納税

ふるさと納税の仕組みや手続きの流れについて説明します。

4

市町村行財政の現状と課題

市町村の行財政の姿や行政の透明性の確保、財政健全化法による健全な財政運営の確保、県から市町村への権限移譲、住民自治などのあり方に
ついて

5

中山間地域の現状と対策（東部地区）

過疎・中山間地域の現状とその活性化の取組（中山間地域振興施策・移住定住施策等）について説明します。

6

若桜鉄道及びその沿線の活性化（東部地
地域交通・観光資源として注目を集める若桜鉄道と沿線住民が一体となった活性化の取組について説明します。
区）

7

国道29号沿線の日本風景街道の取組（東
鳥取市～宍粟市の地域団体が地域活性化のために取り組んでいる日本風景街道と29号沿線の魅力や活動団体の取組について説明します。
部地区）

8

森の厄介者を地域のお宝に～ジビエの取
獣害の現状、獣害対策としての捕獲、捕獲したイノシシ、シカを高級食材「ジビエ」として売り出す取組を説明します。
組（東部地区）

9

令和新時代創造県民運動

若者をはじめとするあらゆる年代の方々による地域づくり活動を広げ、令和新時代の新しい活力を創造する「令和新時代創造県民運動」について、そ
の考え方や施策等について

10

過疎・中山間地域の現状と県の中山間地
域振興施策

過疎・中山間地域の現状と県の中山間地域振興施策について

11

空き家問題の現状と空き家の利活用等の 人口減少等の進展に伴い増加する空き家の抑制に向け、空き家の利活用や除却（解体）に係る行政の取組、適正な維持管理の重要性、将来の空き
取組について
家化を予防する取組等を説明する。

12

身近な緑づくりの普及

鳥取の身近な自然等を活かした地域緑化の取組について

13

景観法と景観まちづくり

景観法と県の景観施策の説明、景観まちづくりに関する施策の紹介等について

14

屋外広告物規制と景観創造への活用

良好な景観を形成するための屋外広告物（いわゆる広告看板等）の設置に関する規制について

15

屋外広告業の登録

屋外広告業の登録制度について

16

景観まちづくり活動サポート事業

県は地域の景観資源を活用した住民によるまちづくり活動をサポートしています。事業の活用方法や過去の活用事例などについてお話しします。

17

とっとり農山村資源保全活動推進事業

市街地住民やNPO法人、学生、市街地公民館、企業・団体等など多様な外部サポーターが、労力補完することで農地や、農業用水路、ため池等の農
業用施設等の地域資源を保全する活動、交流による活力増進を通じた農業・農村活性化の取組みを市町村とともに支援する制度を説明します。 *農
山村ボランティア *共生の里 *むら・まち支え合い

18

都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープランの意義や内容について説明します。

03【福祉・保健・医療】
番号

テーマ

説明の内容

1

大正時代の新聞記事にみる鳥取県のスペ 公文書館が作成した大正時代の流行性感冒（スペイン風邪）データベースの紹介、そこからみえてくる鳥取県のスペイン風邪の流行状況や当時の感
イン風邪
染対策について解説

2

福祉のまちづくり

高齢者、障がい者、妊産婦などを含むすべての県民が自らの意思で自由に行動でき、社会参加できる「福祉のまちづくり」を進めるために必要な高齢
者や障がい者等への理解や配慮すべき事項について

3

低所得者対策の取組

低所得者対策の推進について

4

福祉・保健サービス評価

福祉・保健サービスの評価の取組について

5

社会福祉法人の存在意義と果たすべき役
法人が提供しているサービス、利用者の苦情解決手段、法人に求められる透明性
割

6

依存症対策

アルコール健康障がい対策をはじめ、依存症の現状と対策を説明します。

7

｢あいサポート運動｣に係る本県の取組

平成21年11月28日に創設した「あいサポート運動｣の目的を説明するとともに、誰もが住みよい地域社会を作るため、さまざまな障がいの特性、障が
いのある方が困っていること、障がいのある方が配慮してほしいと思っていること等を紹介します。(※あいサポート研修自体は県社協で受付・実施し
ています。）

8

鳥取県手話言語条例

鳥取県手話言語条例、鳥取県手話施策推進計画の概要、手話普及に関する主な取組等を紹介します。

9

障がいのある方への就労支援

農福連携など障がい者の所得向上のための鳥取県独自の取り組みや、様々な場面で活躍する障がい者就労事業所を紹介します。

10

認知症

認知症に関する正しい知識を身につけ、認知症の理解を深めていただきます。

11

介護保険制度

鳥取県における介護保険制度について説明します。

12

健康づくり

健康指標・意識調査等から見た鳥取県の健康実態等健康施策の概要、「健康づくり文化創造プラン」の推進について

13

食育

「食のみやことっとり～食育プラン～」（鳥取県食育推進計画）の推進について

14

自死予防対策

鳥取県の自死の現状と自死予防対策について

15

エイズ・性感染症

エイズ・性感染症の現状と予防対策について

16

感染症予防対策
※新型コロナ対策関係は除く

感染性胃腸炎、インフルエンザ等の各種感染症の予防対策について
※現在新型コロナ関係の出前説明についてはお受けしておりません。

17

新型インフルエンザ対応

ひとたび流行すると社会的影響が大きい、新型インフルエンザおよび新感染症等の危機管理対応について
※現在新型コロナ関係の出前説明についてはお受けしておりません。

18

鳥取県のがん対策

鳥取県のがんに関する現状及び対策について

19

臓器バンクの活動

臓器移植についての日本・鳥取県の現状（移植を待っている人たちのこと）や、意思表示の方法等について

20

救急医療体制

小児救急医療体制及び初期救急から三次救急の医療体制等について

21

看護師ってどんな仕事

看護職員（保健師、助産師、看護師、准看護師）になるための方法、看護師の働く場、仕事の内容について

22

鳥取県地域医療構想

県内で効率的かつ質の高い医療提供体制の構築を目指すための鳥取県地域医療構想（ビジョン）の案について

23

薬剤師の仕事

薬剤師になるための方法、薬剤師の働く場、仕事の内容について

24

知っておきたい薬の知識

「かかりつけ薬局」の理解、薬の作用、ジェネリック医薬品について

25

薬物乱用の撲滅

危険ドラッグ等の薬物乱用の現状と、その弊害を説明します。

26

献血

献血をするには。献血の種類、献血の基準、献血された血液の行方等について

27

国民健康保険制度

国保制度が抱える現状と課題について

28

子育て王国とっとり

子育て王国鳥取県の取組について

29

行政による結婚応援の取組

結婚を希望する者同士の１対１の出会いをサポートする「えんトリー（とっとり出会いサポートセンター）」など、行政が実施している結婚応援の取組に
ついて

30

とっとり若者自立応援プラン

とっとり若者自立応援プランの概要について

31

児童虐待施策

児童虐待の県内の現状と、現在実施している鳥取県の施策について

32

ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス）施策

ＤＶの県内の現状と、現在実施している鳥取県の施策について

33

ひとり親家庭への施策

ひとり親家庭に対する鳥取県の施策について

34

里親制度

里親制度についての正しい知識と、里親になるための流れについて

35

発達障がいのある方への支援施策等

発達障がい児・者に対する鳥取県の施策の現状、発達障がいの特性や支援について

36

きこえない・きこえにくい子への支援施策等 きこえない・きこえにくい子に対する鳥取県の施策の現状、支援について

37

医療的ケア児等への支援施策等

医療的ケア児等に対する鳥取県の施策の現状、支援について

38

感染症の検査・流行状況

鳥取県内の感染症の監視体制、流行状況や話題の感染症の特徴についてお話しします。
（県内の感染症の監視体制、県内の感染症の流行傾向、ダニからうつる病気のおはなし）
【ＨＰ案内】http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=145214

39

高齢期の住まい

高齢者が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らすことのできる環境整備を進めるため策定した｢鳥取県高齢者居住安定確保計画｣についてお話
します。（本県の高齢者を取り巻く状況、介護保険施設・有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の供給目標、計画目標達成のための具
体的施策）

40

あんしん賃貸支援事業

高齢者、障がい者、外国人などの住まい探しを応援する｢鳥取県あんしん賃貸支援事業｣についてお話します。（事業の背景と高齢者等の賃貸住宅
への入居に関する状況、あんしん賃貸支援事業の概要と相談先、鳥取県居住支援協議会（本事業の事業主体）の概要）

04【くらし・交流】
番号

テーマ

説明の内容

1

公衆無線LAN環境の整備

公衆無線LAN環境整備の事業概要と利用方法等

2

県内の携帯電話の不感地区の状況と対応 携帯電話の不感地区の状況と不感地区解消に向けた県の役割について

3

鳥取情報ハイウェイの利活用

鳥取情報ハイウェイの現状、市町村のアクセスポイントを活用した利活用事例の紹介

4

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０

鳥取県におけるSociety5.0に向けた取組

5

特定非営利活動促進法（NPO法）制度

ＮＰＯ及びＮＰＯ法人とはどういうものか、県内ＮＰＯ法人の現状、ＮＰＯ法人設立に関する諸手続き及びＮＰＯ法人格取得によって生じるメリット・義務
等について

6

NPO・ボランティア活動の推進

県が取り組んでいるNPO・ボランティア活動の推進施策について

7

生活交通の確保

路線バスを中心とした生活交通確保に係る取組みの現状、県の生活交通バスに対する支援策

8

青少年のインターネットの利用に係るペア
レンタルコントロールの必要性

スマホやゲーム機、音楽プレイヤー等を介してインターネットから有害情報の閲覧をさせないためのペアレンタルコントロールの必要性について

9

食の安全・安心確保

食の安全、安心について、リスクコミュニケーションを図りながら当研究所が実施している検査や過去の事例等を交えながらお話しします。（食の安全
を取りまく状況、残留農薬のおはなし、輸入食品の安全性・食品添加物の理解、自然毒のおはなし、食中毒の病原体検査）

10

クマの保護計画

ツキノワグマの保護計画の内容とクマとの遭遇回避対策について

11

鳥獣保護管理と適正狩猟

鳥獣保護管理法、第１２次鳥獣保護管理事業計画並びにイノシシ・ニホンジカ管理計画の内容

12

動物愛護の推進

鳥取県における犬・ねこの収容・苦情等の現状、人と動物が調和し共生できる社会づくりの推進などについて説明します。

13

鳥取県動物愛護管理推進計画

鳥取県で策定している動物愛護管理推進計画の内容について説明します。

14

食品の表示

食品表示法及び景品表示法に基づく食品の表示について説明します。

15

食品の安全対策

食の安全性確保のための県の取り組みについて説明します。

16

鳥取県食品衛生監視指導計画

鳥取県で策定している食品衛生監視指導計画の内容について説明します。

17

鳥取県支え愛交通安全条例

自転車用ヘルメットの着用、自転車損害賠償保険の加入等、条例の内容について説明します。

18

高齢者の交通事故防止

高齢者が犠牲となる交通死亡事故が多発していることから、歩行中、自転車乗車中及び自動車運転中における注意事項をはじめ反射材の着用効
果、必要性について説明します。

19

高齢運転者の事故防止

高齢運転者による交通事故が多発していることから、運転時の注意事項、安全運転サポート車について説明します。

20

チャイルドシート・全席シートベルトの使用

チャイルドシート・全席シートベルトの非装着の場合の危険性及び装着の必要性等について説明します。

21

犯罪被害者等の支援

犯罪被害者等（犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族）の支援について、県の取組を説明します。

22

性暴力被害者への支援

性暴力被害者支援の取組状況等について説明します。

23

と畜場での食肉検査と公衆衛生獣医師の
食肉衛生検査所が安全な食肉を提供するために行っている検査の内容と公衆衛生獣医師の仕事について説明します。
仕事

24

悪質商法のトラブルにあわないために

悪質商法の手口を説明し、トラブルにあわないための対策、クーリングオフ制度について説明します。

25

かしこい消費者になるために

未成年者など若年層に対して、ケータイなどでのネットトラブルの被害にあわないための対策、社会に出ていくうえで必要な契約知識について説明し
ます。

26

高齢者の地域見守り

高齢者ご本人ではなく、周りで見守っておられる方（ケアマネ・ヘルパー・民生委員など）を対象に気づきの視点や高齢者トラブルの特徴、法的対処法
などを説明します。

27

消費者教育推進計画

「消費者市民社会」や消費者教育の意義、鳥取県が策定しようとしている消費者教育推進計画の内容について説明します。

28

健康で省エネな住まいづくり

国の省エネ基準を上回る県独自の高性能省エネ住宅「とっとり健康省エネ住宅」を紹介します。新築だけでなく既存住宅の省エネ改修のポイントや各
種支援制度などもご説明します。

29

県産材等を活用した住まいづくり

木造住宅の推進及び大工・左官等の伝統技術継承のための県の取組について

30

ワークルール～働く人のための基礎知識
～

高校、大学、職業訓練校等の学生・生徒や社会人になって間もない方を対象として労働法の基礎や社会人として知っておきたい知識等を説明しま
す。

31

使用者のための労働法～労働法の基礎と
労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法など、使用者の視点に立った労働法の基礎及び実務（就業規則等）を説明します。
実務、採用から離職まで～

05【環境】
番号

テーマ

説明の内容

1

県内の放射線の状況

原子力環境センターで実施している調査結果等もまじえ、本県の状況などについてお話します。
（放射線のはなし～放射線の正体から県内の状況まで～）

2

「環境イニシアティブ」の推進

「令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン」の説明について

3

星空環境保全の推進

鳥取県の星空の美しさを次世代に伝える取組（星空保全の大切さと光害の正しい知識の普及、星空保全地域の指定等）について

4

県内の大気環境の状況

大気汚染物質の状況やPM.2.5など県の大気環境状況や建築物解体等に伴う石綿の飛散防止対策など大気環境保全のための取組について

5

とっとり県民エコ運動「とりeco」（地域ぐるみ 環境先進県を推進するため、県民、住民団体、事業者、行政等の参画により、環境への関心を高め、県民への普及啓発活動を幅広く推進する県の
の環境実践活動）の推進
取組について

6

地域が主体となった再生可能エネルギー
の推進

地域が主体的に行う再生可能エネルギー導入・エネルギー資源多様化の取組、とっとり次世代エネルギーパークの取組について

7

企業の再エネ１００宣言RE Actionの推進

企業が使用電力の再エネ１００％転換を目指す「RE action」の取組について

8

鳥取県版環境管理システム審査登録制度 鳥取県版環境管理システム審査登録制度（テス）の趣旨・概要・規格・取得方法について（企業、学校、家庭、地域向けに説明します。）

9

県内の大気環境の状況

衛生環境研究所で実施している調査結果等もまじえ、本県における状況などについてお話します。
（黄砂のは・な・し～その発生から影響まで～、鳥取県の大気ってきれいなの？～PM2.5、光化学オキシダント、酸性雨等～、アスベストの正体）

10

湖沼の保全と再生

県内湖沼の環境変化を示しながら、湖沼の保全と再生についてお話しします。
（環境の変遷、淡水動植物の保全に向けた取り組み、新しい湖沼観測手法の開発に向けた取り組み）

11

廃棄物の有効利用など循環型社会の構築

廃棄物のリサイクルについて、衛生環境研究所の取り組みを交えながらお話しします。
（捨てられたごみのゆくえ、リサイクル製品の安全性、廃棄物の分析・溶出試験、廃棄物のリサイクル、廃小型家電・レアメタルリサイクルの研究など）

12

一般廃棄物の現状と排出抑制・リサイクル
可燃ごみの約２割を占める食品ロス（食べ残し、手付かず食品）やプラススチックごみの削減・リサイクルに向けた取組等について
の取組

13

産業廃棄物の現状と減量化等の取組み

14

不法投棄の現状とその防止に向けた取組
県内の不法投棄の現状・課題、不法投棄防止に向けた取組みについて
み

産業廃棄物の現状・課題、発生抑制・減量化・リサイクルに向けた取組みについて

15

希少野生動植物の保護

鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物（レッドデータブックとっとり）及び「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」の仕組みについて

16

自然公園内の規制

国立・国定・県立自然公園内の具体的な規制の説明と許認可手続について

17

景観保全への取り組み

外来植物の侵入等で草原化していた砂丘が、県民あげてのボランテイア除草活動により、本来の景観が取り戻され維持されつつあることをわかりや
すく説明し、今後も除草活動が必要であることをお話しします。

18

湖沼の水質浄化対策

県内三大湖沼（中海、湖山池、東郷池）の水質の現状、湖沼水質保全計画等の水質浄化の取組について

19

中海の環境保全

ラムサール条約登録湿地である中海の環境の現状、環境保全のための地域住民、ＮＰＯ、行政などの取組みについて

20

湖山池将来ビジョンの達成に向けて

湖山池将来ビジョンの概要と取組状況について説明します。

21

温室効果ガス森林吸収源対策

温室効果ガス森林吸収源対策の概要及び県の施策について

22

風力発電所の導入に向けて

鳥取放牧場風力発電所の導入時の検討内容、運転状況などを情報提供し、風力発電の導入を検討されている方への技術的な助言や、県企業局の
再生可能エネルギーへの取り組み状況について説明します。（希望者には、鳥取放牧場風力発電所（鳥取市越路）(連絡先 0857-21-4788)の現地見
学を兼ねた説明会も可能）

23

小水力発電所の導入に向けて

企業局が保有している小水力発電などに関する情報を提供し、発電所建設における経済性や維持管理面について助言を行います。（希望者には、
次の水力発電所及び発電集中管理室の現地見学を兼ねた説明会も可能）
加地発電所 八頭郡若桜町中原（連絡先 0857-21-4788）
新幡郷発電所 西伯郡伯耆町金廻（連絡先 0859-26-0017）
賀祥発電所 西伯郡南部町下中谷（連絡先 0859-26-0017）
袋川発電所 鳥取市国府町殿 （連絡先 0857-21-4788）
発電集中管理室 鳥取市古海（連絡先 0857-21-4788）

24

太陽光発電所の導入に向けて

企業局が取り組んでいる太陽光発電所の発電状況などを情報提供し、太陽光発電の導入を検討されている方への技術的な助言や、県企業局の再
生可能エネルギーへの取り組み状況について説明します。（希望者には、次の太陽光発電所の現地見学を兼ねた説明会も可能）
東部事務所太陽光発電所 鳥取市古海（連絡先 0857-21-4788）
西部事務所太陽光発電所 米子市八幡（連絡先 0859-26-0017）

06【人権・男女共同参画】
番号
1

テーマ
鳥取県が目指す男女共同参画社会

説明の内容
鳥取県女性活躍推進計画について

2

鳥取県が目指す男女共同参画社会

鳥取県性にかかわりなく誰もが共同参画できる社会づくり計画について

3

誰もが働きやすい職場づくり

ワーク・ライフ・バランス、鳥取県男女共同参画推進企業認定制度、輝く女性活躍パワーアップ企業登録制度、イクボス・ファミボスの取組等について

4

男女共同参画施策等に関する苦情、不服 県民のかたから寄せられる、男女共同参画に関する県の施策や対応についての苦情等を、速やかに処理するために設置されている『男女共同参画
の申出
推進員』制度について

5

鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」の
センターが有する「学習・啓発」「情報提供」「相談」「活動・交流支援」を中心に、センターの機能、事業を紹介します。
機能、事業

6

人権施策の概要

鳥取県人権尊重の社会づくり条例、鳥取県人権施策基本方針（第３次改訂）など、県の人権施策の概要について

7

ユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の理念、必要性や事例紹介など、ＵＤの推進について
※カラーユニバーサルデザインを含む

8

拉致問題人権学習会

拉致問題の概要等について

9

「部落差別の解消の推進に関する法律」と 「部落差別は許されない」ものであり、部落差別のない社会を実現することを目的とし平成28年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法
県の同和問題に対する取組
律」の概要と、本県における同和行政の周知・啓発の取り組みについて

07【文化・観光】
番号

テーマ

説明の内容

1

新鳥取県史にみるふるさとの歴史

平成18～31年度に行われた新鳥取県史編さん事業における調査研究の成果と活動状況について紹介します。
『鳥取県史ブックレット』『資料編』の内容について、執筆を担当した職員が解説します。

2

ふるさと鳥取歴史情報活用推進事業につ
いて

令和２年度から始まった「ふるさと鳥取歴史情報活用推進事業」の取り組みについて紹介

3

鳥取県の観光戦略

本県の観光魅力の向上、国内外での情報発信等による観光誘客の取組について

4

本県のインバウンドの現状と今後の戦略に
観光交流局国際観光誘客課
ついて

5

鳥取県の国際交流

鳥取県の友好提携・交流地域の紹介や各地域との交流状況について

6

まんが王国とっとり

まんが王国とっとりの取組について

7

文化振興の取組

本県の文化芸術の振興に関する取組状況について

8

山陰海岸ジオパーク

ジオパークとは何か、山陰海岸ジオパークの大地の成り立ちと見どころ、取組状況について分かりやすくお話しします。

9

県立美術館

「県民とともにつくる」美術館（令和6年度開館予定）について

08【商工業・労働】
番号

テーマ

説明の内容

1

起業の促進

起業人材育成、地域密着企業支援、挑戦的企業支援、知的財産の活用

2

次世代産業への挑戦

宇宙産業、次世代自動車産業、水素関連産業、産業のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、医療機器開発、バイオ産業

3

鳥取県の産業技術

地域産業資源、研究開発支援、鳥取県産業技術センター

4

中小企業への支援

県が行っている各種補助金、制度金融、技術指導などの中小企業に対する支援について

5

境港を利用した海外展開支援

境港定期航路の概要や海外市場情報の提供など、境港利用による企業の海外展開支援について

6

ロシアとの幅広い交流促進

ロシアとの経済、観光、文化、スポーツ交流等、ロシアとの交流可能性について

7

鳥取県の雇用対策

学生の県内就職支援、障がい者雇用に対する支援、障がい特性と就労の理解、インターンシップの推進、外国人雇用、雇用シェア（在籍型出向）、労
働者協同組合等

8

働き方改革

働き方改革のねらい、働き方改革に係る支援制度（専門家派遣、セミナー・事例発表会、補助・融資）、働きやすい職場づくり（（テレワーク、ハラスメン
ト対策、複業、ダイバーシティ（多様性）経営）について

9

ふるさと産業・伝統産業の振興

ふるさと産業（因州和紙、弓浜絣、陶磁器等）・伝統産業（酒類等）の情報発信・販路拡大のための県の取組について

10

電気事業、工業用水道事業、埋立事業に
よる産業インフラの整備

鳥取県企業局が整備した再生可能エネルギー利用の発電所や鳥取地区及び日野川工業用水道施設、米子・境港の埋立による工業団地の運営状
況について説明します。
※一部現地見学による説明も可能です。

11

鳥取県企業局経営プラン

鳥取県企業局の意義・役割・各事業の課題・経営ビジョン・経営方針など、経営プランの内容について説明します。

12

労働トラブルの解決法あれこれ～紛争処理 労働者と事業主の間の労働関係上のトラブルを解決する紛争解決制度の内容や手続を紹介し、活用方法を説明します（不当労働行為の救済、労使
とその未然防止のために～
紛争についてのあっせん、個人労働者についての「個別労働関係紛争あっせん制度」など）。

09【農林水産】
番号

テーマ

説明の内容

1

農業の担い手の育成・確保

認定農業者や集落営農などの担い手への経営の安定や強化に向けた取組に対する支援策について

2

新規就農者に対する支援施策

農業を新たに始めるための就農相談から営農開始までの各種支援施策について

3

鳥取県版農の雇用ステップアップ支援事業
農業法人等が新規就業希望者を雇用して技術研修を行う場合の支援施策について（鳥取県版農の雇用ステップアップ支援事業の概要）
について

4

農地制度の概要

5

人と農地の問題解決に向け農地中間管理
農地中間管理事業（農地中間管理機構が農地を貸したい人から借り入れて、借りたい人にまとめて貸し出す制度）の概要について
機構を活用しましょう

農地法、農振法等の概要について

6

鳥取県有機・特別栽培農産物

鳥取県の有機・特別栽培農産物の具体的な取組について

7

鳥取オリジナル品種による果樹産業の活
性化

梨「新甘泉」、柿「輝太郎」など、鳥取オリジナル果樹新品種による鳥取果樹ブランド復活への取組について

8

土地改良区

土地改良事業を実施することを目的として、土地改良法に基づき設立される法人格を有した団体である土地改良区について説明します。

9

ため池・山腹水路の管理

ため池や山腹水路について、市町村・県が点検を行い、補修・改修の提案や管理のアドバイス及び防災・減災の取り組みを説明します。

10

農業生産基盤の整備と管理

農業生産基盤の整備や管理の支援策についてアドバイスを行います。

11

しっかり守る農林基盤交付金

農地、水路、農林道等の小規模な整備・補修に要する経費及び放置されたため池等の防災措置経費を対象とする交付金について説明します。

12

日本型直接支払制度

多面的機能支払、中山間地域支払等直接支払及び環境保全型農業直接支払について、制度の仕組みなどを説明します。

13

｢鳥取和牛｣及び「鳥取和牛オレイン５５」

肉質日本一に輝いた鳥取県の和牛の生産及び鳥取県の和牛ブランドについて

14

口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚熱

口蹄疫、鳥インフルエンザ、豚熱への対応について

15

食の安全を守る産業動物獣医師

畜産に携わり、家畜の治療、畜産農家への衛生指導や生産指導を行う獣医師業務について紹介します。

16

森と緑の産業ビジョン

林業・木材産業が成長産業として飛躍するための方向性・課題等を明らかにした新たな林業振興ビジョンについて

17

県産材の利用推進

県産材の利用を進めていくための基本的な考え方や取組みについて

18

原木椎茸の魅力

自然そのままのほだ木を使った「しいたけ」栽培技術や食品としてのしいたけの効用などについて

19

木育の推進

幼少期から木・木製品に触れることで、木の良さやその利用の意義を学ぶ「木育」を進める取組を紹介します。

20

低コスト林業

施業の団地化、作業道の整備、高性能林業機械の導入等による低コスト林業への取組みについて

21

県民参加の森林づくり

森林の持っているいろいろな機能や、森林環境保全税とその使途、とっとり共生の森育成支援、森林Ｊ－クレジットなどについて

22

森林の保全・整備支援策

間伐等、森林の手入れに対する支援策等について

23

農業用水路の役割と仕組み
注）小学校を対象

田んぼに水があるのは当たり前と思っていませんか、でも田んぼの水はどこからやって来るのでしょう。農業用水路やため池は、田んぼに水を配るだ
けでなく魚や水性昆虫等の棲家となり、農業・農村の良好な景観・環境・生活に欠かせない重要な役割をはたしています。
農業用水路の様々な役割と仕組み、農業用水路を管理する人の話を通じて、農業に対する理解を深め、生活に欠かせない水や食べ物を大切にして
いく気持ちを育てます。

24

環境にやさしい農業
注）小学校を対象

水稲の有機栽培などを通じて、人と自然にやさしい農業について知識を深めていただきます。

25

地域の農業について学ぼう
注）小学校を対象

東部地区で栽培される主な農作物の種類や田んぼや水路の役割などについて説明します。

26

栽培漁業・藻場造成の推進

種苗生産・放流事業の現状や放流効果調査など県が実施している栽培漁業の状況や藻場造成の取り組みについて

27

漁業振興の取り組み

漁業就業者の減少や高齢化が進む中、活力ある漁村、安定した漁業生産維持のための漁業担い手の育成や漁業振興の取組について

28

漁業制度

漁業を行う上での基本的事項である漁業権、漁業許可、漁船登録等の概要について

29

水産資源の動向

漁業重要資源の生態・資源管理などの取り組みと今後の予想などについて

30

とっとりに水揚げされる魚たち

とっとり水揚げされる四季折々の魚介類を紹介します。

31

境港に水揚げされる魚たち

日本有数の水産基地「境漁港」に水揚げされる水産物の特徴、生態、旬、料理法等について

32

変わる！境港水産物市場

県営境港水産物地方卸売市場で検討が進められている高度衛生管理型市場について

33

農林水産物の販売促進、ＰＲ

本県農林水産物の販売促進・消費拡大のための県の取組について（輸出促進含む）

34

食のみやこ鳥取県の推進（地産地消等）

地産地消・食による地域づくりなどの取組事例について

35

食のみやこ鳥取県の推進（６次産業化等） ６次産業化及び農商工連携の取組について

10【教育・文化財・スポーツ】
番号

テーマ

説明の内容

1

総合型地域スポーツクラブの育成

これからの地域におけるスポーツ活動のあり方として注目されている「総合型地域スポーツクラブ」の概要と本県でのあり方について

2

2020東京オリンピック・パラリンピック代表
選手育成プロジェクト育成事業

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた選手の発掘や育成の取組、日本代表選手になり得る有望な選手を支援する施策等について

3

2020東京オリンピック・パラリンピックに向
けたキャンプ誘致

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたキャンプ誘致の取組等について

4

鳥取県スポーツ推進計画

平成２６年３月に策定した鳥取県スポーツ推進計画の趣旨、具体的な施策等について

5

知られざる身近な文化財

「文化財」というと博物館・美術館などに展示されたもの、というイメージを持っておられる方が多いかもしれませんが、私たちの身の回りには先人たち
が残したたくさんの文化財で溢れています。そうした文化財の価値や魅力について解説します。

6

鳥取県内の日本遺産の魅力

鳥取県には、『日本海の風が生んだ絶景と秘境－幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因幡・但馬」』（鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町、若桜町）、『六
根清浄と六感治癒の地～日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉～』（三朝町）、『地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市』（大山町、江府
町、伯耆町、米子市）と東中西部にそれぞれ認定された日本遺産があります現在進めている調査研究を基にその価値や魅力、今後の取り組みにつ
いてお話しします。

7

鳥取藩主池田家の魅力

今の鳥取県の礎を築いたともいえる鳥取藩主池田家の歴史や、関連する史跡鳥取城跡附太閤ヶ平、史跡鳥取藩主池田家墓所、さらに池田家の庇
護により華開いた麒麟獅子舞や絵画などの文化について解説します。

8

とっとり弥生の王国を語る

国内最大級の弥生時代集落「妻木晩田遺跡」（県立むきばんだ史跡公園）、地下の弥生博物館と呼ばれる「青谷上寺地遺跡」という弥生時代を代表
するふたつの史跡を中心に、弥生時代を知るうえで欠かせないさまざまな情報を提供します。

9

鳥取砂丘の解説

鳥取砂丘の成り立ち、保全再生と利活用、動植物、砂丘でのルール（日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例、自然公園法、文化財保護法等）などにつ
いてわかりやすく解説します。

10

山陰海岸ジオパークの地質・生物

山陰海岸ジオパークエリアの地形・地質・生物の特徴について、学芸員・専門員を派遣し解説します。

11

鳥取県教育振興基本計画

教育振興基本計画の説明と基本計画に沿った教育施策の取組方針等について

12

心とからだ いきいきキャンペーン

基本的な生活習慣と学力・体力との相関関係等から実施している「心とからだ いきいきキャンペーン」について

13

とっとりの教育

本県教育の現状と課題について

14

家庭の教育力向上の推進

家庭教育の重要性や親子の関係づくり、親としての学び、小学生入学前サポートポイント、基本的生活習慣の大切さなどについて

15

みんなで参加しよう！地域学校協働活動

地域学校協働活動とは何か・今何が求められているかについて説明する。

16

地域とともにある学校づくり

社会総がかりで子どもたちを育むための、学校・家庭・地域の連携・協働体制について

17

公立学校における教育の現状と課題

新学習指導要領、学力向上・不登校問題への学校・家庭・地域社会の取組、高校中退防止への取組、特別支援教育の在り方について

18

幼児教育の振興について（新規）

幼保小が連携した本県幼児教育・保育の方向性や具体的な取組の指針などについて

19

特別支援学校の充実

各生活圏域ごとに障がい種に対応した教育の充実、地域の特別支援教育の拠点としての機能の充実について

20

発達障がい児童生徒支援の充実

ＬＤ、ＡＤＨＤ等の発達障がいを含めた特別な教育的支援や配慮が必要な児童生徒に対する支援体制の充実について

21

特別支援学校卒業生の就労促進

特別支援学校を卒業する生徒の一般企業への就労促進の取り組みについて

22

就学先決定の仕組み

特別な支援を必要とする子どもたちの就学先の決定までの仕組みについて

今後の県立高等学校の在り方の検討

今後も続く中学校卒業者の減少に対応し、さまざまな社会の変化や生徒・保護者のニーズを見据えながら検討している県立高等学校教育改革の取
組について

24

英語教育の推進

小・中・高等学校を通じた英語教育の推進、留学支援や英語キャンプ・海外の高等教育機関と連携した事業等について

25

子どものインターネット利用に係る教育啓
インターネット環境の急速な発達の影で子どもたちが抱えるトラブルや課題、被害の実態を示し、子どもたちの安全を見守り、適正な利用に向けた保
発（情報モラル・リテラシー・シティズンシッ
護者啓発の取組及び子どもたちが主体的に電子メディア機器等との関わりについて考える取組について
プ等）の啓発の推進

26

青少年社会教育施設における体験活動

船上山少年自然の家、大山青年の家で施設周辺の自然を活用して行っている活動の状況や、活動した子どもたちへの影響や活動の成果について

27

公民館ナウ

公民館表彰を受賞した公民館の事例などを紹介しながら、これからの公民館の地域での在り方について考える

28

図書館活用講座

仕事とくらしに役立つ「ビジネス支援サービス」「医療・健康情報サービス」「法律情報サービス」「いきいきライフ応援サービス」「はーとふる(障がい者)
サービス」(などの説明やＷＥＢ予約、相互利用サービス)など、さまざまな県立図書館の活用方法について

29

鳥取県がめざす人権教育

学校教育や社会教育を通じた、人権が尊重される社会づくりに向けた実践力を高めるための人権教育の取組について

30

奨学金制度、学生寮

高校や大学等への進学のための奨学金制度、東京で安心して生活できる学生寮について

31

子どもたちの心や体の健康づくり

子どもたちの心や体の健康づくりのポイントについて（体力・運動能力調査等に基づいた体力向上策、生活習慣の改善、食育、性に関する指導、喫
煙・飲酒・薬物乱用防止教育など） （※このうち、一部のテーマや個別のテーマでも可）

32

子どもの安全確保

学校管理下における事故（食物アレルギーを含む）、交通事故、自然災害（熱中症を含む）、犯罪被害（不審者等を含む）などから子どもを守るための
安全管理、安全教育、組織活動などについて （※このうち、一部のテーマや個別のテーマでも可）

33

子どものスポーツ活動や中学校・高校での 体罰やスポーツ障害等のない子どもたちの発達段階に応じた適切なスポーツ活動や、少子化や地域スポーツの進展などをふまえたこれからの運動
運動部活動のあり方について
部活動のあり方について

34

鳥取県の自然、歴史・民俗、美術

鳥取県の自然、歴史・民俗、美術について、学芸員を派遣し解説します。

35

選挙

選挙の意義、投票の手順、若年層の投票率の現状、選挙運動及びその規制などについての説明を行うほか、要望がある場合は模擬投票を実施しま
す。

36

選挙管理機関

選挙管理機関、選挙事務、若年層の投票率の現状等を説します。

37

模擬選挙に係る留意事項

学校における模擬投票の実施上の留意事項について説明します。

38

政治・選挙について考えてみよう

学生・生徒を対象に選挙の意義、投票の手順、投票率の現状などについての説明を行うほか、要望がある場合は模擬投票を実施します。

23

11【安全・治安】
番号

テーマ

説明の内容

1

避難対策に関すること

近年の災害の現状、地震津波の被害想定、鳥取県の防災減災、住民による主体的な避難に関すること

2

災害ケースマネジメント

鳥取県中部地震での災害ケースマネジメントによる被災者支援と現在の取組み

3

鳥取県の国民保護対策と危機管理の取組 国民保護計画の概要、危機管理対策などについて

4

県の原子力防災対策

県が取り組んでいる原子力防災対策（広域住民避難等）や放射線防護対策（放射線防護の基本、放射線の測りかた等）などについて説明します。

5

地域防災力の向上を目指して

災害に対する基礎知識及び自助・共助の必要性、また災害時の対応で重要となる消防団活動や自主防災活動などの地域防災力の向上に繋がる取
り組みについて（自主防災活動アドバイザーが説明します。）

6

消防防災ヘリの活動

消防防災ヘリコプターの広域的かつ機動的な救助・救急・消火・情報収集等の活動について紹介します。

7

一般教育出前講座(消火訓練、防火講座、
一般県民を対象に、現地に出向いて消火訓練、防火講座等の防災教育を行う。必要に応じて、地元消防団員の協力を得て実施します。
救急講習等）

8

犯罪のないまちづくり

9

犯罪被害者等への支援（二次的被害の防 犯罪被害者やその家族は、犯罪や事故による直接被害だけでなく、二次的被害（身体的・精神的・経済的）を受けている現状を説明するとともに、被
止）
害者支援の相談窓口等を紹介します。

身近な犯罪（空き巣や自転車盗などの窃盗、振り込め詐欺）について、県内の情勢や自ら防ぐための知識や手段について説明します。

10 アスベスト除去工事の促進

吹きつけアスベストの除去工事などに要する費用の助成制度

11 住宅・建築物の耐震化

耐震改修に伴う費用（耐震診断、補強設計、耐震改修工事等）助成制度、応急危険度判定士の養成などについて

12 鳥取県中部地震に係る支援施策

鳥取県中部地震からの復旧・復興に向けた支援施策について

13 生活復興支援の取り組み

鳥取県中部地震で被災し、困り事を抱える被災者に対する「生活復興支援」の取組について

14 特殊詐欺被害防止

特殊詐欺の現状と対策

15 少年の非行防止と健全育成

少年の非行防止と健全育成のために行っている総合的な少年非行防止対策について

16 サイバー空間の脅威への対処方策

サイバー空間の脅威の現状及びその対策について

17

最近の暴力団情勢をとらえた県民の安心・
分裂後の山口組等の暴力団情勢をとらえ、暴力団の弱体化、壊滅に向けて官民一体となった暴力団排除活動の取組について
安全に資する活動（運動）

18 中・高生に対する暴力団排除教育

県民の一員として、暴力団の弱体化、壊滅に資するべく、次代の担い手としての中・高生に対する暴力団への加入防止及び暴力団犯罪からの被害
防止について説明します。

19 交通事故の防止

交通事故を抑止するための様々な取組について

12【土木・建設】
番号

テーマ

説明の内容

1

未利用財産の利活用

県有未利用財産の利活用方針について説明します。

2

建設工事等の入札制度

県の建設工事等に係る入札制度の内容について

3

土木施設におけるＮＰＯ・ボランティア活動
土木施設の維持管理における協働事業（ボランティアによる環境美化活動、協定による維持管理活動等）の事例、支援制度の内容について
の推進

4

わが県における道路整備

鳥取県の道路整備の現状、鳥取県内の高速道路ネットワーク及び道路構造について

5

大雨による浸水への備え

大雨に対する取り組み状況（河川水位などの情報提供、危険水位見直し状況、重要水防区域の設定状況、河川堤防診断の取り組み状況、浸水想定
の検討など）

6

河川事業の取り組み状況

河川改修などのハード事業の取り組み状況と適時・安全に避難してしてもらうためのソフト対策の取り組み状況

7

海岸保全に対する取り組み

県下の良好な海岸を保全するために実施している事業紹介及びその取り組みの考え方

8

防災サインの取り組み

被災者「０」を目指し、手話を通じた防災サインの取り組み状況、聴覚障がい者に対する避難誘導の伝達手段の普及

9

土砂災害から身を守る

土砂災害は、どこ（土砂災害の恐れのある区域）でいつ（土砂災害警戒情報）起きるのか。また、土砂災害発生のまえぶれとなる前兆現象、それを発
見した時の警戒・避難行動などについて解説します。

10

土砂災害特別警戒区域（レッド区域）

「土砂災害特別警戒区域（レッド区域）」について、基礎調査結果の公表及び法指定の意義と規制内容について解説します。

11

出前裏山診断

有識者、土木防災・ボランティア員を現地に派遣、住民とともに裏山を現地踏査し、危険な箇所やその状況を診断・解説します。

12

鳥取県の「みなと」

鳥取県の「みなと(港湾・漁港)」の現状、鳥取港の利用（岸壁・上屋・分譲地等）を説明します。

13

防災について学ぼう ～土砂災害等を知
り、自ら行動する～

土砂災害等はどうしておこるか、起きやすい場所はどういうところか、どうしたら土砂災害等から身を守れるか学びます。

14

私たちの町の道路・河川 ～道路、河川へ
普段なにげなく利用している道路や河川に興味や関心をもってもらうため、道路や河川がどのようにつくられ、守られ、利用されているか紹介します。
の関心を高める～

15

人にやさしい道づくり

高齢者・身体障がい者等に対応した歩道整備について説明します。人権尊重の町づくりの視点から、具体的に身近なインフラを通して、人権尊重の
理念を学ぶことができます。

16

防災について学ぼう ～土砂災害等を知
り、自ら行動する～ （八頭地区）

土砂災害等はどうして起こるか、起きやすい場所はどういうところか、どうしたら土砂災害等から身を守れるか。

