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１ 鳥取県官公需実績

近年における鳥取県の官公需契約総実績額に占める中小企業向け契約実績額の比率
は、平均して７～８割程度の数値で推移。
令和３年度は、令和２年度と比較して５．２ポイント減少。

種別
官公需総実績額

【A】
中小企業向け契約実

績額【B】
新規中小企業者向
け契約実績額【C】

中小企業者比
率

【B/A】

新規中小企業
者比率
【C/A】

物件 10,973 3,152 0.3 28.7 0.00

工事 55,130 43,117 874 78.2 1.59

役務 13,673 9,379 65 68.6 0.48

計 79,777 55,650 939 69.8 1.18

【官公需契約総実績額に占める中小企業向け契約実績額の比率】（単位：％）

【令和３年度鳥取県官公需実績】（単位：百万円（額）、％（比率））

区分 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

鳥取県 ５７．５ ７１．９ ７２．２ ８２．３ ７５．０ ６９．８

全国平均 ７３．４ ７４．６ ７４．７ ７４．９ ７３．５ （集計中）
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２ 商工労働部の取組

１ 新商品による新事業開拓事業者認定制度
○新たな事業分野の開拓を図る中小企業者が開発した新商品を鳥取県が認定し、新
商品の利用の促進と、中小企業者の成長、鳥取県経済の活性化を図る制度を平成１
７年度から実施。当該制度による認定日から最大３年間、県の機関が認定商品を購
入する際、随意契約により購入可能。（予定価格３,０００万円未満）

《対象者》
①中小企業等経営強化法の規定に基づき承認を受けた経営革新計画を実施中の者
②次のいずれかの計画を実施中又は計画満了から１年以内の者
ア 鳥取県産業振興機構起業創業チャレンジ補助金の交付決定を受けた事業計画
イ 鳥取県中小企業調査・研究開発支援補助金の交付決定を受けた中小企業調

査・研究開発支援補助金事業計画
ウ 知事の認定を受けた鳥取県版経営革新計画
エ 知事の認定を受けた産業成長事業の事業計画（小規模事業者挑戦ステージ、

生産性向上挑戦ステージ、成長・挑戦ステージに限る）

《対象製品》
①対象者が有する計画の中で開発されることが明記されている商品
②鳥取県知事以外が承認した経営革新計画の中で開発されることが明記されている
商品で、かつ、鳥取県内の生産拠点で生産されている商品

担当課：鳥取県商工労働部産業未来創造課
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２ 商工労働部の取組

○認定実績 １５件（平成１７年度～令和元年度）
＊随時募集（平成２７～令和元年度認定なし）

○購入実績例 木質ペレット燃料：有限会社赤碕清掃（西部総合事務所）等

担当課：鳥取県商工労働部産業未来創造課

名称及び代表者の氏名 物品の名称 認定期間 備考

1日本ランドメタル株式会社 漆塗ステンレス花器 H18.2.1～H21.1.31 認定期間 満了

2株式会社勝原製作所
ステンレス表札（看板）、記念品、
ポスト

H18.2.1～H21.1.31 認定期間 満了

3株式会社サカモト ウッディブラインド H18.2.1～H21.1.31 認定期間 満了
4株式会社アセンド 学事エース H18.2.1～H21.1.31 認定期間 満了
5株式会社モチガセ バリエール H18.6.6～H21.6.5 認定期間 満了

6青谷和紙株式会社
立体漉き和紙照明器具、機能性和紙
商品

H18.6.6～H21.6.5 認定期間 満了

7株式会社ジャパン緑化 Ｅ－ソイル、Ｅ－パレットシステム H19.2.2～H22.2.1 認定期間 満了

8有限会社赤碕清掃 木質ペレット燃料 H19.5.15～H22.5.14 認定期間 満了
9Farm gardenチトのゆび 二十世紀梨しゃぼん H22.9.10～H23.12.31 認定期間 満了

10株式会社桑本総合設計 LED照明器具 Ｈ22.12.4～Ｈ23.12.31 認定期間 満了
11いなば和紙協業組合 採光ブラインド（和紙タイプ） H22.8.10～H25.8.9 認定期間 満了

12株式会社ジーアイシー
簡易観測情報配信システム「かんそ
くん」

H22.8.10～H25.9.30 認定期間 満了

13アイコンヤマト株式会社
全天周ナビ MIERU画（全方位ムー
ビー画像）

H25.3.5～H28.3.4 認定期間 満了

14株式会社ジーアイシー 冠水警報システム「かんちくん」 H25.5.24～H28.5.23 認定期間 満了

15株式会社マスターラボ
インテリジェントロギングシステム
「とりえ（TRIE）」

H25.5.24～H28.5.23 認定期間 満了

認定実績状況（R4.10時点）
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２ 商工労働部の取組

２ トライアル発注推進事業

○県内の中小企業等が開発・製造する製品等について、県の機関が試行的
に発注し官公庁からの受注実績を作ることで販路開拓を支援するとともに、
当該製品等の有用性などを使用者の立場から評価し、その結果を受注者で
ある中小企業等に報告することにより製品の改良を支援する制度を平成１
９年度から実施。当該制度の認定日から最長２４ヶ月間、県の機関が認定
商品を購入する際、随意契約により購入可能。

《対象製品》
１００万円以内の物品、ソフトウェア、システムウェア、技術のいずれか
（個人によって効果・嗜好の違いが大きく、組織による評価に馴染まない
ものを除く）に限る。

担当課：鳥取県商工労働部産業未来創造課
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２ 商工労働部の取組

２ トライアル発注推進事業
○認定実績 １６９件（平成１９年度～令和４年度９月末現在）
＊年２回程度の募集

○購入実績例
ＬＩＱＵＩＤ ＡＲ

（リキッドエーアール）
※専用アプリが不要のAR（拡張現実）

導入先：むきばんだ史跡公園
＊過去５年実績：平成２９～令和３年度
（１９件 １２，３６３，５０３円）

担当課：鳥取県商工労働部産業未来創造課

発注実績一覧（一部）はこちら↓
「バック・アップ型トライアル発注推進事業制度」
https://www.pref.tottori.lg.jp/trial/
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２ 商工労働部の取組

３ 鳥取県グリーン商品認定制度

○県内で発生する循環資源（廃棄物や間伐材等）を原材料として県内で製
造され、または加工され、県内外で販売される商品のうち、一定の要件に
適合するものを「鳥取県認定グリーン商品」として認定する制度。
→令和４年９月末現在、５９事業者４０６商品を認定

担当課：鳥取県商工労働部産業未来創造課

事業 商品数（件）

1 コンクリート製品等 270

2 道路資材 60

3 農業・緑化資材 30

4 建築資材 18

5 文具等 12

6 その他 16

合計 406

認定内訳（R4.9末時点）
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２ 商工労働部の取組

３ 鳥取県グリーン商品認定制度
○鳥取県では、官公需の推進と併せ、平成１３年度にグリーン購入に係る
調達方針等について「鳥取県グリーン購入基本方針」に定め、平成２４年
度からは、品質及び価格が同等（価格差は３０％以内を目安とする。）で
ある鳥取県認定グリーン商品がある場合は、同商品を優先的に調達するよ
う規定しており、認定商品のより一層の利用促進が取り組まれている。

働部産業未来創造課
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２ 商工労働部の取組

【その他】
◆鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月２７日公布施行）
○県事業の実施における県内所在事業者への配慮等
・事業者の受注機会の拡大
・県産品の利用促進

○県発注・調達状況の公表義務
・建設工事１，０００万円以上
・委託、物品調達等５００万円以上

担当課：鳥取県商工労働部産業未来創造課

【問合せ先：鳥取県商工労働部産業未来創造振興課】
◆「新商品による新事業開拓事業者の認定」
https://www.pref.tottori.lg.jp/99735.htm
◆「バック・アップ型トライアル発注推進事業制度」
https://www.pref.tottori.lg.jp/trial/
◆「鳥取県認定グリーン商品と認定制度」
https://www.pref.tottori.lg.jp/green/
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３ 総務部の取組

１ 一般物品、委託及び役務に係る集中調達
（１）電子入札の導入

・鳥取県の物品及び役務の競争入札参加資格者名簿に登録されている地元
企業（※地元企業：県内に本店を有する事業者）の大半は中小企業者。
・少額物品（２０万円未満）については、各所属で購入（大半は県内企業
に随意契約）を行っている。

開始時期 内容

平成１８年３月 ・物品調達について電子調達システムにより電子入札を開始

平成１９年４月 ・県内企業（県内に本店、支店、営業所等を有する事業者）に
限定した制限付き一般競争入札を電子入札により実施。
・地方機関の物品調達についても、電子調達システムによる入
札を開始。

平成２０年６月 ・委託・役務等についても電子調達システムによる入札を開始。
(ただし、本庁分のみ)

担当課：鳥取県総務部総合事務センター物品契約課
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３ 総務部の取組

（２）印刷物調達の際の取り組み
・ 従前より印刷物の入札は、原則として、入札条件に「県内に自社の印
刷設備を有し、その設備を用いて印刷を行うこと。（印刷の外注は原則と
して認めない。）」と明記しており、県内印刷業者との契約を原則として
いる。（県内印刷業者は中小企業者）

（３）最低制限価格制度の導入
・ 平成２２年１月から印刷物の発注において、契約の内容に適合した履
行を確保するため、最低制限価格制度を実施。（予定価格２０万円以上の
オフセット印刷が対象。）
・ 平成２４年４月からは、看板制作業務について、最低制限価格制度を
実施。（予定価格１００万円以上の看板類の制作が対象。）

担当課：鳥取県総務部総合事務センター物品契約課

※入札制度および電子入札対象案件等の詳細（要綱など）を確認のこと。
【問合せ先：鳥取県総務部総合事務センター（物品契約課）】
◆鳥取県物品電子調達ウェブサイト
https://www.pref.tottori.lg.jp/denshichotatsu/
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３ 総務部の取組

２ 用品調達の際の取り組み

（１）一般用品
・ 従前より、県で使用する一般用品（コピー用紙、各種ファイル等の事
務用品）の契約に際しては、競争入札参加資格者名簿に登録されている県
内企業を指名して入札を行い、令和２年度発注分にかかる入札から電子入
札に移行。
・ 鳥取県の一般用品指定品目は約２９０品目あり、３地区毎に入札を行
い、県内企業の入札機会の確保を行っている。（殆どは中小企業者）

（２）石油製品調達の際の取り組み
・ 従前より鳥取県での石油製品（ガソリン、重油、軽油、灯油等）の調
達は、鳥取県内の官公需適格組合である鳥取県石油協同組合と随意契約を
締結しており、県内組合員から調達している。

担当課：鳥取県総務部総合事務センター物品契約課
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４ 県土整備部の取組

１ 県内業者優先発注による受注機会の確保（建設工事・測量等業務）
２ 下請業者への配慮（建設工事）
（１）県発注工事において、下請業者は県内業者を活用するよう契約で義
務付け。
（２）県内下請業者が活用できるにもかかわらず、県外業者と下請負契約
を締結した場合は、契約違反として資格停止等の検討を行う。（県発注工
事については、施工体制台帳、施工体系図の提出を義務付け、下請契約の
状況を確認している。
３ 県内産の建設資材の使用（建設工事）
（１）県発注工事に使用する資材については、契約上、リサイクル製品を
積極的に活用することとしているが、リサイクル製品以外の工事に要する
資材のルールは、次のとおり。
ア 県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。
イ 県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を

有する販売業者（以下「県内販売業者」という。）から購入した資材を使
用すること。ただし、当該資材について県内販売業者がない場合は、この
限りでない。
（２）県内産資材を活用できるにもかかわらず、これを使用しなかった場
合は、契約違反として資格停止等の検討を行う。

担当課：鳥取県県土整備部県土総務課
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４ 県土整備部の取組

４ 分離・分割発注による県内業者の受注機会確保（建設工事）
分離・分割発注方針をもとに、効率性や経済性を確保しつつ、県内業者の
受注機会の確保を図っている。

５ 発注工事等の情報公開（建設工事・測量等業務）
県が発注する公共工事等に関する情報公開を行い、調達案件を幅広く周知
している。

※ 県内業者優先発注の例外（建設工事・測量等業務）
専門的な機器の据付や、高い技術や知識が求められる場合、また、特殊な
技術が必要とされ、県内業者では施工ができないとき。

担当課：鳥取県県土整備部県土総務課
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４ 県土整備部の取組

＜参考＞

【問合せ先：鳥取県県土整備部県土総務課】
「鳥取県発注工事等の情報公開のホームページ」
http://nyusatsu.pref.tottori.jp/

担当課：鳥取県県土整備部県土総務課
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４ 県土整備部の取組

＜参考＞

鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の概要
県土総務課

平成29年3月23日

建設工事の生産性向上と元請下請関係の適正化及び建設労働者の就労環境の改善を
図ることによる、担い手確保・育成と建設産業の発展促進に向けて、元請負者及び
下請負者が遵守すべき事項を定めた「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指
針」（以下「指針」という。）を制定し、指針の遵守を契約条件として位置づける。
この指針には、重層下請構造の改善を図るための下請次数の制限や、県内業者の受
注機会拡大を図るための下請等の県内業者の活用をはじめとして、より一層適正な
下請契約に資する事項を盛り込む。

１ 対象工事等
○対象工事 県が発注する全ての建設工事
○制 定 平成２７年３月１９日

（適用：平成２７年４月１日以降に調達公告等を行う工事から）

担当課：鳥取県県土整備部県土総務課
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２ 指針のポイント

区分 内容 備考

下請の
次数制
限

下請工事 建築一式工事（鳥取県の工事発注区分における建築一般に限
る。）は３次以内、その他工事は２次以内 （あらかじめ県の
承認を受けた場合は除く。）

H29.10.1までは従前の
次数制限

下請の
県内業
者活用

１次 原則、県内業者（県内本店）に限定 （あらかじめ県の承認を
受けた場合は除く。）※

２次 原則、県内業者に限定 （あらかじめ県の承認を受けた場合は
除く。）※

※あらかじめ承認を受け県外業者（県外本店）とする場合でも、県内に営業所を有し、当該営業所の存ずる地
域の経済振興又は雇用の確保に当たって貢献している者から優先して選定

適正な
下請契
約

社保
等加
入

元請負者 全ての業者が義務（入札参加資格の要件）

１次下請 全ての１次下請負者の加入が義務

２次以下の
下請負人

全ての２次下請負者の加入が義務
＊やむを得ず未加入業者と下請契約を締結する場合は、元請負
人は「保険未加入者選定報告書」を県へ提出

H29.10.1までは加入努
力。元請負人が下請負
人を加入指導

適正な価格での
下請契約の確保

少なくとも、該当する県の設計額の直接工事費相当額とこれに
必要な法定福利費の額を合算した額を確保するとともに、必要
な間接工事費及び企業経営上必要な費用を加えた金額を確保し
た下請契約の締結に努力

下請予定者に対して、
書面により標準見積
書の提出を依頼

建設労働者の適切な
賃金水準の確保

公共工事設計労務単価を考慮した適切な水準を確保することに
努力

県工事の参加全業者に適正化
指針の遵守を求める仕組みづ
くり

下請に出す際に指針遵守規定を設けることを契約条件とし、県と契約関係のない下請負
人にも指針遵守を義務付ける仕組みを構築

担当課：鳥取県県土整備部県土総務課
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４ 県土整備部の取組

３ 指針の実効性確保
〇元請負人に対して、下請契約書に「指針の遵守」規定を追加条項として
義務づけ、２次下請以下についても同措置することを契約条件として要請

〇下請注文者（元請負人含む。）は、「下請契約遵守事項報告書」を作成
し契約内容等の適否を自ら確認するとともに、施工体制台帳と同時に同報
告書を県に提出し、県はこれを確認・指導及び完成検査で評価

〇「鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領」に基づく現場実態調査時に
確認・指導

担当課：鳥取県県土整備部県土総務課


