
平成２２年度１１月補正予算(第１次追加分)の概要

平成２２年１２月３日

１ 予算規模（一般会計）

補正額 １５，９９７百万円

補正後 ３６０，８７７百万円（対前年度同期 ３９３，４５４百万円 △８．３％）

補正前 ３４４，８８０百万円

財 源 国庫支出金 １１，５８７百万円、県債 ２，３８６百万円

基金繰入金 １，８２４百万円

一般財源(繰越金) ８０百万円 など

※ １１月補正総額 １７，０８９百万円

２ 主な事業

（１）高病原性鳥インフルエンザ緊急対策 ３０百万円

島根県安来市で発生した高病原性鳥インフルエンザ対策を緊急に実施。（畜産課）

○ 緊急侵入防止対策費（農場侵入路・車両消毒、靴底消毒を実施するための消毒薬を県が購入し、

飼養農場の全戸（８８戸）に緊急配布）

○ 消毒ポイント設置費（消毒ポイントの設置･運営）

○ 生産物損失補償補助金（移動制限により生産者に生じた損失を補償）

○ 防疫体制費（県内農場に対する衛生指導、県内発生を想定した連絡体制構築や有効な防疫措置を

行うための対策会議等の開催）

（２）鳥取県第二次緊急雇用経済対策 １５，９６７百万円

（事業規模）約２２５億円 （雇用創出人数）１，０００名程度（うちＨ２２年度２００名程度）

※ 今回計上事業の一覧及び「住民生活に光をそそぐ交付金」・「きめ細かな交付金」を活用した事業の一覧については、別添

資料を参照。

① 緊急の雇用対策 ＜１，２００百万円＞

○ 鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金造成事業・・・・・・・・・・・・・ １，０００百万円

成長分野として期待される重点分野について、従来の６分野（介護、医療、農林水産、環境･エ

ネルギー、観光、地域社会雇用）に教育･研究分野及び県独自設定分野（産業振興、暮らしの安

全･安心、文化・スポーツ、子育てを追加予定）を加えて拡大した上で、これらの重点分野にお

ける雇用創出事業に充当可能な基金の積み増しに要する経費。(雇用人材総室［雇用就業支援室］)

○ 緊急雇用創出事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２００百万円

（Ｈ２３～２４債務負担行為 １，０００百万円）

鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して行う県版トライアル雇用である重点分野職場

体験型雇用事業等の追加実施に要する経費。 （雇用人材総室［雇用就業支援室］）
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② 地域資源活用での産業振興 ＜３，５８７百万円＞

○ 周遊しやすい国際観光地・利便向上事業（「きめ細かな交付金」を活用）・・・・ ４８百万円

韓国ドラマロケ地ツアーに係るリムジンバスの実験運行事業への助成、ロケ支援委員会に対する

助成、携帯電話等による鳥取県観光情報提供用のソフト開発等に要する経費。（国際観光推進課）

○ 山陰海岸学習館体験学習充実事業（「きめ細かな交付金」を活用）・・・・・・・・ １０百万円

体験学習コーナー資料の充実、来館者用待機スペースの拡充等に要する経費。 （博物館）

○ 鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金造成事業・・・・・・・・・・・・・ １，３３０百万円

林業・木材産業の活性化を図るための間伐、路網整備、県産材加工施設整備等の事業に充当可能

な基金の積み増しに要する経費。 （森林･林業総室［県産材･林産物需要拡大室］）

○ 鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ １，３３０百万円

鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金を活用して行う木造公共施設整備事業等の追加実施に要

する経費。 （森林･林業総室［県産材･林産物需要拡大室］）

○ 食料自給率向上･産地再生緊急対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４２百万円

円高により輸入が急増している作目や異常気象の影響を受けている作目の産地の体質強化を図

る取組に必要な共同利用施設整備等への助成に要する経費。 （生産振興課）

③ 安心安全支え合う地域づくり ＜３，７８１百万円＞

○ 障がいのある児童生徒の自立を目指す学びの環境づくり事業（倉吉養護学校）（「住民生活に光

をそそぐ交付金」を活用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６１百万円

児童生徒が増加傾向にあり、必要な就労･自立支援が困難となっている倉吉養護学校に、農福連

携が進む地域の特性を活かした学びの環境を整え、不足教室の充足を図るのに要する経費。

（教育環境課）

○ ＤＶ民間シェルター等支援事業（「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用）・・・・ ６６百万円

民間ＤＶシェルターへの施設整備支援及び一時保護施設退所後すぐに自立生活が困難な被害者

の自立を支援する中間施設（ステップハウス）設置運営への支援等に要する経費。

（子育て支援総室［家庭福祉室］）

○ 鳥取県療育拠点強化事業（総合療育センター）（「住民生活に光をそそぐ交付金」を活用）

・・・・・・・・・・・・・・ １１０百万円

鳥取大学附属病院のＮＩＣＵ（新生児集中治療室）からの重症児の受入に必要な施設、障がい児

の重症化に対応した医療機器などの整備等に要する経費。 （子ども発達支援課）

○ 鳥取県ワクチン接種緊急促進基金造成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３５百万円

子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成経費に充当

する新たな基金の設置に要する経費。 （健康政策課）
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○ 鳥取県ワクチン接種緊急促進基金事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３０百万円

鳥取県ワクチン接種緊急促進基金を活用してワクチン接種事業を行う市町村への助成に要する

経費。 （健康政策課）

○ 「人」と「人」とをつなぐ支え合いコーディネーター育成支援事業・・・・・・・・ ２百万円

介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用し、高齢者が住み慣れた地域で活き活きと生活するため

の互助の仕組みとして「支え合いコーディネーター」を養成するのに要する経費。（長寿社会課）

○ 各種基金の積み増し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２，３７７百万円

（障害者自立支援対策臨時特例基金 ７０、妊婦健康診査支援基金 ３、安心こども基金 ５１７、介護基盤

緊急整備等臨時特例基金 ２５８、自殺対策緊急強化基金 ２９、地域医療再生基金 １，５００）

○ 住宅･建築物耐震化総合支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５百万円

住宅耐震改修に対する国の上乗せ助成に対応して、さらに上乗せを行う市町村への支援に要する

経費。 （住宅政策課）

④ 公共工事による緊急地域経済対策 ＜７，３９９百万円＞

○ 国公共事業の追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４，７４８百万円

・補助公共（都市公園、農業農村、林道、造林、治山、道路、農道、河川、海岸、砂防、

港湾）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３，９６７百万円

（公園自然課、農地･水保全課、森林･林業総室、道路企画課、

道路建設課、河川課、治山砂防課、空港港湾課）

・直轄事業負担金（道路、河川、砂防）・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５７百万円

（道路企画課、河川課、治山砂防課）

・境港管理組合負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４百万円

（空港港湾課）

○ 単県公共事業の追加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １，９１３百万円

・地域活性化･公共投資臨時基金を活用した公共土木施設の改良整備事業

（砂防、急傾斜地崩壊対策）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８８百万円

（治山砂防課）

・きめ細かな交付金を活用した公共土木施設の維持修繕工事、改良工事等

（道路、河川、砂防、治山、港湾、漁港、空港）・・・・・・・・・ １，７２５百万円

（道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、空港港湾課）

○ 各種公共施設の補修・解体工事（「きめ細かな交付金」を活用）・・・・・・・ ７３８百万円

（県庁舎改修事業費 １０８、とっとり花回廊施設管理費 ２７、交通安全施設整備費（信号機等整備）４５、

警察財産管理費（老朽宿舎解体）２２０、米子工業高等学校改築事業費（既存校舎解体）３００ 等）
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（単位：人、千円）

事業費 うち一般財源

400 800 1,200,000 1,200,000 0

雇用人材総室
鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例
基金造成事業 200 800 1,000,000 1,000,000 0

臨時的な雇用機会の創出を図る事業を実施することを目的とした鳥取県緊急雇用創出事業臨
時特例基金を積み増しする。 〔基金積立〕

雇用人材総室 緊急雇用創出事業 200 0 200,000 200,000 0

平成２０年９月のリーマンショック以降、円高による厳しい雇用情勢の中、今後、県内企業の大
規模な雇用調整があった場合のセーフティーネットとして、鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例
基金を活用した事業により、臨時的な雇用機会の創出を図る。
併せて、複数年度にわたる事業に対応するため、重点雇用創出事業においては、平成２３年度
まで、地域人材育成事業については、平成２４年までの債務負担行為を設定する。

0 0 7,029,628 3,587,338 0

森林・林業総室
鳥取県緑の産業再生プロジェクト基
金造成事業

2,630,000 1,330,000 0
県内の林業・木材産業の活性化を図るため、鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金を積み増し
する。 〔基金積立〕

森林・林業総室
鳥取県緑の産業再生プロジェクト事
業 2,630,000 1,330,000 0

鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金を活用し、市町村等が行う木造公共施設等整備を行うと
ともに、新たに建築物等に地域材を活用した際の支援を行う。

生産振興課
食料自給率向上・産地再生緊急対
策事業

1,684,580 842,290 0
農業分野の成長産業化を図るため、戦略作物の生産拡大等の取組などに必要な共同利用施
設整備等への支援を行う。

地域活性化・きめ細かな交付金 85,048 85,048 0 別紙２ 地域活性化・きめ細かな交付金充当事業一覧参照

3 3 3,924,401 3,781,479 13,431

障がい福祉課
鳥取県障害者自立支援対策臨時特
例基金特別対策事業 70,170 70,170 0

障害者自立支援法に基づく制度の円滑な運営及び福祉・介護人材の確保を図ることを目的とし
た鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金を積み増しする。 〔基金積立〕

長寿社会課
「人」と「人」とをつなぐ 支え合い
コーディネーター育成支援事業 2,189 2,189 0

鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用し、高齢者が住み慣れた地域で活き活きと生
活するための互助の仕組みとして「支え合いコーディネーター」の養成を行う。

長寿社会課
鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特
例基金造成事業 257,554 257,554 0

介護が必要な高齢者のための施設の整備を促進し、県内における介護サービスの充実を図る
ことを目的とした鳥取県介護基盤緊急整備等臨時特例基金について、高齢者等に係る地域の
日常的な支え合い活動の体制づくりを支援するための拡充を行い、基金を積み増しする。
〔基金積立〕

子育て支援総室 鳥取県安心こども基金造成事業 516,770 516,770 0

保育所の計画的な整備等を実施するとともに、認定こども園等の新たな保育需要に対応するな
ど、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とした鳥取県安心こど
も基金について、児童虐待防止対策の強化を行なうための拡充を行い、基金を積み増しする。
〔基金積立〕

子育て支援総室
児童虐待防止安全確認体制強化事
業

3 3 2,193 2,193 0
虐待通告において、昼夜を問わず夜間であっても速やかな目視による安全確認が求められるこ
となどから、安心こども基金を活用して、虐待対応協力員（非常勤）を各児童相談所に１名配置
し、万全の体制を整える。

子育て支援総室
鳥取県妊婦健康診査支援基金造成
事業

3,402 3,402 0
市町村が実施する妊婦健康診査事業の円滑な推進を図ることを目的とした鳥取県妊婦健康診
査支援基金を積み増しする。 〔基金積立〕

医療政策課 鳥取県地域医療再生基金造成事業 1,500,000 1,500,000 0
県内の医療に係る課題の解決を図るため、医療機能の強化、医師等の確保等を計画的に行う
施策の実施に要する経費に充てることを目的とした鳥取県地域医療再生基金を積み増しする。
〔基金積立〕

健康政策課
鳥取県ワクチン接種緊急促進基金
造成事業

534,573 534,573 0
子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種を促進し、がん及
び感染症の予防を図ることを目的に、鳥取県ワクチン接種緊急促進臨時基金を造成する。 〔基
金積立〕

健康政策課
鳥取県ワクチン接種緊急促進基金
事業

257,717 129,545 688
新たに県に造成した「鳥取県ワクチン接種緊急促進基金」を活用して、子宮頸がん予防（ＨＰＶ）
ワクチン、ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンについて、ワクチン接
種費事業を行う市町村へ助成する。

健康政策課
鳥取県自殺対策緊急強化基金造成
事業 28,885 28,885 0

自殺を防ぐための相談体制の整備、人材の養成等により、県内の自殺に対する施策及び体制
の充実強化を図り、もって自殺の防止及び自殺者の親族等に対する支援の充実に資すること
を目的とした鳥取県自殺対策緊急強化基金を積み増しする。〔基金積立〕

鳥取療育園 鳥取療育園療育備品整備事業 624 624 0
鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金の充当事業として、公的機関における自立支援機
器の整備が追加されたことから、鳥取療育園において 車いす（自走式）等の整備を行う。

住宅政策課 住宅・建築物耐震化総合支援事業 29,500 14,750 14,750
国が補正予算で実施する予定の住宅の耐震改修への上乗せ助成に対応した上乗せ助成を行
う市町村に対し支援を行うこと等で住宅の耐震改修の促進を図る。

地域活性化・住民生活に光をそそぐ
交付金 646,223 646,223 ▲ 2,007 別紙１ 地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金充当事業一覧参照

地域活性化・きめ細かな交付金 74,601 74,601 0 別紙２ 地域活性化・きめ細かな交付金充当事業一覧参照

0 0 10,357,430 7,398,512 36,270

国公共事業の追加 7,706,873 4,747,955 36,270

＜補助事業>
・都市公園事業 100百万円 ・林道事業 255百万円 ・造林事業 78百万円
・治山事業 9百万円 ・農業農村事業 79百万円 ・道路事業 1783百万円
・農道事業 230百万円 ・河川事業 504百万円 ・海岸事業 300百万円
・砂防事業 410百万円 ・治山事業 185百万円 ・港湾事業 34百万円
・境港管理組合負担金 24百万円
＜直轄事業>
・道路事業 683百万円 ・河川事業 61百万円 ・砂防事業13百万円

単県公共事業の追加 187,750 187,750 0
・急傾斜地崩壊対策 165百万円 ・砂防修繕 23百万円
※公共投資臨時基金活用

単県公共事業の追加
（地域活性化・きめ細かな交付金） 1,724,577 1,724,577 0 別紙２ 地域活性化・きめ細かな交付金充当事業一覧参照

各種公共施設の補修・解体工事
（地域活性化・きめ細かな交付金） 738,230 738,230 0 別紙２ 地域活性化・きめ細かな交付金充当事業一覧参照

403 803 22,511,459 15,967,329 49,701

※ （ ）内の数字は債務負担行為及び既存の基金事業の活用であるため、事業費合計には加えない。

※ 基金取崩実施事業と基金積立事業については、雇用創出見込及び事業規模に一部重複している部分がある。

２．地域資源活用での産業振興

３．安心安全支え合う地域づくり

福祉保健部

農林水産部

平成２２年度１１月補正追加提案 「鳥取県第二次緊急雇用経済対策」 の概要

商工労働部

商工労働部

部 局 名

１．緊急の雇用対策

課 名 事 業 名
Ｈ２２雇用
創出人数
（見込み）

Ｈ２３雇用
創出人数
（見込み）

事業規模
Ｈ２２年度１１月補正予算（追加）

事 業 概 要

福祉保健部

農林水産部

農林水産部

福祉保健部

福祉保健部

福祉保健部

鳥取県緊急雇用経済対策 約１６０億円、事業規模：約２２５億円
雇用創出人数：約１，２００名（重複控除：約１，０００名、うちＨ２２年度：約２００名）

鳥取県緊急雇用経済対策 合計

福祉保健部

４．公共工事による緊急地域経済対策

生活環境部

県土整備部

生活環境部
農林水産部
県土整備部

福祉保健部

福祉保健部

福祉保健部

福祉保健部

福祉保健部
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【別紙 １】

○地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金充当事業一覧

事 業 名 所管課 事業費 一般財源 事業概要

安心安全支え合う地域づくり 646,223 ▲ 2,007

弱者対策・自立支援 623,969 ▲ 2,007

ＤＶ対策 ＤＶ被害者相談受付体制強化事業 子育て支援総室 1,181 0
夜間のＤＶ相談を行う団体への財政支援、婦人相談所の機材（転
送電話）整備

ＤＶ被害者支援体制強化事業 子育て支援総室 2,449 0
ＤＶ対策窓口への心理療法担当職員（非常勤）、一時保護施設への
学習ボランティアの設置

ＤＶ民間シェルター等支援事業 子育て支援総室 66,000 0
民間ＤＶシェルターへの施設整備支援、ステップハウス設置運営へ
の支援

障がい者 鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業 障がい福祉課 0 ▲ 2,007
重度行動障がい者が入居する施設に対し対応のために職員の加
配を行う場合に財政支援（22年11補正事業への充当）

鳥取県立鹿野かちみ園利用者環境向上事業 障がい福祉課 22,130 0 備品購入（全自動水洗機、温冷配膳車等）

鳥取県型重度のてんかんのある方の地域生活支
援ネットワーク検討会助成事業

障がい福祉課 243 0
重度のてんかん患者の多様なニーズに対応し、地域で安心な暮ら
しをするための体制整備についての検討会を設置

重症心身障がい児・者を地域で支えるNPO応援事
業

子ども発達支援課 15,000 0
複数の障がい児・者が障害者自立支援法の対象外となる形の共同
生活のための施設整備の支援

児童自立活動支援事業（皆成学園） 皆成学園 1,076 0 施設修繕・備品購入

鳥取県療育拠点強化事業（総合療育センター） 総合療育センター 110,044 0 重症心身障がい児受入のための機器整備等

鳥取療育園「療育支援力」向上事業 鳥取療育園 126 0 備品購入（知能検査器具）

障がいのある児童生徒の自立を目指す学びの環
境づくり事業

教育環境課 361,274 0
児童生徒が増加傾向にあり、必要な就労・自立支援が困難となっ
ている倉吉養護学校に、地域の特性を活かした学びの環境を整え
るとともに、教室数の充足を図る

児童相談 退所児童アフターケア団体（ひだまり）等支援事業 子育て支援総室 19,883 0 退所児童等のアフターケアを行なう施設（ひだまり）の施設整備等

犯罪被害者 犯罪被害者民間支援団体相談機能強化事業 警察本部会計課 1,717 0
とっとり被害者支援センターが犯罪被害者に対する相談機能を強
化するため、犯罪被害者早期援助団体指定に向けた環境整備を
図る

その他 暴力団排除機能強化事業 警察本部会計課 22,846 0
暴力団排除のため、適正かつ円滑な対応に期する電子システム構
築を図る

22,254 0

試験研究機関
生態系に視点を置いた湖山池の汚濁機構の究明
に関する研究

衛生環境研究所 294 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

光触媒を利用した水質浄化手法の研究 衛生環境研究所 2,279 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

排水処理におけるホウ素除去メカニズムの解明と
新規排水処理技術の開発

衛生環境研究所 457 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

鳥取砂丘景観保全再生事業 砂丘事務所 2,409 0
［継続研究分］砂丘地形変化の研究に係る調査機器の更新
（鳥取市と1/2づつ負担）

主要農作物原採種事業 農業試験場 3,386 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

バイオテクノロジーによるナシ新品種シリーズの育
成

園芸試験場 133 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

優良遺伝子を用いた新鳥取和牛の創造 畜産試験場 451 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

牛の精液供給事業 畜産試験場 282 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

飼料分析を活用した給与技術向上支援事業 畜産試験場 4,266 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

豚凍結精液の生産技術の改善試験 中小家畜試験場 786 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

「鳥取地どりピヨ」の改良試験 中小家畜試験場 4,911 0 ［継続研究分］試験研究機器の購入

内水面資源生態調査（渓流魚人工産卵場造成試
験）

水産試験場 2,600 0 ［Ｈ23新規研究分］試験研究機器の購入

646,223 ▲ 2,007

区分

合計

知の地域づくり
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【別紙 ２】
○地域活性化・きめ細かな交付金充当事業一覧

所管課 事業費 一般財源 事業概要

地域資源活用での産業振興 85,048 0

周遊しやすい国際観光地・利便向上事業 国際観光推進課 48,150 0
韓国ドラマロケ地ツアーに係るリムジンバスの実験運行事業者への助成及び
「ロケ支援委員会」に対する助成等

自然公園等管理費 公園自然課 27,333 0 ジオパーク看板の整備（岩戸・浦富・雨滝・扇ノ山）

山陰海岸学習館体験学習充実事業 博物館 9,565 0 体験学習コーナー資料の充実、来館者用待機スペースの拡充等

安心安全支え合う地域づくり 74,601 0

ヘリコプターテレビ映像地デジ対応設備他整備事業 防災チーム 54,514
ヘリコプターテレビ映像等、災害映像を県庁及び総合事務所等の館内へ再放
送するための設備を地デジ対応に整備。

防災情報システム管理運営事業 防災チーム 20,087 0
気象情報細分化に伴う一斉FAXシステム改修及び無線中継所鉄塔塗装（調査
委託）

公共工事による緊急地域経済対策 2,462,807 0

単県公共事業の追加 1,724,577 0

防災情報システム管理運営費 河川課 125,160 0 防災情報システム設備機器の更新

ダム管理費 河川課 62,104 ダムの管理、保守点検等

河川維持修繕費（維持修繕） 河川課 44,400 0 老朽化した河川施設の修繕

河川維持修繕費（河床掘削） 河川課 66,750 0 出水により河川内に堆積した土砂の除去

高規格幹線道路等関連事業 河川課 40,500 0
高規格幹線道路等の整備により流出量が増となった河川、地元要望のあった
未改修河川の改修工事

漁港維持管理費 空港港湾課 47,710 0 漁港施設の修繕等

鳥取空港維持管理費 空港港湾課 61,103 0 鳥取空港の管理運営のための施設の維持修繕

港湾維持管理費 空港港湾課 151,600 0 港湾施設の修繕等

砂防維持修繕費 治山砂防課 88,420 0 災害を助長させない維持管理の推進として雑木抜開、河床掘削

治山維持修繕費 治山砂防課 7,380 0 老朽化等により機能が低下している施設の修繕や維持管理

単県橋梁補修事業 道路企画課 31,000 0
経年劣化による損傷が著しく、今後も劣化が急速に進むことが予測される、早
期の対応が必要な橋りょうの補修

交通安全施設整備事業 道路企画課 8,150 0 事故危険箇所についての小規模対策及びバス停留帯整備

単県道路調査費 道路企画課 11,000 0 道路事業実施にあたり、事前に必要な調査を実施するもの

カラーな道整備事業 道路企画課 88,800 0
路肩部にカラー舗装を施工することにより、ドライバーへの視覚的意識からの
注意喚起を行い、安全対策を図る

安心な道整備事業 道路企画課 14,000 0
バリアフリーを目的とした視覚障がい者誘導ブロック設置、段差解消等の歩道
整備

道路災害防除事業 道路企画課 5,000 0 道路法面からの落石対策、法面の崩落及び既存落石防護施設の修繕

単県舗装補修事業 道路企画課 193,000 0 損傷の著しい道路の舗装補修

単県小規模修繕事業 道路企画課 425,000 0 側溝の修繕、安全施設の修繕等道路機能維持に必要な小規模な修繕工事

地方特定道路整備事業 道路建設課 253,500 0 早急に整備する必要のある特定区間の道路整備

各種公共施設の解体補修工事 738,230 0

県庁舎改修事業 総務課 107,963
県庁舎議会棟の建築、設備の改修工事（手すり、サッシの改修、じゅうたん張
替）

とっとり花回廊施設管理費 生産振興課 27,302 0 経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の補修

県営造成土地改良施設管理円滑化事業 農地・水保全課 5,000 0 農道施設の補修工事

ホレコ川取水施設撤去事業 西部農林局 3,500 0 使用されなくなった農業用施設の撤去

大沢川管渠マンホール閉塞事業 西部農林局 1,100 0 大沢川暗渠管の点検用マンホールの撤去

境港管理組合負担金 空港港湾課 29,003 0 港湾施設の修繕等

交通安全施設整備費（信号機等整備事業） 警察本部会計課 44,924 0 安全性確保のため、ＬＥＤ信号灯器の増設 、信号制御機の更新を行う。

警察財産管理費 警察本部会計課 219,561 0
老朽化して未使用となった職員宿舎（３４棟７７戸）を早期に解体し、周辺環境
への配慮と修繕費の削減を図る。

米子工業高等学校改築事業費 教育環境課 299,877 0
平成２３年１月末の新校舎完成後、速やかに周辺環境整備に移るための既存
校舎解体経費

2,622,456 0合計

事 業 名
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