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担当部課

Ⅰ 最重点要望事項
このたびの東日本大震災において、原子力発電所からの放射能もれの事故は、地域住民の
区域外退去により、集団移転という未曾有の事態となりました。
また、農林業作物では、放射能汚染により地域経済の停滞を招き、全体的な復興の工程表が
見えにくい状況が続いています。
本県においても、島根原子力発電所で事故が発生した場合には、数時間で境港市・米子市
はもちろん、鳥取県西部地域にも放射能が拡散するとの研究報告が鳥取大学医学部で行われ
ております。万が一そのような事故が発生した際には従前の半径数キロメートルというくく
りでなく、地形的要因で「ホットスポット」が発生し市町村及び地域単位での区域外退去を
せざるを得ない状況も想定されます。
つきましては、事故発生時の災害支援・対策を始め、県内での居住地の受け入れも含めた
協力・支援体制の整備確立に対する推進をお願いします。
併せて、より実行的なＥＰＺの設定がされるよう国に対して働きかけをお願いします。

原子力発電所におけ
1 る事故発生時の支援
体制の整備について

島根原子力発電所において、万が一、原子力災害が発生
した場合の対策として、島根県等と連携して、福島第一原
子力発電所での避難指示等の範囲をそのまま島根原子力発
電所に置き換えて検討を行っています。このため、現時点
の避難計画は、避難対象を半径30㎞以内とし、一時集結所
や避難元と避難先のマッチング、輸送手段等について検討
を進めているところです。
避難先としては、県内市町村を基本としながら、隣接県
の市町村も対象に考えており、12月１日に県内市町村、11
月11日に広島県内市町村、11月16日に岡山県内市町村、11
月16日に山口県内市町村に対して、避難者の受入れ等につ
いて協力をお願いするなど、協力・支援体制の整備を行っ
ているところです。
また、万が一に備えて平時のモニタリング体制の充実を
図るとともに、緊急時のモニタリング体制や防護用資機
材、安定ヨウ素剤等の備蓄など原子力防災対策全般の充実 危機管理局
を検討しているところです。
危機管理政
さる１月31日の閣議で原子力災害対策特別措置法の改正 策課
案が決定され、鳥取県が関係周辺都道府県として位置付け
られる見込みとなったことを踏まえ、第１回原子力安全対
策プロジェクトチーム会議を開催し原子力防災対応体制を
構築したところです。
EPZについては、原子力災害特別措置法の改正案において
原子力防災指針を法定化することになっており、その防災
指針の中には重点的に対策を実施すべき区域として、UPZ
（30km）を設定するという方向が打ち出されているところ
です。引き続き国に対して必要な要望をしていきたいと考
えています。
また、西部町村会が中心となって30～50㎞圏内の住民避
難計画を開始されましたが、県としても積極的に支援を
行っているところです。

地域主権を確立するため、国から地方への「ひも付き補助金」が段階的に廃止され、地方 平成23年７月26日、10月20日及び12月20日に、今回要望
が自由に使える一括交付金「地域自主戦略交付金」が平成２３年度から創設されました。 いただいている同趣旨の内容について、国に対して提案・
地方では経済の疲弊、高齢化が深刻であり、一般財源の確保が重要な課題になっていま 要望を行いました。
地方交付税の総額確 す。このような状況の中で、偏在性が少なく、安定的な地方税体系への見直し、財源確保機 今後も、必要な内容について国に対して提案・要望を行
2
保について
能を踏まえた地方交付税総額の適切な確保に取り組むとともに、平成２４年度においては町 います。
村の地方交付税が前年度水準を下回ることのないよう総額の確保を国に対して働きかけてい
ただきますようお願いします。
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町村福祉事務所設置後の支援について、１年限りではなく、数年間の支援をお願いしま
す。
町村福祉事務所を設置後、実際に事務事業にあたってみての課題も見えてきています。そ
うした課題・問題点については逐次改善をしていきたいと考えています。
その中で、最も難しい課題のひとつが生活保護事務に係る査察指導員（スーパーバイ
ザー）の配置・養成であります。
県福祉事務所におかれては、長年にわたって積み上げてこられた実績、ノウハウ、人材を
お持ちですので、仮に現業員（ケースワーカー）未経験者が配置されても、比較的容易に対
応ができるのではないかと想像をします。
翻って、町村福祉事務所の場合、組織としての経験は未熟ですし、また現業員（ケース
ワーカー）を経験した職員は原則的にいませんので、必然的に未経験者を配置することにな
ります。
町村福祉事務所設置
そうした、町村の事情を斟酌していただき、１年限りではなく今しばらくの間、査察指導
3
後の支援について
員（スーパーバイザー）の派遣及び生活保護事務における指導職員の定期的な派遣指導と、
現在県福祉事務所に配置されている就労支援員の町村ケースへの協力など人的な支援をお願
いします。

福祉事務所設置により町村が新たに担当する業務は、特
に生活保護業務など、対人援助技術を伴う複雑な業務であ
るため、設置後の支援は、県としても必要性を認識してい
ます。
また、査察指導員業務は、県の福祉事務所にあっても、
特に生活保護業務においては現業員未経験者が査察指導員
を行うことは難しいため、経験者を配置しているところで
す。
支援は、設置前年度に町村職員に併任辞令を発令するこ
とにより、福祉事務所の実務研修を実施しており、また、
設置初年度については、現業員及び査察指導員に対して支
援スタッフによる人的支援を行っているところであり、こ
の支援体制は、原則１年間を予定しています。
今後の支援は、各福祉保健局並びに監査による助言指
導、圏域ごとのケース検討会の企画・参画、査察指導員の
勉強会等の開催、相互交流を基本とする人事交流等によ
り、引き続き支援を行うことを検討します。
なお、中西部の就労支援員については、今年度と同様、
各圏域の県の福祉事務所の就労支援員の併任辞令により対
応が可能です。
また、就労支援員を雇用する経費等、全額が国庫補助対
象であるので、各町での単独設置もしくは複数町での共同
での配置等も検討していただきたいと思います。

発達障害者支援法では、発達障がい児がその障がいの状況に応じ、十分な教育を受けられ
るよう適切な教育的支援、支援体制の整備等、必要な措置を講じるよう国・地方公共団体に
求めています。
近年、発達障がい及び傾向の児童生徒が増加する傾向にあり、ＬＤ等特別支援非常勤講師
の配置、特別支援教育総合推進事業の導入、また、ＬＤ等専門員の巡回指導や特別支援学校
特別支援教育の充実 の通級指導を利用していますが、児童・生徒の障がいの状況は多種に及び、支援を必要とす
4
について
る児童生徒数に対して教員配置や適切な指導が充分とは言えません。
特別支援教育に要する教職員の加配措置及び、少人数指導等の配慮をしていただきますよ
うお願いします。

発達障がい児童生徒の増加に対応するため、すでにＬＤ
等専門員は、東・中・西部の各圏域に計12名を配置して巡
回相談や要請相談を行っているとともに、発達障がい児童
生徒が在籍する学級経営を支援するためのＬＤ等特別支援
教育非常勤講師を実態に応じて配置しています。
また、在籍児童生徒が３学年にまたがる特別支援学級の
支援のための非常勤講師も配置しており、現状でさらなる
配置の増員は難しいと考えます。
なお、通級指導については、国も増員を計画していると
ころであり、国の加配による配置が可能となるよう国に要
望していきたいと考えています。

道路網の整備は、地域の産業経済の振興、生活の向上、観光地へのアクセスなど地域発展
の根幹となる重要なものであり、その整備改良には緊急かつ重要な課題であります。
道路網の整備促進並
つきましては、下記事項について国等への要望並びに整備改良していただきますようお願
5 びに県道整備事業の いします。
一部負担金について
また、県道整備（単県事業）の地元負担率を１５％から１０％への引下げをお願いしま
す。
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１

山陰自動車道の早期完成と「北条道路」の事業着手

２

「米子ＩＣ～落合ＪＴＣ間｣の高速道路無料化社会実験区間凍結の解除及び米子自動車
高速道路無料化社会実験については、東日本大震災の復
道「蒜山ＩＣ～米子ＩＣ」の4車線化の早期整備
興財源を確保するため、平成23年６月末をもって一時凍結
されたところであり、震災対応に一定の目途が立つまで
は、凍結解除は困難な状況にあると考えています。
暫定２車線で開通している米子自動車道「蒜山ＩＣ～米
子ＩＣ」については、近年の交通量の増加とともに対面通
行に起因する重大事故等も発生していることから、早期の
４車線化を国やＮＥＸＣＯに要望しています。

担当部課

山陰自動車道については、平成２５年度供用予定箇所
（「赤碕中山ＩＣ～名和ＩＣ」「鳥取ＩＣ～鳥取空港Ｉ
Ｃ」）の確実な供用とともに、「北条道路」の早期の事業
再開を国に要望しています。
また、山陰自動車道をはじめとする高速道路ネットワー
ク整備のための予算総額を確保するため、７月２９日に続
いて１１月２２日にも、関係１０県の知事とともに『第一
次的高速道路ネットワークの早期連結を目指す１０県知事
会議』の５回目の政策提言を行ったところです。

３ 地域高規格道路の整備改良
（1）「北条湯原道路」の早期完成

「倉吉道路」の倉吉ＩＣ～倉吉西ＩＣ間（Ｌ＝3.3ｋｍ）
の平成24年度の供用を目指し、整備促進を図っているとこ
ろです。
また、「倉吉道路」の残区間及び平成23年度に新規事業
着手した「倉吉関金道路」についても、早期供用を目指し
て整備促進に取り組んでいます。

道路網の整備促進並 （2）「江府三次線」の整備促進
5 びに県道整備事業の
一部負担金について

「江府道路」については、引き続き整備促進に取り組む
とともに、直轄代行で事業中の「鍵掛峠道路」について
も、引き続き国に整備促進を要望しています。

（3）「鳥取豊岡宮津自動車道」の早期整備

４ 一般国道及び主要地方道の整備改良
（1）国道４８２号の整備促進
つく米～茗荷谷の改良整備、県境～兵庫県秋岡の早期着工

（2）国道１８０号南部バイパスの早期完成

「駟馳山バイパス」（Ｌ＝7.7ｋｍ）の平成２５年度供用
とともに、それに続く「岩美道路」についても、岩美ＩＣ
（仮称）～浦富ＩＣ（仮称）までの西側区間（Ｌ＝1.9ｋ
ｍ）の早期供用を目指して、整備促進に取り組んでいま
す。
舂米バイパス（Ｌ＝1.4ｋｍ）は、平成23年度に新規事業
着手し、早期供用を目指して整備促進に取り組んでいま
す。
県境部～秋岡間の未整備区間の事業化については、兵庫
県に働きかけていきます。
南部バイパスのうち、南部町阿賀の現道180号～主要地方
道溝口伯太線までの区間（Ｌ＝1.4ｋｍ）については、平成
23年６月に部分供用し、残る区間（Ｌ＝4.2ｋｍ）について
は、平成20年代半ばの供用を目指し、引き続き整備促進に
取り組んでいきます。
湯梨浜町久留地内の歩道については、特に狭小であった
一般県道東郷湖線との交差点付近を当該交差点改良に併せ
て拡幅改良しました。それ以外の区間については現時点で
は利用状況を勘案し、事業実施の予定はありません。

（3）国道１７９号の歩道拡幅改良

（4）主要地方道津山智頭八東線の早期着工
智頭町～八東町

必要性は認めますが、平成24年度予算において事業実施
することは困難です。
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（5）主要地方道鳥取鹿野倉吉線の拡幅改良
三朝町砂原～片柴・三朝町大瀬～倉吉市八屋

担当部課

三朝町砂原～片柴間については、引き続き事業を実施し
ます。
三朝町大瀬～倉吉市八屋間のうち、大原～八屋間は整備
済です。大瀬～大原間については必要性は認めますが、平
成24年度予算において事業実施することは困難です。
松崎地区は平成23年10月に事業が完了しました。また、
引地地区は平成24年度の完成を目指し、引き続き事業を実
施していくこととしています。

（6）主要地方道倉吉青谷線の拡幅改良
引地地区・松崎地区

（7）一般県道木地山倉吉線河戸橋架替事業の早期完成

平成24年度の完成を目指し、引き続き事業を実施してい
くこととしています。

（8）主要地方道倉吉江府溝口線（旧大山環状道路）の沢安全対策並びに砂防整備の促進

流出土砂量の多い三の沢については、国の治山事業と調
整して平成20年度から事業に着手し、平成23年度に完成予
定です。
一の沢、二の沢については、既存の治山堰堤を活用した
土砂溜めポケットを設置し、流出土砂量の低減を図ってい
るところです。また、現在事業化に向けた調査を実施して
います。

道路網の整備促進並
5 びに県道整備事業の
一部負担金について

（9）大山広域農道（第１、第２）の県管理道路への格上げ

県道整備（単県事業）の地元負担率を１５％から１０％への引下げをお願いします。

鳥取県の３大河川（千代川・天神川・日野川）は鳥取県にとって重要な河川であり、その
他の河川についても、飲料水、農業用水にと住民生活にとって最も重要なものであります。
しかしながら、河川整備はまだまだ十分ではなく、更なる整備をしていかなければなりま
河川・海岸対策につ せん。
6
いて
また、海岸においては、浸食・ゴミの漂着など美しい海岸の維持が難しくなってきており
ます。
つきましては、国等への要望並びに整備改良していただきますようお願いします。

4 / 22 ページ

大山広域農道は、地域の農産物の流通環境を整備するた
めの広域農道として整備していますので、引き続き、農道
として関係する市町に維持管理をしていただきますようお
願いします。
市町村負担金の軽減については、平成22年度に国の直轄
事業負担金制度の見直しに合わせ、事務費部分の負担を廃
止したところです。
国においては直轄負担金制度の更なる見直しが検討され
ており、その状況を踏まえて検討していきたいと考えてい
ます。
由良川水系の河川改修については、平成21年３月に由良
川鉄道橋と北条川放水路が完成するなど、浸水被害の解消
に向けて精力的・集中的に整備を進めております。現在、
瀬戸地区の河道改修工事と北条川の調査を行っており、今
後も引き続き事業の推進を図っていきます。
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担当部課

１

天神川の整備促進について
天神川を含む直轄河川については、国の地域主権改革で
国の責務において国土交通省直轄河川として整備促進されるよう、国・政府・関係機関 「一の都道府県内で完結する水系に属するものは原則移管
へ働きかけていただくようお願いします。
することを基本」とされており（H22.12.28アクション・プ
ラン）、現在、国の地域主権戦略会議（アクション･プラン
推進委員会）の場などで、移管スキームについて検討が行
われているところです。
平成23年12月26日の地域主権戦略会議において、直轄道
路・直轄河川については、アクション･プラン推進委員会の 企画部
チーム会合を開催するなどにより、具体的に動かしていく 企画課
案を検討するとされたところであり、本県としては、今後
示されるであろう移管スキームの内容を検証しつつ、地元
の意見も十分に踏まえながら、適切に対応してまいる所存
です。
天神川についても、全国知事会と歩調を合わせ、人員、
財源等の確保、大規模災害時の支援等の仕組みづくりがな
されるか見極めていきたいと思います。

２

由良川水系河川改修事業について
由良川水系の河川改修については、平成21年３月に由良
大島地区・米里地区の浸水地域を解消するため、新瀬戸橋の上流及び北条川放水路上流 川鉄道橋と北条川放水路が完成するなど、浸水被害の解消
の改修など、引き続き確実な事業の推進と必要な財政の確保をお願いします。
に向けて精力的・集中的に整備を進めております。現在、
瀬戸地区の河道改修工事と北条川の調査を行っており、今
後も引き続き事業の推進を図っていきます。

３

蒲生川の整備促進について

蒲生川の河川改修については、現在、岩本橋下流部とＪ
Ｒ上流部の改修を行っていますが、今後は岩本橋上流部を
中心に引き続き事業の推進を図っていきます。

県管理河川の適正な管理並びに支援について
高齢化、人口減などでボランティアの協力が難しくなっており、年間を通じた除草作
業、脇枝の除伐、河川内の浚渫などの適正な管理をお願いします。

県管理河川においては、定期的な巡視や点検を行って状
況を把握しながら、緊急性の高い箇所から伐開や河床掘
削、施設修繕を順次行っています。今年の台風災害や近年
の集中豪雨等、災害リスクが高まっている中、今後もさら
に適切な管理を図っていきます。
県では、海岸浸食等の土砂問題の解決のため、平成17年
度に「鳥取沿岸の総合的な土砂管理ガイドライン」を策定
しました。その後、東・中・西部地区に学識経験者や各管
理者等による協議会を設立し、港湾・漁港や河口部の堆積
砂を活用した養浜（サンドリサイクル）を実施し砂浜の保
全に取り組んでいます。
また、海岸侵食の著しい箇所については、人工リーフを
設置し、海浜の安定を図っているところです。
今後も、モニタリングの継続実施や協議会の開催により
効果を検証しながら、効果的・効率的な海岸保全対策を実
施していくこととしています。

河川・海岸対策につい
て
４

５

６

海岸浸食防止対策の推進について
人口リーフなど浸食防止対策工事が行われ一定の成果はあるものの、今なお海岸浸
食の進行は顕著である。

海岸漂着ごみ等の処理事業の継続について
ＧＮＤ基金の延長については日本海沿岸地帯振興連盟や
「地域グリーンニューディール基金」事業の延長を国に要望していただくこと及び平成 中国知事会等を通じて要望しています。引き続き国へ支援
２４年度以降も海岸管理者が実施主体となり、関係市町村に経費負担を強いることな を働きかけるとともに、海岸管理者の責務において、市町
く、漂着ごみ等の処理等をお願いします。
村へ経費負担を強いることのないよう平成24年度予算に盛
り込んだところです。
なお、関係町村におかれても、引き続き、地域住民やボラ
ンティア等の参画による漂着ごみの処理等海岸の良好な景
観・環境保全について御協力をお願いします。
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県土整備部
河川課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

担当部課

森林は木材資源を供給するのみでなく、酸素の供給、水資源の涵養、土砂流出の防止、大
気の浄化、保健休養などの公益的機能を有しております。
しかし、我が国においては、その大切な森林を古代から営々と守り育ててきた山村・林業
が、国産材価格の低迷や後継者不足、過疎化と高齢化に悩み、森林の維持、管理はもとより
集落の機能さえ困難になってきております。
つきましては、森林を維持していくため、森林の有する公益的機能を享受している全国民
全国森林環境税の制
1
が広く負担をする全国森林環境税の創設について国へ要望していただきますようお願いしま
度実現について
す。

ご提案のありました全国森林環境税については、全国町村
会から政府税制調査会に対してすでに意見書が提出されて
いるものと認識しています。
本県では、森林の公益的機能を維持するため、独自に森
林環境保全税を創設しているところであり、森林の公益的
機能の重要性は十分に認識しています。
一方、全国知事会では、地方消費税の充実とともに、森
林保全も含めた地方の温暖化対策に必要な財源として地方
環境税や環境自動車税の創設を提案しているところであ
り、まずはこちらの実現を優先すべきものと考えているこ
とから、現段階では、全国森林環境税の創設を要望するこ
とは考えていません。

総務部
税務課

わが国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災を契機に、地震、津波などの自然災害、
また、それに伴う二次的災害への対策が大きく見直されようとしています。各自治体におい
ては更なる高度な防災対策が求められ、住民生活に直結する市町村役場の役割はより重要な
ものになると考えます。
ある町では、平成１９年９月、最大時間雨量１０３mm/hの局地的集中豪雨により、土砂崩
れが多数発生し、負傷者１名、住家被害多数など多くの被害がもたらされました。
防災センター設置に また、昨年末から年始にかけての大雪は、国道９号に丸２日間、約１，０００台の車が立ち
2 対する国庫補助金の 往生し、多くの方が車内に閉じ込められました。
このような体験と東日本大震災の被災状況を踏まえ、住民の生命財産を守るため、防災機
創設について
能の向上を図る必要があります。
しかしながら、厳しい財政状況が続く中で十分な防災機能を持ち合わせる施設建設の財源確
保は困難を極めています。
つきましては、防災センター設置を計画している町村に、防災施設の建設に対して補助金
を創設していただき、行政施策が積極的に実施できるよう財政支援をお願いします。

「防災センター」については、地方公共団体が単独事業
で行う、災害等に強い安全安心なまちづくりを推進するた
めの防災基盤の整備事業（消防防災施設整備事業のうち、
防災拠点施設の整備）に該当します。
従って、国の補助制度はありませんが、防災対策事業債
（消防防災施設整備事業：充当率75％、交付税算入率
30％）の活用が可能であり、国の支援があることから、県
単独で上乗せ補助を行うことは考えておりません。

国並びに県の防災無線はすでにデジタル化が進んでおり、町村においても同様の整備を行
う必要があります。これは、電波法改正による国策としてアナログからデジタルに移行する
ことに起因するものです。
しかしながら一部の町村においては、アナログを既に整備しているため早急には進めない
状況でありますが、国がデジタル化を推し進めていることから、各メーカーがアナログの機
器を製造しなくなっています。そのため戸別無線機等の購入や修理等に大変苦慮していると
防災行政無線のデジ ころです。
3
アナログでの防災行政無線の継続が困難になってきたのは、国策によるデジタル化である
タル化支援について
ことから、デジタル化へスムースに移行できるような国、県の支援が必要不可欠でありま
す。
つきましては、事業実施にあたり、町からの財政的負担が極力抑えられるような補助金
等、支援策をお願いします。

防災行政無線デジタル化に関する事業（戸別受信機の一
括整備を含む。）については、防災対策事業債（防災基盤
整備事業）の対象とされており、そのなかでも、平成28年
度までに完了する事業については、充当率90％（一般事業
は75％）、交付税算入率50％（一般事業は30％）の特例措
置がとられてきたところです。
さらに、この度、「東日本大震災からの復興に関し地方 危機管理局
公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保 危機対策・
に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成23年法律第118 情報課
号）が公布された平成23年12月２日以降に地方公共団体が
予算に計上し、緊急防災・減災事業計画に基づき実施する
防災行政無線のデジタル化事業は、緊急防災・減災事業債
（単独）（充当率100％、交付税算入率70％）の対象とされ
ましたので、県として更なる支援策は考えていません。

Ⅱ 重点要望事項
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危機管理局
危機管理政
策課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

行政業務を迅速・的確に行うため、各自治体が同じような行政システムを業者から購入し
て使用していますが、導入費に加え管理・保守委託料、制度の導入や改正に伴うシステム改
修費用が多額であります。
また、制度の導入や改正の際にはシステムを導入した業者と随意契約で改修等をすること
となり、競争入札等で価格を下げることができません。
さらに、サーバー等の機器のメーカー保守は５年であり、更新する際には、現行の行政シ
行政システムのクラ ステムが使用できる機器に限定されてしまい、結果的に入札に参加できる業者が限られてし
4
まいます。
ウド化について
つきましては、このような経費軽減を図るため、各自治体が統一された行政システムを共
同で使用するよう国に対して働きかけをお願いします。
総務省が電子自治体の推進として掲げている自治体クラウド化を早急に進めていることか
ら、県においても、県独自の自治体クラウド化をご検討いただきますようお願いします。

担当部課

○国においては、ICTの利用による質の高い住民サービスの
提供や、災害発生時等における安定的な業務継続を目的と
して、これまでに自治体クラウドを用いた情報システム共
同化等の開発実証事業や有識者懇談会を行い、現在は相互
運用性を確保するための共通ルールの構築のために、デー
タの標準的な形式の構築などの導入に向けた環境整備等を
行っているところです。
企画部
○ただし、全国の自治体が統一されたシステムを利用する 情報政策課
など、クラウド化を促進するための法整備は、自治体の自
由な裁量を制限することにつながることから見送られまし
た。
○県としては、市町村に対して自治体クラウドに関する情
報を提供するとともに、各市町村の自治体クラウド導入判
断への支援を行っていきたいと思います。

国の制度改正等による電算システム改修は、膨大な経費を要し、その経費のほとんどは各
町村の負担になっており、厳しい財政状況の中でその対応に苦慮しています。
一方、国の財政支援は、交付税や特別交付税に盛り込むとの説明ですが、内容は未定とい
う不明瞭なものです。
国の制度改正によるシステム改修に対し、財政支援をすることは国の責務であり、速やかに
適切な支援措置を講じていただきますよう県から国へシステム改修に係る経費の財源確保を
要望していただき、仮に国からの財政措置ができないという事であれば、県において財政措
置を講じていただきますようお願いします。
また、法律改正など制度の根幹は早い時期に決まりますが、システム開発に必要な詳細情
報が、必要な機関に提供されるタイミングが非常に遅いため、システム開発がスムースに進
まない状況にあります。ここ数年の制度改正において顕著であり、国は、関連の詳細情報
を、早期に関係機関への提供に努めていただきますようお願いします。
１

5

外国人住民に係る住民基本台帳法の一部改正に伴うシステムの改修

国の制度改正に伴う
各種システム改修経
費に係る国の財政支
援について

２

３

障害者自立支援法や児童福祉法の改正に伴うシステム改修

法改正に伴う外国人住民に係るシステム改修経費につい
ては、総務省自治行政局市町村課から平成22年１月25日付
けで平成22年度の地方財政措置について、総務省自治行政
局住民制度課外国人住民基本台帳室から平成23年２月24日
付けで平成23年度の地方財政措置に関する通知が出され、
当該改修に伴う改修経費については２ヵ年にわたり地方財
政措置が講じられます。(国において、平成24年度も引き続
き、措置することを検討中と聞いています。)
標準的な所要経費については普通交付税措置を、それを
上回る経費（関連するシステム等との連携部分に係る改修
含む）については所要の特別交付税措置が講じられるもの
で、県としての財政措置は考えておりません。
法改正に伴うシステム改修経費については、平成23年度
第４次補正予算において、所要額の積み増しが行われまし
た。県としては、市町村がシステム改修を実施する経費に
助成ができるよう平成24年２月６日付けで交付要綱を改正
したところです。

介護保険法の改正に伴うシステム改修
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法改正に伴うシステム改修に要する経費は、平成23年度
の介護保険事業費補助金（国１／２、市町村１／２）で対
応されており、その旨、県内市町村には連絡済です。
（H23.11.4）

企画部
地域づくり
支援局
自治振興課

福祉保健部
障がい福祉
課
子ども発達
支援課

福祉保健部
長寿社会課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要
４

望

内

容

要望に対する意見

子ども手当に代わる児童手当に係るシステム改修

子どもに対する手当に係るシステム改修経費について
は、国の平成23年度第４次補正予算で安心こども基金の積
み増しが行われることとなり、県は平成23年度２月補正予
算で必要額の増額補正を行います。
ただし、システム開発に係る詳細情報についてはまだ示
されておらず、引き続き、国の動向を注視していきたいと
思います。

国の制度改正に伴う
各種システム改修経
5
費に係る国の財政支
援について
県道の除雪については、連携協議で主要県道の除雪を受託し実施している状況ですが、近
年の豪雪時の除雪に於いては、早期の通勤・通学路の確保が困難な状況にあります。
受託県道路線の除雪については、町有除雪車で除雪を実施していますが、県道と町道の掛
け持ちのため豪雪時には対応できない状況にあります。
豪雪時の、町民の生活と安全を守り交通の利便を図るため、県道除雪車の増台を図るよう
お願いします。
また、昨年１２月３１日から１月１日の豪雪では、町と委託業者の除雪車を早朝から深夜ま
で出動させ除雪作業を行ったところです。
しかし、倒木や折れた電柱が除雪作業の支障となり町内の幹線道路の除雪が手一杯で、生
活道路の除雪が追いつかず、住民の生活に支障が生じています。
また、除雪した雪が歩道に山積みとなったため、生徒、児童の保護者や地元の方が歩道の
除雪を行いましたが、人力作業のため時間と労力がかかり負担となっています。特に高齢化
率の高い集落では、人力での除雪作業は負担が大きく生活道路の確保ができない状況にあり
豪雪時の除雪機の増 ます。
台並びに自走式除雪
歩道除雪の支援（自走式除雪機の導入）については鳥取県市町村交付金で措置されていま
6
機の補助金制度の創 すが、町内には高齢化の進んだ中山間集落が多く、当該集落からの除雪機整備要望に対応し
設について
きれない状況となっています。
ある町では冬季における各集落の雪害に対し自走式除雪機の購入・整備に対する補助金交
付要綱を策定し、除雪機の整備に対する補助金を交付することにより、地域の防災力の強化
及び雪害による被害の防止、軽減を図ることとしています。
県においても、今後の雪害対策として、市町村交付金とは別枠で新たに除雪機整備に対す
る補助金制度を創設していただきますようお願いします。

（県道除雪）
県では、県管理道路の除雪体制を確保するため、県直営
除雪と業者委託に加え、一部の路線については従来から町
村に除雪をお願いして実施していただいています。県保有
の除雪機械の台数については、近年、業者保有の除雪機械
が減少してきているため、その対策として、県保有機械を
徐々に増加させて対応してきているものの、豪雪時に対応
した除雪機械の台数を確保することは困難であり、引き続
き町村の協力が不可欠な状況にありますので、ご理解、ご
協力をお願いします。
なお、県西部においては昨年の豪雪を踏まえ、県と市町
村とが連携し、交通量の多い市町村道の除雪を県が受託
し、交通量の少ない県道の除雪を市町村に委託することに
より除雪体制の確保を図ることとしています。
また、歩道除雪については、歩道除雪機を28台増強し、
除雪延長を約100ｋｍ延伸し、ボランティアの協力も得て除
雪体制を強化することとしています。
（除雪機補助制度）
奨励的な市町村向け単県補助金を交付金化することによ
り、市町村の自主性を活かした施策展開を支援している鳥
取県市町村交付金で、地域住民が自ら歩道除雪を行うため
の活動の支援に要する経費について、市町村に対して支援
を行っているところであり、個別の補助制度に切り離すこ
とは考えていません。
また、自走式除雪機の導入について、財団法人自治総合
センターのコミュニティ助成事業や国の社会資本整備総合
交付金を活用することも可能ですので、これらの制度も有
効に活用していただきたいと思います。

鳥取県では、中山間地域を多面的な公益的機能を有する財産と位置づけ、環境保全や集落
の維持を目的に平成２０年１０月に「鳥取県みんなでつくる中山間地域振興条例」を策定さ
れました。
これまでに、各施策をもとに各地域で事業に取り組んでおり、条例の附則 （検討）に規
定されているとおり、平成２３年度において「次期中山間地域対策検討懇談会」を開催し、
今後の対策について検討を加えている状況にあります。
中山間地域振興策に
しかし、今後の県の支援体制の中で財政支援面において、補助率の引き下げや市町村への
7
ついて
義務負担を求める動きがあるように思われます。この３年間において、条例に基づく中山間
施策の成果も一定評価できる反面、少子高齢化の傾向は好転することなく、地域の交通や買
い物、通院に係る課題は一層深刻になっております。
施策の支援メニューのきめ細かさだけでなく、中山間地域での緊急性や重要性に基づいた
重点施策を絞りこむことにより、今後行われる検証において、総額を勘案しながら財政支援
施策が後退することのない配慮をいただくようお願いします。

「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」の見直
しを行うにあたり、学識経験者、民間代表、市町村担当課
長等をメンバーとする「次期中山間地域対策検討懇談会」
を設置し、次期中山間地域対策として取り組むべき施策に
ついて検討を重ねてきたところです。
懇談会からは、買い物困難地域における支援強化や生活
交通の確保対策など安全・安心な定住環境の確保・充実に
係る施策、および地域づくりのサポート体制の構築など地
域の活性化対策に係る施策について多くの意見をいただい
ており、次期施策においても、関係部局、関係市町村と連
携しながら、より強力に中山間地域対策を進めていく所存
です。
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担当部課
福祉保健部
子育て王国
推進局
子育て応援
課

県土整備部
道路企画課
企画部地域
づくり支援
局
自治振興課
中山間振
興・定住促
進課

企画部
地域づくり
支援局
中山間振
興・定住促
進課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

ＪＲ倉吉駅は中部圏域の重要な交通拠点となっており、現在は平成２３年度末の完了を目
指し駅橋上化及び駅前広場整備を行い、新たな賑わいを創設する交流拠点整備を進めていま
す。また、中部圏域では総務省の定住自立圏構想により広域観光のネットワーク化を図り、
更なる観光振興も進めており、運行ダイヤの利便性を向上させることがこれらの施策を成功
させるためにも必要不可欠となっています。
特急「スーパーはくと」及び特急「スーパーいなば」の中には、倉吉駅発着となっていな
いものがあるため、倉吉駅は関西・山陽エリアを結ぶ結束点としての機能を十分果たすこと
ができず、観光客の利便性が図られていない現状にあります。この現状を打破するためにＪ
Ｒ西日本、智頭急行に働きかけていただきますようお願いします。

担当部課

「スーパーはくと」最終便の倉吉駅等への延伸や、
「スーパーいなば」の倉吉駅までの乗入れに対するＪＲの
見解を確認したところ、現在倉吉駅での乗降客数が少な
く、倉吉駅発着便を増やしても需要が見込めないことなど
から、現状では倉吉延長は困難であり、鳥取駅で接続でき
る列車設定を行っていくとのことでした。

「スーパーはくと」や「スーパーいなば」の倉吉駅等で
の発着の実現のためには、需要増が求められていることか
ら、地元自治体や経済団体が連携した、京阪神・山陽方面
１．特急「スーパーはくと」は、全便倉吉駅を発着としていただきたい。特に、特急「スー から倉吉方面への誘客策、倉吉駅までの特急列車利用の需
ＪＲ線運行ダイヤの パーはくと１３号」の終着地を倉吉駅としていただきますようお願いします。また、赤碕駅 要喚起の取組みなどを着実に行いながら、地元関係者が粘
8
り強くＪＲに要請していくことが重要であり、県としても
利便性向上について への発着延伸についてもお願いします。
２．特急「スーパーはくと１１号」の京都駅発時刻を３０分から１時間程度繰り下げていた その取組みを応援したいと思います。
だきたい。
３．特急「スーパーいなば」の倉吉駅乗り入れを再開していただきたい。とりわけ、「スー また、「スーパーはくと11号」のダイヤ時刻の改善に対
パーいなば１号」の終着地倉吉駅に、「スーパーいなば１０号」の発地を倉吉駅にお願いし するＪＲの見解を確認したところ、京阪神地区の夕方の時
ます。
間帯にあたり過密ダイヤで運転しており、「スーパーはく
と」のダイヤが入りにくく時間変更は困難とのことでし
た。
このダイヤ改善については、県としては、ＪＲとの勉強
会を通じて適宜要望しており、地元関係者と連携し機会を
捉えて引き続きＪＲへ働きかけていきたいと思います。

企画部
地域づくり
支援局
交通政策課

公共交通機関の利用者は年々減少しているが、一方で公共交通機関にのみ移動手段を頼る
中山間地域路線バス 者にとって日常生活に欠かせないものである。公共交通機関、特にバス路線維持のための補 路線バスをはじめとする、生活交通を確保するための支
9 維持支援補助金の充 助制度（国、県）を充実していただきますようお願いします。
援を行っています。特に地域の実情に合った交通手段を確
実について
保するための支援を充実していきたいと思います。

企画部
地域づくり
支援局
交通政策課

県立倉吉未来中心の管理運営費負担については、平成９年１２月の県と倉吉市との覚書に 倉吉未来中心の管理運営費負担については、平成23年度
県立倉吉未来中心の より、県と中部市町が各々２分の１を負担することとなっていますが、地域により地元負担 に一部見直しを行い、文化団体が施設を利用する際の利用
10 管理運営費負担につ の有無が生じる事のないよう、全額県負担を含めた地元負担について見直しをしていただき 料減免措置にかかる補填について県が全額負担することと
いて
ますようお願いします。
しました。

文化観光局
文化政策課

鳥取県を代表する貴重な文化財である三徳山の世界遺産登録暫定一覧表追加記載に係る審
議結果が平成２０年に文化庁から公表されました。残念ながら一覧表への追加にはなりませ
んでしたが、優れた文化遺産としての価値は高いと評価を受けており、指摘された課題等を
クリアするための調査研究、情報発信等を実施していくことが必要であります。更に、世界
三徳山世界遺産登録 遺産暫定一覧表候補の文化遺産「カテゴリーⅡ」に位置付けられ、主題の再整理、構成資産
11 運動への支援につい の組み換え、比較研究等を実施するとともに、顕著な普遍的価値の証明等に向けた調査研究
や文化遺産としての保護、まちづくり、地域づくりに活かすための取り組み等が重要となっ
て
ています。
このことから、三徳山世界遺産登録運動推進協議会を設置し、中部圏域の市町にも参画い
ただいているところではありますが、世界遺産登録推進のため、引き続き積極的な支援をお
願いします。
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県は、引き続き、三朝町をはじめとする中部市町と連携
し、情報発信、調査研究、保存管理を行っていくととも
に、主題についても検討を行い、観光振興やまちづくりへ
の活用を推進していきます。三朝町においても、地域に密
着した取組を引き続き進めていただきたいと思います。

教育委員会
文化財課
中部県民局
県民活動課
文化観光局
観光政策課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

生活保護受給者に係る自家用車の処分指導については、概ね６ヶ月以内に就労により保護
から脱却することが確実で、保有する自家用車の処分価値が小さい場合には、次官通知第３
の２「現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、か
つ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があると認められるもの」に該当する
ものとして、保留して差し支えないこととされているが、本県における中高年齢の被保護者
生活保護受給者に係 の求人状況及び交通事情を考えると「概ね６ヶ月」以内の就労は困難な場合が多い。
処分指導はあくまで保留されているものであり、自家用車の使用を認めているものではな
る自家用車の処分指
いことを十分に説明指導することは必要であるが、被保護者の就労意欲を減退させないため
12 導保留期間「概ね
６ヶ月」の見直しに にも、保留期間を「概ね６ヶ月」以内で設定し、保留期間を経過した時点で改めて保留の要
否を検討する。その時点で就労が見込まれる場合など必要に応じて保留期間を改めて設定す
ついて
るなど保留期間「概ね６ヶ月」の運用の見直しについて検討していただくようお願いしま
す。

厚生労働省は、あくまで処分指示を保留する期間として
「概ね６か月」を定めていますが、その対象として、保護
開始時に概ね６か月以内に就労により保護から脱却するこ
とが確実に見込まれる者となっています。
その後さらに保留期間を延長することを前提としておら
ず、期限到来後自立に至らなかった場合については、通勤
用の自動車の保有要件を満たす者が通勤用に使用している
場合を除き、速やかに処分指導を行うこととなっていま
す。
しかしながら、近年の雇用情勢から熱心な求職活動をし
ても、就労に結びつかない状況もあることから、本県とし
ては、熱心かつ十分な求職活動を行ってもなおかつ６か月
以内に就労に至らないケースについて、実施機関の判断で
処分指導を柔軟に対応できるよう厚生労働省に要望してい
るところです。

近年、自閉症や注意欠陥多動性障がい等の発達障がい児の保育所入所が増加し、その支援
のために障がい児加配保育士を配置し対応しています。また、健診時に新たに軽度発達障が
いが発見されることが多く、年々、障がい児加配保育士の配置数は増加傾向にあります。
県の補助基準では重度障がい児は特別児童扶養手当１級で、児童相談所の判定を受けた場
合は１対１の保育ですが、それ以外はこども２人に対し保育士１人相当となっています。
しかし、現実には特別児童扶養手当２級や注意欠陥多動症と知的の合併などの場合でも保
育士が１人ついていないと担任一人で保育はしていけない実態があります。
保育士の障がい児加配については、保育士にかかる人件費等の補助率が非常に低く、その
ため年々、増加していく発達障がい児等を支援していく加配保育士の配置には、相当な経費
負担となり、財政負担を強いられています。
障がい児の支援や育成については、国及び自治体の責務が明確にされており、保育所は、
市町村が運営するものであり、障がい児への支援育成体制についても市町村の責任で対応す
べきではありますが、保育現場で特別な支援が必要な児童の増加する現状から国に対し、必
要な財源措置を講じていただくよう働きかけていただき、更に県としても補助率引き上げな
どの財政支援をお願いします。
また、加配保育士の資質向上のため、スーパーバイザー（エール）の派遣回数の増加や保
保育所における障が
13 い児加配保育士の財 育現場での直接指導の体制を継続していただくようお願いします。
政的支援について

（県補助率引き上げなどの財政支援）
特別児童扶養手当支給対象児である重度・中度障がい児
保育に関する国の補助制度は、平成15年度に廃止され、市
町村への交付税措置となりました。平成19年度からは、発
達障がい児を含めた軽度障がい児に対象を広げ、市町村へ
の地方交付税が拡充されています。
県の補助制度については、平成20年度に市町村の判断で
障がい児保育事業対象児として認めるよう改正を行い、平
成22年度には補助基準額を引き上げるとともに補助率を見
直ししたところです。（・補助基準額：障がい児37,125円
→ 74,250円、重度障がい児74,250円→148,500円 ・補助
率：1/2→1/3）
また、平成23年９月１日から特別児童扶養手当の障がい
程度認定基準が改正され、新たに発達障がいの認定要領が
定められたことに伴い、発達障がいの１級の児童について
は、１対１の保育士配置ができるようになったところで
す。
現場の対応としては理解できるものの、県が補助するた
めには、１対１の保育の必要性について客観的な判断基準
を定める必要があるとともに、財政面を含め、改正するこ
とによる影響を見極める必要があり、今のところ更なる制
度の拡充は考えていません。
（エールの派遣回数の増加等）
保育現場における発達障がい児への支援として、エール
の巡回相談等を実施してるところですが、派遣回数の増加
については、相談件数が年々増加している状況にあること
から、可能な範囲で対応していくこととなります。
なお、保育現場への直接指導としては、各圏域の療育機
関の専門職員を派遣して、保育士等に対する技術指導を行
う障がい児等地域療育支援事業も実施していますので、御
活用ください。
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担当部課

福祉保健部
福祉保健課

福祉保健部
子育て王国
推進局
子ども発達
支援課
子育て応援
課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

担当部課

昨今、地域自立支援協議会で障がい児のための社会資源が不足しているとの指摘がありま 施設整備や設置促進については、県社会福祉施設整備費
す。障害者自立支援法が平成２４年４月に改正され、放課後等デイサービスが法定化されま 補助金や障害者自立支援対策特例基金特別対策事業の障害
すが、受け皿となるサービス事業所の整備等については、依然として設置数が増えていない 者自立支援基盤整備事業の活用などにより進めているとこ
現状が続いています。制度改正に耐えうる施設整備や設置促進等積極的な県の関与をお願い ろです。
します。
また、国の平成24年度当初予算概算要求において、「児
童発達支援センターの地域支援機能の強化」が盛り込まれ
障がい児のための社
14
ており、つなぎ法施行に伴う施設整備についても一定の配
会資源について
慮がなされています。
これらの制度を活用しつつ、施設整備や設置促進を今後
も進めていきます。（なお、基金の継続・積み増しについ
ては、国の平成23年度第４次補正予算に盛り込まれまし
た。）

福祉保健部
障がい福祉
課

介護保険制度は、「介護の問題」、「老後の不安」を解消するために介護を社会全体で支
える体制をつくることを目的に創設され、１０年が経過したところですが、今では各保険者
が、それぞれ工夫を凝らしながら、住み慣れた地域で介護を必要とする人のニーズを第一に
考え、福祉・保健・医療の分野からの総合的なサービスを提供しています。
介護保険が認知されてきたことや平成２１年度の介護報酬改定（３％アップ）、更に高齢
化に伴う要介護者の増加によって給付費が増大し、第１号被保険者の保険料が年々高騰する
と危惧しています。ましてや、第１号被保険者のほとんどの方が年金収入で暮らしているこ
介護保険事業にかか とを考えれば、月額５，０００円を超える保険料を支払っていくことは大変厳しいことと推
る公費負担の引き上 察いたします。
15
介護保険の財源は、公費と第１号被保険者及び第２号被保険者の保険料から構成されてい
げ又は低所得者対策
ます。公費の負担割合は原則として、国が２５％（負担金２０％＋調整交付金５％）、県が
の充実について
１２．５％、市町村が１２．５％と全体の５０％を負担することになっていますが、この割
合を平成２４年度といわれる次の介護保険制度改正にあわせて、調整交付金を国庫負担２
５％と別のものとして外枠化していただくとともに公的負担割合を引き上げることを国に要
望していただきますようお願いします。
また、公費負担の引き上げが困難であれば、低所得者対策として、国民健康保険制度や後
期高齢者医療制度と同様に低所得者に対する保険料の更なる軽減制度の創設をお願いしま
す。

公費負担の引上げについては、介護保険制度の根幹に関
わるものであり、政府における社会保障・税一体改革の見
直し等を踏まえ、必要に応じて国への要望を検討したいと
考えています。
なお、低所得者に対する負担軽減策を充実させるよう、
厚生労働省への要望活動を行ったところです。（平成23年
10月国要望）
福祉保健部
長寿社会課

福祉事務所を設置した町村におきましては、母子生活支援施設への入所措置の事務を行っ
ているところですが、ＤＶ案件に係る入所措置は引続き、県総合事務所で対応していただく
よう検討をお願いします。
ＤＶ案件の事務対応については、県では平成２３年１２月に改訂された「鳥取県配偶者等
からの暴力防止及び被害者支援計画」において市町村における相談体制の強化を掲げられて
ＤＶ案件の母子生活 おり、将来的にはＤＶ相談支援センターの町村設置を目指しておられるものと推察される
16 支援施設への入所措 が、ＤＶ案件は町村単位では件数が僅かで、町村での事務対応は非効率であります。
これを踏まえ、ＤＶを原因とする母子生活支援施設への入所措置についても、事務の一連
置について
の流れから県総合事務所における事務対応が適当と考えます。
また、ＤＶを原因とする母子生活支援施設への入所措置については、県外施設への入所依頼
など広域的な対応が必要となります。
以上により、ＤＶ案件に係る入所措置について、県総合事務所での引き続きの対応をお願
いします。

住民の方は身近な役場に相談することが出来、その詳細
な状況をもとに迅速な入所措置が行われることから、住民
にとっては非常にメリットがあると考えます。
また、福祉事務所としての権限の一部のみを県が行使す
ることは住民にとってメリットが無くなることに加え、ど
こに相談に行ったら良いのか混乱を生じる等の問題が生ず
るため、県が実施すべきではないと考えています。
なお、相談件数が僅かで事務が非効率ということであれ
ば、近隣の福祉事務所と広域対応を検討されるのも良いの
ではないかと考えます。
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福祉保健部
福祉保健課
子育て王国
推進局
青少年・家
庭課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

鳥取県中部子ども支
援センターの機能の
17 拡充に必要な県の機
能との連携・協力に
ついて

要

望

内

容

要望に対する意見

非行、ひきこもり等の子どもや青少年の問題が複雑化、多様化する中で児童・生徒をはじ 「中部子ども支援センター」からの要請を受け「児童相
め、未成年者に対する相談支援体制の充実、各関係機関とのコーディネート的な役割を果た 談所」「発達障がい者支援センター」等が福祉分野での必
すことのできる「総合的かつ専門的な相談支援の拠点機能」の必要性が高まっています。 要な支援、連携を行っており、今後も継続して協力してい
中部圏域１市４町では未成年者とその家族の抱える課題に迅速かつ的確に対応し、安心し きたいと考えています。
て生活ができる環境を整備するため、定住自立圏の取り組みの中で、不登校児童・生徒を支
援している「鳥取県中部子ども支援センター」を未成年者に対する保健、福祉、教育の相
談・判定・支援等の機能を拡充した圏域の教育相談支援の拠点として整備し、そのセンター
を核として、圏域内の各機能が有機的に連携できる体制を整備したいと考えています。
中部圏域における教育相談体制を充実し、不登校児童・生徒をはじめ、複雑で多様な問題
を抱える未成年者に対する支援を充実するため、定住自立圏の取り組みの一つとして、中部
圏域１市４町で取り組む「鳥取県中部子ども支援センターの機能の拡充」について、県の保
健、福祉、教育の相談・判定・支援等の機能と連携した取り組みを行うことができるよう必
要な調整、連携及び協力をお願いします。

県では、雇用創造１万人計画に係る補助制度について、雇用創造１万人プロジェクトを政 保育士配置に係る保育現場の現状を認識し、雇用創出と
策項目に位置づけ、雇用創出に資する検討が進められています。
合わせ制度を検討しているところですが、本県における児
児童福祉分野に係る施策としては、県独自で手厚い配置となっている１歳児に係る保育士 童福祉施設最低基準の条例化などの議論も踏まえながら、
雇用創造1万人計画
に係る保育士配置制 配置制度（６：１⇒４.５：１）と同様の考えで、現在、３歳児に係る保育所保育士につい 引き続き検討していきたいと考えています。
18
度の補助制度につい ては１５：１（現行２０：１）、４歳以上児に係る保育所保育士については２０：１（現行
３０：１）と配置する市町村に対して、補助（１／２）を実施するよう検討されていると聞
て
いております。
ぜひ、３歳児・４歳以上児の補助が確実に遂行されますようお願いします。
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担当部課
教育委員会
小中学校課
福祉保健部
子育て王国
推進局
子ども発達
支援課
青少年・家
庭課

福祉保健部
子育て王国
推進局
子育て応援
課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

岡山大学病院三朝医療センターは、昭和14年に岡山医科大学三朝温泉療養所として発足し
ました。平成11年に国から廃止勧告を受けましたが、存続が決定し、平成14年に三朝医療セ
ンターとして再スタートし、現在に至っております。
しかし、本年７月に、本学からの医師派遣及び病院運営面における困難さから「早急に縮
小・廃止すべき」との大学病院側からの審議結果が提示されました。
同センターは、世界一のラジウム温泉を活用した治療とリハビリを中心とした温泉適応疾
患の診療及び研究を重ねられ、県内外から厚い信頼を得ている医療機関であります。
また、三朝温泉の活性化戦略である「現代湯治」において、同センターの果たす役割は大
きく、鳥取県中部医療圏においても、各疾患の医療連携体制の組み込まれている医療機関で
あります。
現在、三朝医療センターの将来に関する委員会で、今後のあり方について協議が進められ
ているところですが、同センターの存続に向けて、積極的な支援をお願いします。

・地域で入院患者の受け入れ体制が整うことを前提に平
成24年４月から、入院機能を休止し、医療センターは
存続する。
・入院休止の補完として隣接する鳥取県立中部医師会
立三朝温泉病院との診療面での連携を進める。
・地球物質科学研究センターを中心として温泉に関する
研究を医療面と連携づけて新しい発展を期する。その
ことによって、観光面を含め、地元に貢献する。

岡山大学病院三朝医
療センターの存続に
19
向けての支援につい
て

また、三朝町と連携し、12月27日に岡山大学に対し、三
朝医療センター見直しにあたって、当該委員会の提言を踏
まえ、次に掲げる事項が確実に実現されるよう要望を行う
とともに、文部科学省に対して、当該要望の実現に向けた
支援等に関し要望を行ったところです。
・三朝医療センターの入院患者をはじめとする利用者が
切れ目なく必要な医療を受けられるよう円滑に体制を
移行すること。
・岡山大学の地球物質科学研究センターの物質科学と
三朝医療センターの医療機能が連携し、温泉医療研究
の新たな発展を期する構想を実現すること。
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担当部課

県の中部圏域の医療と観光における役割に鑑み、これま
でに国（文部科学省）、岡山大学、岡山大学病院に対して
同センターが担っている機能を維持存続させるよう要望を
行うとともに、地元三朝町、中部医師会とともに同セン
ターの将来に関するワーキンググループに参加し、医療
サービス機能の存続に向けて意見交換を行ったところで
す。
平成23年12月６日に行われた第２回岡山大学病院三朝医
療センターの将来に関する委員会においては、当該委員会
において次の３つを柱とする提言を岡山大学長に行うこと
とされ、岡山大学長に提言したところ、岡山大学は、12月
19日にこの提言を正式に承認されました。

福祉保健部
健康医療局
医療政策課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

国民保険体制を堅持するため、制度間の不均衡を是正し、給付の平等と負担の公平性を図
るため、医療保険制度の一本化を早期に実現すべきでありますが、当面、一般会計から国保
特別会計への繰入れを解消すべく、国庫負担割合の引上げ等、国民健康保険制度の健全な運
営確保について、国に対して強い働きかけをお願いします。
また、県においても、交付金はもとより、市町村への支援策の検討をお願いします。
国民健康保険制度は、わが国の国民皆保険体制の中核を担い、地域医療の確保や地域住民
の健康の保持増進に貢献してきたところである。しかし、景気悪化の影響や低所得者層の増
加などにより被保険者の負担能力も低下し、保険料（税）の収納率も低迷するなど、極めて
厳しい状況に置かれています。このため、市町村においては、依然として一般会計から国保
特別会計への多額の繰り入れ等を余儀なくされ、市町村財政逼迫の大きな要因となっていま
す。このため、国においては、国民保険体制を堅持するため、制度間の不均衡を是正し、給
付の平等と負担の公平性を図るため、医療保険制度の一本化を早期に実現すべきでありま
す。
当面、一般会計から国保特別会計への繰入れを解消すべく、財政調整交付金等国庫負担割
国民健康保険制度の 合の引上げを行うなど、国民健康保険制度の健全な運営確保について、国に対して強い働き
20 健全な運営確保につ かけをお願いします。
いて
また、県においても、交付金はもとより、市町村への支援策の検討をお願いします。

子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンについては、平成２２年度の国の補正予
算において、平成２３年度までの事業として財政措置されているが、翌年度以降の国の方針
が不明確であります。
全ての市町村が当該予防事業を継続するためは、受益者負担の軽減が大きな課題であり、
国の責任に置いて定期接種化と恒久的な財政措置を講ずるようお願いします。
また、任意接種につきましては、市町村の負担となっており財源の確保について苦慮し、
子宮頸がん等ワクチ 実施についての障害となっています。
鳥取県では「子育て王国とっとり」の宣言や「がん対策推進条例」の設置など、｢子育て｣
21 ンの定期接種化と財
や「がん対策」について積極的に推進されているところです。
政措置について
これらの実現のためにも、現在実施している任意の予防接種について、県の財政支援をお
願いします。
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保険財政は、現在及び将来の給付と負担のあり方を十分
検討した上で制度設計される必要があります。
このため、厚生労働省は「社会保障と税の一体改革」の
一環として、平成23年2月より「国民健康保険制度の基盤強
化に関する国と地方の協議」（政務レベル協議は今まで３
回開催・・知事会代表は栃木県）を行っています。
本県もそのワーキンググループのメンバーに入っている
ので、今まで計10回開催されたワーキンググループの場に
おいて、国庫負担の引上げや医療保険制度の全国レベルで
の一元化など、国民健康保険制度の構造的な問題への解決
を主張してきたところです。
現時点で明らかになっている見直し案は、
・地方３団体が金額的に不十分と主張している「低所得
者
対策で最大2200億円の公費投入」（税制抜本改革時）
・都道府県単位化として「保険財政共同安定化事業（30
万円超の医療費を市町村の被保険者数などに応じて
平準化・・平成25年度までの暫定制度）」の恒久制度
化と対象を全ての医療費への拡大（Ｈ27～）
・財政調整機能の強化として、国定率負担を２％減らし
て都道府県調整交付金を２％増やす。（Ｈ24～）
のみであり、これだけでは十分な内容といえないものと
なっています。
「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議」
の場は今後も開催されますので、県として引続き国民健康
保険制度の構造的な問題への解決を主張していきます。
また、県単独の支援については、現行制度では国保事業
は市町村が保険者として責任を持って運営されるものであ
り、県は法に基づく応分の負担を行うよう役割分担がなさ
れており、県としては、法定外の新たな財政支援は考えて
いません。
県では、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の３つのワ
クチンについて、平成24年度からの定期接種化及び財政措
置について、国へ要望したところです。
これらのワクチンは、国の専門家会議の中で予防接種法
上の定期接種に位置づける方向で取り急ぎ検討すべきであ
るとの意見書が出され、ひとまず基金事業で接種をしてい
く方向性で整理がなわれているものです。なお、当該基金
事業については、当初、平成23年度末までの予定でした
が、国の平成23年度第４次補正予算の中で、平成24年度末
までの基金事業延長が決定されました。
ワクチンは本来国の制度として確立すべきであるとの認
識であり、現在、流行性耳下腺炎、水痘等の任意接種のワ
クチンについては、国が予防接種法上の定期接種に位置づ
けるかどうか検討しているところであることから、現時点
では、県独自の助成制度の創設は考えていません。

担当部課

福祉保健部
健康医療局
医療指導課

福祉保健部
健康医療局
健康政策課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

県立厚生病院は中部圏域の医療の中心であり、質の高いガン診療の中心的役割を担う中核
病院として「地域ガン診療拠点病院」の指定を受けています。しかし、ガン診療体制が十分
に整備されているとは言えず、急激に増えてきている乳ガン・大腸ガン・肺ガン等への診療
体制の充実、整備をお願いします。
また、小児科診療では、発達障害児の割合が増えてきています。障害のある幼児・児童生
徒の自立や社会参加に向け、障害児施設や各専門スタッフ（言語聴覚士・理学療法士・作業
療法士等）との連携により、発達段階に応じたきめ細かな指導体制につなげていけるシステ
ム化を構築し、発達の遅れを早期に診断し、対応の誤りから二次的な精神障害に進展するこ
とのないよう、適切な指導・治療を望みます。
眼科診療については、火曜日・金曜日の週２回診療ですが、診療日数が十分とは言えず、
月～金まで毎日診療ができる体制、整備をお願いします。
さらに、中部圏域では厚生病院が人間ドック検診を撤退して以来、婦人科検診も含めて実
施している病院が極めて少なく、委託の際に市町村・事業所間で日程調整がつかずいまだに
県立厚生病院の医療 混乱している状況です。婦人科検診も含めて総合的に実施できるドック検診の復活をお願い
22 体制等の充実、整備 します。
について
加えて、中部圏域では小児科医が少なく病児・病後児保育については、その制度化が図ら
れているものの、病気の回復期に児童を保育する病後児保育のみを実施し、病児保育は実施
されておりません。複数の小児科医が常駐されている県立厚生病院での病児保育施設の設置
をお願いします。

①がん治療の一つの柱である放射線治療に関して、現有の
低出力放射線治療装置を24年度に高出力型に更新予定で
す。
乳がんに関しては、中心となった医師が平成22年５月末
に退職したため、現在２名の医師で対応していますので、
乳腺専門医の派遣を受けられるよう大学に要請中です。
大腸がんについては、平成21年度に消化器外科を開設
し、４名の常勤医師で対応しており、充実した体制となっ
ていると考えています。
肺がんについては県内トップクラスの手術数（平成22
年：69例）を実施しています。
②発達障害児への支援については、関係部門と必要な連携
を図り、適切な診断を行ってきたところですが、引き続き
努力していきたいと考えております。
③眼科は平成22年３月末で常勤医が不在となり、鳥取大学
からの診療援助で週２回の外来診療を行っています。鳥取
大学には常勤医の派遣を要請していますが、県内の眼科医
が不足しているため派遣が困難な状況にあります。
④平成21年３月に健診担当医師が退職したこと、急性期病
院としての厚生病院の役割、中部圏域の健診実施医療機関
の状況を勘案し人間ドックの廃止を決定したものです。
なお、婦人科健診に関しては倉吉市からの要望により平
成21年度以降も実施しています。
⑤病児保育の事業主体は、市町村がなるべきものと考えて
おりますが、厚生病院としても協力できることはしたいと
考えており、場所の提供、小児科医の協力については対応
可能と考えております。

担当部課

病院局
総務課

知事マニフェストにあるように、小学校１、２年生及び中学校１年生の少人数学級編制を これまで市町村の協力金方式で実施していた小学校１・
市町村の協力金方式ではなく、全額県負担により平成２４年度より実施されるようお願いし ２年生及び中学校１年生の少人数学級については全額県負
ます。
担とし、小学校３～６年、中学校２・３年の少人数学級に
ついて、新たに協力金方式で拡充するよう、H24当初予算に
少人数学級拡大の実
教育委員会
盛り込んだところです。
23
現について
小中学校課
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鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

学校現場の実態を踏
まえた通級指導教室
の開設枠の確保並び
24
に特別支援学校通級
指導教室への通学支
援の実施について

要

望

内

容

要望に対する意見

学校現場では、注意欠陥多動性障がい、広汎性発達障がい等を抱えながら、通常学級に在
籍している児童生徒が増えています。
一般的には、小学校及び中学校の通常の学級に在籍する児童生徒の６.３％（文部科学省
全国実態調査Ｈ１４）が特別な教育的支援を必要とする可能性があると報告されています。
特別支援教育については、県教育委員会としましても、その位置付けは大変大きく、尚且
つ、重要なこととして捉えていただいており、必要に応じた開設を検討されていると思いま
す。
これらのことにより、学校現場の実態を踏まえた通級指導教室の開設に努力していただき
たい。
また、特別支援学校に開設されている通級指導教室への通学が、保護者の生活実態によ
り、通級できない児童がいるという現状があります。
既に事業化されている｢特別支援学校通級支援｣を拡大・充実する観点から、新規の取り組
みをお願いします。

通常の学級に在籍する特別な支援の必要な児童・生徒に
対応するため、通級指導教室の開設については、市町村教
育委員会からの要望を受け、国からの加配教員を配置して
いるところです。しかし、加配教員の数には限りがあり、
希望のあった全ての学校に配置することは困難な状況で
す。今後も、児童・生徒にとってより効果的な教員配置と
なるよう、市町村教育委員会の要望を聞きながら、国への
加配要望、加配教員の配置等を行っていきたいと考えてい
ます。
また、特別支援学校における通級指導教室（発達障が
い）については、原則、通級指導教室が設置されていない
町村の子どもを対象に実施しています。移動時間等を考慮
し、必要に応じて巡回指導も行っているところです。児童
生徒の状況は個々によって異なるため、巡回指導の必要性
があると考えられる場合については、発達障がい教育拠点
設置校（白兎養護学校、倉吉養護学校、米子養護学校）に
相談してください。

小学校に、体育、英語、図画工作、音楽、理科などの専科教員を配置することにより、教
員の免許教科や得意教科をいかすことができる。このことは専門性を生かした授業改善が図
られ、子どもにとってより分かりやすく楽しい授業の展開が予想され学力向上につながると
予想される。また、中１ギャップといわれる中１の学校不適応が課題となっている。不登校
も小学校では見られないが中１に出現率が高い実態がある。小中連携が図られることで高学
年の段階を踏まえ、児童の個性を生かした生徒指導を推進できる。
背景の１つとして、近年、家庭教育の低下、発達障がいの子どもの増加、過干渉の保護者
の対応、家族支援など小学校授業以外の仕事内容が多様化しており、全教科、領域の学習準
備や研究が困難になってきている現状がありますので、専科教員の配置をお願いします。

小学校の専科教員の配置については、児童生徒の学力や
体力の向上を図るなど、学校教育の充実のための一つの有
効な取組であると考えており、体育授業における専門的な
技術指導や放課後等に体育指導を行う体育専科教員（非常
勤講師）をモデル的に３校に配置することを検討していま
す。（期間は１年間）
また、国も24年度に小学校専科教員の配置を予定してお
り、国の加配による配置が可能となるよう要望していきた
いと思います。

体育
子どもの体力の低下が課題となっている中で、子どもの健康体力向上について全学年を通
小学校に専科教員の して専門知識を生かした指導ができる。教員の高齢化に伴い、師範演技や試技が行えない現
25 配置（雇用創設）に 状を打破することもできる。水泳、陸上など専門的な指導も可能である。
ついて
外国語活動
小学校ではコミュニケーションを図ろうとすることが主であり、子どもたちは英語に親し
みを感じ大好きである。しかし、中学校では文法や書くことが多くなりそのギャップに戸惑
う児童も多い。外国語活動から英語へつなげる連携を推進するために指導方法の工夫や教材
の精選など必要である。
図画工作・音楽
造形・デザイン・絵画、器楽、歌唱、楽典などそれぞれ専門知識が必要な教科である。現
在も中学校美術教員が小学校で授業を行うところもある。音楽専科は大規模校では配置され
ているところも多いが、児童数の関係で小規模には配置できない状況もある。専門的知識が
より要求される教科であり、特に高学年の児童になると高度な技能や技術を求める児童も多
くあり、専科を置くことでその対応が図られ学習意欲の向上、学力の定着につながる。
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鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項
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内

容

要望に対する意見

担当部課

不登校の児童生徒は全国的には増加傾向にあり、町村においても同様の傾向が見られま
す。学校や教育委員会としても、未然防止や不登校状態にある児童生徒の再登校に向け、
様々な取り組みをしているところではありますが、複数の要因が複雑に絡み合い、解決が難
しいのが現状です。
町村では、単独あるいは複数の町村が共同して教育支援センターを設置して、不登校児童
生徒の学校への復帰を支援するため、保護者も含め必要な相談や指導、支援を行っておりま
す。教育支援センターは、再登校できない児童生徒が学校に代わる学びの場として、非常に
重要な役割を果たしています。
県内各地域の教育支援センターの運営につきましては、平成１８年度までは全額補助、平
教育支援センター設 成１９年度から３年間は県費１／２補助となり、平成２２年度から平成２３年度は県費１／
26 置に係る補助事業の ３補助によりご支援をいただいております。しかしながら、次年度以降は補助金をなくして
継続について
すべて町村負担となると伺っております。
平成２２年度の鳥取県の不登校率を見ますと、小学校では０.３３（全国平均０.３１）で
全国１６位、中学校では、３.１４（全国平均２.６２）で全国４位というデータがありま
す。この数字を見る限り、不登校は鳥取県教育行政の中心課題の一つと思われます。
統計的な推移や現状を見ても、全ての不登校問題を解決することは難しく、今後その対応
の重要性が増すものと思われます。本来、不登校児童生徒の将来的な社会的自立に向けての
支援は、県と市町村がともに担うべきであり、不登校状態にある児童生徒が生き生きと学ぶ
場を保障するためにも、補助事業の継続、そして相談員や指導員などの専門的な人的支援
等、更なるご支援をお願いします。

教育支援センター（適応指導教室）に対する運営費補助
については、平成21年度末で終了予定でしたが、継続を望
む市町村の強い要望と、激変緩和のため、運営費の補助率
を３分の１とし２年間（上限300万円）に限り延長してきた
ところです。この取扱いは、激変緩和による例外的な措置
として２年間と終期を定めて延長したものであり、継続は
困難です。
これまでも､市町村教育委員会や教育長との意見交換会で
も支援継続の要望をいただいていますが、補助終了につい
て御理解いただき、市町村として支援センターの円滑な運 教育委員会
小中学校課
営について万全を期していただきたいと思います。
なお、県教育委員会として、総合的な不登校対策事業に
ついて、24年度予算に盛り込んだところです。

公民館活動やスポーツ活動などの社会教育活動は、人と人との交流や地域間交流を促進
し、地域の一体感や活力を醸成するとともに、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果た
し、健康で活力に満ちた地域社会の実現に不可欠なものであります。
つきましては、社会教育施設の新設又は大規模改修に係る財政支援を国及び県にお願いしま
す。
また、学校統合等により現在利用がされておらず、今後においても有効活用が見込めない
社会教育施設の整備 旧学校施設について、地域住民の暮らしにおける安全面を考慮し、解体撤去を行う場合の財
及び旧学校施設の解 政支援についても併せてお願いします。
27
体撤去に係る財政支
援について

社会教育施設については、平成９年度限りで国庫補助制度
（公立社会教育施設整備費補助金）が廃止され、地方交付税措
置による対応となったことから、新設又は大規模改修に係る財
政支援は県としては困難です。
既に廃校や休校となっている施設の解体撤去に対する財政支
援制度はありませんが、旧学校施設を解体撤去して増改築する
場合には文部科学省所管の補助制度（学校施設環境改善交付
金）があり、増改築の補助単価の中に解体撤去費も含まれてい
ます。
同じく、社会体育施設（地区体育館等）の新増築及び大規模
改修については、一定の条件を満たせば文部科学省所管の補助
制度（学校施設環境改善交付金）の対象となりますので、ご活
用ください。
なお、社会教育施設の耐震化については、義務教育施設整備
と同程度の財政措置を図るよう全国都道府県教育長協議会を通
して国に要望しているところです。

国の基金を積み立て３年間実施いたしました市町村緊急雇用創出事業臨時特例基金事業の 本県の雇用情勢は、依然厳しいことから、ふるさと雇用
内、ふるさと雇用再生特別基金事業及び緊急雇用事業が２３年度で終了予定です。
再生特別基金事業の基金の積み増し及び事業期間の延長に
未だに、地域の雇用は厳しい状況がつづいていますので、本年度終了予定の上記事業につ ついて７月及び10月に国へ要望を行ったところですが、24
きましては鳥取県方式での緊急雇用事業制度を創設し、雇用を維持できるようお願いしま 年度以降の事業の継続は厳しい状況です。
す。
24年度も継続される重点分野雇用創造事業については、
国の第３次補正により21.3億円が追加配分されたところで
鳥取県方式による緊
あり、まずは、本事業を十分活用して雇用の維持を図って
28 急雇用事業制度の創
いきたいと思います。
設について
なお、県も財政状況も厳しいことから、これまでの国の
雇用創出基金事業をそのまま継続するのではなく、真に必
要な事業に絞り込むこととしており、各市町村において
も、真に雇用に結びつく独自の施策の検討をお願いしたい
と思います。
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担当部課

県では、環境にやさしいＬＥＤ照明導入促進事業費補助金制度が創設されており、企業連
携型として県内ＬＥＤ製造事業者が住宅分野へモデル的に導入する経費に対し助成を行い、
また、地域連携型として町村が地元企業や自治会と連携するなどして商店街やアーケード照
明、防犯灯や公園照明等にＬＥＤ照明を導入する経費に対し助成を行うこととし、環境対策
と地元企業の育成に取組んでおられます。
環境にやさしい防犯 各町村においては、徐々に環境にやさしいＬＥＤ照明の整備が進んでいるところであり、
29
灯等の整備について 今後、ますます本制度の活用が増大するものと考えられますので、引き続き制度を存続して
いただきますようお願いします。

ＬＥＤ照明は数年でコスト回収が可能であることから、
公共的施設への導入は各町村で対応されることが基本と考
えます。
現在の補助制度は、見直しにより終了とします。
なお、24年度からは、防犯灯整備に対しては助成する予
生活環境部
定です。
（くらしの安心推進課 安全なまちづくりLED防犯灯設置促 環境立県推
進課
進事業 5,000千円）

町村が運営するケーブルテレビ局では、伝送路の老朽化に伴うケーブルテレビの受信障害
やタップや増幅器等の機器の交換が必要な箇所が多くなり、修繕等に係る費用が毎年増加し
ています。このままですと伝送路の修繕費等が財政を圧迫し、伝送路が維持管理できなくな
り、ケーブルテレビの受信障害が増えることが予想されます。
伝送路の張替えは多額の経費が必要で、現在の合併特例債の枠に納まる金額ではありませ
ん。国に対して交付金制度の創設を要望いたします。
ケーブルテレビ伝送
ＩＣＴ交付金に替わる伝送路整備に係る交付金の創設を国に要望していただきますようお
30
路の張替えについて
願いします。

一定の要件のもと超高速ブロードバンド環境整備への支
援（イニシャルコスト支援）を行う国の交付金は平成23年
度に創設され、平成24年度に盛り込まれたところです。
（総務省「情報通信利用環境整備推進交付金」）
イニシャルコスト支援の継続・拡充やランニングコスト
支援制度の創設について、全国都道府県と連携して次のと
おり国に要望しています。
・超高速ブロードバンドをはじめ、公設の情報通信網の
整備に要する経費について、補助事業等の継続・拡充
により市町村への支援を行うこと。
・情報通信網の管理・運営に要する経費について、市町
村等への支援策を創設すること。

福島第１原発の事故を契機に、脱原発と再生可能なエネルギーの利活用についての機運が
高まっている。このため、個人向け太陽光等の発電システムと省エネルギー設備の一層の普 再生可能エネルギーの加速的な導入を図り、原子力発電
及拡大の推進のため、設置に係る県補助事業の拡大と、太陽光等の発電システムの個別設置 への依存をできる限り減らしていく「緩やかなエネルギー
革命」を推進しており、今後も住宅用太陽光発電等の普及
者を含めた、電力の地域融通を行うスマートグリッドの事業化をお願いします。
促進に努めていきたいと考えています。現在の県補助事業
の財源であるグリーンニューディール基金が平成23年度限
再生エネルギービ
りで廃止となること、太陽光パネルのコストが低下してい
31 ジョンの早期事業
ることを踏まえて、補助率や補助単価の見直しを、平成24
化・予算化について
年度当初予算に盛り込んだところです。また、スマートグ
リッドについては、今年度実施している再生可能エネル
ギー導入モデル事業において、太陽光発電による電力を地
域で融通することを検討しており、基本計画・基本設計の
作成を委託しています。今後、基本計画・基本設計を踏ま
えて、事業化を検討したいと思います。

企画部
情報政策課

生活環境部
環境立県推
進課

近年、新たな地下水利用形態の拡大による地下水の採取が県内でも行われている実態を受
国、県及び市町村で構成する持続可能な地下水利用に係
け、持続可能な地下水利用に向けた水源の確保、生活環境の保全を図るため、「地下水の採
る検討会を設置し、事業者の方々とも意見交換(9/21.9/26)
取」について、事前に市町村への届け出等の条例を定める必要があると考えます。
を実施しながら制度検討をしています。現在、新たな掘削
生活環境部
県におかれましても、現在条例制定を検討中ということで、早期に制定されることをお願
地下水の保全条例制
に係る事前調査のあり方や手続き、さらには、持続可能な
32
水・大気環
いします。
定について
利用に向けた関係者の連携・協力などについて検討してい
境課
るところです。県民のみなさまのご意見もうかがいなが
ら、できるだけ早く条例制定できるよう進めて参りたいと
考えています。
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鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

有害鳥獣による農作物被害は、近年顕著に増えており、過疎化・高齢化が進んでおります
中山間地域におきましては、農家の生産意欲減退、耕作放棄地の増加が加速し、単に農業面
だけの問題にとどまらず、集落の存続が危惧される大きな問題となっております。
このような状況を踏まえ、地域で連携して有害鳥獣の駆除、侵入防止のための防護柵の設
置、更には一部の町村では有害鳥獣の駆除に対して県補助に上乗せ支援を行っております
が、町村負担の増大、有害鳥獣対策についての専門家、担い手の不足等により今後とも継続
して被害防止対策を講じていくことが極めて困難な状況にあります。
つきましては、県におかれては有害鳥獣対策には多大なるご支援をいただいているところ
でありますが、今後とも国の鳥獣害防止総合対策事業の要望額確保と単県事業の鳥獣被害総
合対策事業の継続をお願いします。
１
有害鳥獣駆除対策の ２
33 拡充及び継続につい ３
４
て

有害鳥獣の侵入防止柵、捕獲柵、ワナ等の設置に対する助成額の嵩上げ
捕獲奨励金の交付制度の継続並びに奨励金の嵩上げ
猟友会の育成援助
鳥獣被害対策について技術指導等を行う専門家（鳥獣被害対策専門員）の再配置

19 / 22 ページ

１ 市町村の鳥獣被害防止計画に基づいて行う対策が円滑
に進むよう、国・県・市町村の役割分担等の検討を行いな
がら、引き続き有効な支援を行いたいと思います。また、
国事業については市町村の協力を得ながら要望額確保に努
めたいと思います。
２ 鳥獣被害をなくすためには侵入防止、捕獲、周辺環境
改善の３つの方法を合わせて実施することが効果的であ
り、捕獲奨励金については今後も継続して実施したいと思
います。なお、奨励金の嵩上げは考えていませんが、町負
担分については特別交付税措置（80%）の対象となるので活
用願いたいと思います。
３ 第一種銃猟免許所持者の高齢化と減少傾向は、県とし
ても今後の有害鳥獣捕獲作業に支障を及ぼすと懸念してい
ます。このため、後継者の育成・確保の一環として若手養
成講習会や免許所持者の資質向上研修会の充実及び射撃場
整備の検討などを行っているところであり、引き続き捕獲
者の養成・確保対策について、猟友会関係者と協議して有
効な手段を検討していきたいと思います。
４ 現地の要望に迅速かつきめ細かく対応するため、改良
普及員等に鳥獣被害対策研修を行ってきたところです。ま
た、地域で技術指導できる民間指導者「イノシッ士」を養
成するため鳥獣里山塾を開催して人材育成をしてきたとこ
ろです。
これらの指導者を活用して地域指導体制の強化を図るこ
とで対応可能と考えており、「専門員」等の配置は考えて
いません。

担当部課

農林水産部
生産振興課
生活環境部
公園自然課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

東郷湖周は、三朝東郷湖県立自然公園内にあり、美しい景観と優れた自然環境を有する地
域です。また、温泉、燕趙園などの観光資源や東郷湖羽合臨海公園などがあり、観光客はも
とより、憩いの場、あるいはスポーツに親しむ場として、県内外の方から親しまれていま
す。さらに近年は、ウォーキング等に親しむ団体や個人の姿が多く見られます。
つきましては、これらの動きを助長し、地域の活性化と周辺地域を含めた観光の振興を図
るため、湖周のより安全で魅力的な地域づくりにご配慮をお願いします。

１ 東郷湖周回道路での歩道未整備区間である県道東郷羽合
線藤津地内については、事業実施に向け検討しています。
また、県道倉吉青谷線松崎駅前付近については、東郷池の
護岸が道路との兼用護岸になることから、平成24年度策定
予定の東郷池河川整備計画が取りまとめられた後、整備に
ついて検討していきます。

１

東郷湖周回道路の整備促進
湖周の道路は、トライアスロン大会などを通じ、ウォーキング、ノルディックウォー
ク、自転車などの利用が盛んですが、歩道・自転車道が未整備の箇所があり、これらの
阻害要因となっています。県民の健康増進や観光振興のため、早急な整備をお願いしま
す。
東郷池河川整備計画の策定と実施
本年９月初旬の台風１２号では、広範囲にわたり冠水し、床上浸水８戸、床下浸水２６
戸のほか、県道５か所と町道２０か所が通行止めとなりました。
住民が安心して生活できる基盤をつくるため、河川整備計画の早期策定と護岸等改良
工事の実施をお願いします。
県立東郷湖羽合臨海公園（南谷地区）多目的広場等の整備
県立都市公園である東郷湖羽合臨海公園南谷地区には、ハワイ夢広場、全天候のテニ
スコートなどがあり、多くの県民から利用されていますが、多目的広場、ローラース
ケート場は十分に活用されているとは言えません。
つきましては、東郷総合運動公園サッカー場との一体的な運用により県外からの誘客を
促進するため、多目的広場をサッカー場として整備するとともに、若者の活動する場を
提供するため、ローラースケート場をスケートボード場として整備していただくようお
願いします。

２ 東郷池（橋津川）の整備については、次期改修箇所と
して、地元湯梨浜町等の御協力も得ながら河川整備計画作
業を進めていた矢先、９月台風による浸水被害を被ったと
ころであり、今後は整備計画策定作業を加速するなど、整
備着手に向けて諸検討を進めていきます。

鳥取県住宅供給公社では、今日まで良好な住宅宅地を供給され県下各町村の地域活性化に
大きな役割を果たしてこられました。
しかしながら、残念なことに同公社のあり方について見直しがなされ、平成１６年度から
鳥取県住宅供給公社 その機能が縮小されました。
35
今なお県下町村で過疎化が進みつつある状況のなか、県土の均衡ある発展に向け、定住化
の存続について
を促進し環境に配慮された優良団地の供給にあたりその役割は重要性を増すばかりでありま
すので、今後とも同公社の存続を図られ、造成地の完売に向けて関係市町村と協調し販売促
進等の強化に努めていただきますようお願いします。

鳥取県住宅供給公社は、平成20年度に業務体制の合理化
や分譲宅地の販売促進策として定期借地権の導入等を盛り
込んだ再生計画を策定し、現在経営再建中です。
県としても引き続き公社の経営安定化を図るとともに、
関係市町村と連携を図りながら、公社の宅地分譲の販売促
進等について必要な支援を行っていきたいと思います。

中山間地における農業経営の現状は、高齢化による経営離脱、後継者不足により、農地の
有効活用と生産力の減少が著しく、地域扶養力が減退しています。
そのような中にあって、地域に密着した農事組合法人や株式会社など地域に顔の見える法
人が結成され、大切な農地の受け皿となっています。
しかし、これらの経営体の、条件不利な生産環境や販売ノーハウの不足、農業機械の更
新、後継者不足、高齢化、多角経営の不足、など、経営は不安定です。鳥取県では、機械整
中山間地域における 備等には、チャレンジプラン事業が既設されており、規模拡大に有効に活用されています
地域に密着した農業 が、中山間地域では、新たな雇用を生じる投資には踏み込めていないのが実情です。
36
一方、新規就農者にあっては、農業法人での技術研修を終了後自立するケースが増えてい
生産法人の支援につ
ます。また、販売環境整備では、すでに新潟県では専門知識を持った若者の採用に対し、助
いて
成する制度があります。
これらの法人経営体が発展することで地域雇用の確保につながり、経済力のある農村社会
が形成されるものと考えます。
つきましては、中山間地域の厳しい経済状況をとらえ、経営継承、技術研修、販売環境整
備等を目的とした新たな若年雇用に対し、３年間程度、経費の１／２程度の給与助成を制度
化していただきますようお願いします。

平成20年度から、鳥取暮らし農林水産就業サポート事業
で、農業法人、食品各業者等が新規就業者を雇用して実施
する農業研修や食品加工研修、販売研修に要する経費を助
成しています。

34

東郷湖周の整備促進 ２
について

３
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３ 多目的広場についてはサッカー以外の利用者の意見も
聞きながら、現在の利用状況や必要とされる背景等を勘案
して、公園施設の一部を地元に移管することも含めて検討
してみたいと思います。ローラースケート場についてはか
ねてより地元の愛好グループの要望を受けて、広域的な利
用や県外への情報発信効果等を調査しながら整備のあり方
を検討しています。

・助成期間
・助成額

最大３年間（食品加工業は最大１年間）
１年目 月額 13.7万円
２年目 月額 6.5万円
３年目 月額 4.0万円

平成24年度当初予算において、事業の継続とともに、中
山間地域等での農業と他産業を組み合わせた新規就業者の
研修についても助成を盛り込んでいます。

担当部課

県土整備部
道路企画課
河川課
生活環境部
公園自然課

生活環境部
くらしの安
心局
住宅政策課

農林水産部
農政課
企画部
地域づくり
支援局
中山間振
興・定住促
進課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

１ 埋却地の選定については、家畜所有者が遵守すべき飼
養衛生管理基準に「埋却地の確保の準備」が規定されたと
ともに、国の「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」
により、原則として、「発生農場又はその周辺に埋却」と
されており、まず農家等が所有する農場近隣の土地を検討
する必要があります。近隣に埋却地が確保できない場合
は、国指針では「地域ごとに、利用可能な公有地を選定す
１ 牛等の埋却処分が行われますが、農家個人で埋却地の確保が出来ない場合の確保への支 る」とあり、団体、市町村、県あるいは国が保有する公有
援をお願いします。
地の利用について検討する必要があります。
口蹄疫の防疫対策に
37
２ 今後、県の所管する放牧場等についても埋却処分予定地を事前に確保することになりま 現在、国有地のリストアップについても要望中であり、
ついて
すが、その際には、環境への影響等地域の実情に合わせた場所の選定をご指導いただくとと 県有地についても検討していますが、町村有の土地の利用
もに、地元市町村ともよく協議いただくようお願いします。
についても、併せて検討をお願いします。

担当部課

平成２２年４月の口蹄疫の発生以来、本県においても様々な防疫対策が実施されていま
す。
県内には多くの和牛・乳牛等が飼養されており、本県及び近隣の県での発生した場合には
大きな影響があることと予想されま す。
ついては、口蹄疫発生時の対応について、次の事項について検討いただくようお願いしま
す。

農林水産部
畜産課

２ 県が所管する放牧場内等で口蹄疫が発生した場合は、
原則として、放牧場内において埋却地を確保することとな
ります。その選定に当たっては、水源の有無等の周辺環境
への影響を考慮し、関係市町村と協議を進めながら決定し
たいと思います。

農地・水保全管理支
払交付金（共同活動
38 支援交付金）の平成
２４年度以降の継続
について

農地・水保全管理支払交付金（共同活動支援交付金）は、農地・水・環境の良好な保全と
質的向上を図るため、平成１９年度から実施されておりますが、今年度をもって最終年とな
ります。
この事業は、農地・農業施設の荒廃化の防止や、農村環境の保全や向上といったことのみ
ならず、農業者、非農業者が協力して集落を守っていく体制づくりにも大いに資するもので
す。
県内では農村地域の人口の減少、高齢化・過疎化が進んでおり、農地・農業用施設や農村
環境の保全、地域コミュニティ機能の強化については、継続した支援が必要です。
農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）は、平成23年度から新規で取組がな
されていることから、平成２４年度以降もいわゆる農地・水保全管理支払交付金事業の一階
部分である、共同活動支援交付金を継続していくこと、また、現行の事業費水準を維持して
いくことについて、国への働きかけをしていただきますようお願いします。

平成19年度に創設された農地・水管理支払交付金（共同
活動支援交付金）は、非農業者の維持管理活動への参加や
共同活動の活性化に大きく貢献しており、必要不可欠であ
ることから、事業の継続を国へ提案・要望しました。
その結果、平成24年度概算要求で平成24年度～28年度ま
で継続要求されています。

水路や農道・ため池などの農業用施設の老朽化が進んできており、今後も相当量の事業が しっかり守る農林基盤交付金は、農業者等のニーズに即
見込まれます。
応し、地域の農林業を下支えする事業として、制度自体を
鳥取県においても平成２１年度からそのような要望に対応するため、「しっかり守る農林 継続する必要性を十分認識しているので、事業を継続して
しっかり守る農林基
39 盤交付金の継続につ 基盤交付金」を創設されましたが、同事業の継続と県交付金の交付率を事業費の５０％以上 いくことを平成24年当初予算に盛り込んでいます。
とするとともに要望どおりの事業費の確保をお願いします。
なお、交付率については、県は原則50％としており、町
いて
村としても農家負担が軽減されるよう配慮をお願いしたい
と思います。
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農林水産部
農地・水保
全課

農林水産部
農地・水保
全課

鳥取県町村会からの要望に対する回答
要望事項

要

望

内

容

要望に対する意見

森林整備は、国土保全、水源涵養、温暖化防止などの公益的機能を持ち住民生活の根幹に
かかわる、最も重要なものであります。
しかしながら、現在森林整備を取巻く環境は、林業生産の停滞、林業に従事する人の高齢
化・減少並びに、災害による荒廃など、極めて厳しい状況にあります。
つきましては、下記事項について国等への要望並びに事業の継続等をしていただきますよ
うお願いします。
１ 緑の産業再生プロジェクト事業の継続について
２ 松くい虫対策及びナラ枯れ対策について
（1）松くい虫対策については、県として防除計画に基づく適切な対応及び松くい虫対策経
費の嵩上げ助成について
（2）急速に拡大しているカシノナガキクイムシによる、ナラ枯れ被害に関し、先端区域に
係る駆除費用、県費補助１００％事業の継続について
森林整備対策につい ３ 間伐材搬出推進事業の継続について
40
４ 鳥取県林業再生事業（森づくり作業道整備事業）の予算拡充について
て
５ 竹林整備事業の現行制度維持及び予算拡充について

担当部課

１

緑の産業再生プロジェクト事業の継続について
国の平成23年度第３次補正予算において、本事業が平成
26年度まで継続されたことから、本県としても積極的に事
業推進していく所存です。
２

松くい虫対策及びナラ枯れ対策について
県・市町村が連携して取り組んできており、平成24年度
予算においてもこれまでの助成措置の継続について検討し
ているところです。各市町村においても協力をお願いしま
す。
３

間伐材搬出推進事業の継続について
事業継続するよう、平成24年度当初予算において盛り込
んでいるところです。
４ 鳥取県林業再生事業（森づくり作業道整備事業）の予
算拡充について平成24年度当初予算において盛り込んでい
るところです。

農林水産部
森林・林業
総室

５

竹林整備事業について
平成24年度においても助成措置の継続について盛り込ん
でいるところです。当該事業は森林環境保全税を財源とす
る事業であり、税収額に応じ優先度を考慮しながら実施し
ていきたいと考えています。
(＊森林環境保全税については、平成24年度に見直しの検討
を行います。)
急傾斜崩壊防止施設の整備につきましては、急傾斜地法に基づき保全人家５戸以上を対象
に補助事業及び単県事業で整備をしていただいているところです。
山間部等の過疎地域においては保全人家５戸未満の集落が多く点在し、何らかの対策を行
急傾斜崩壊防止対策 う必要があると考えられる危険度が高い急傾斜の箇所があります。
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しかしながら町単独事業で整備するには、厳しい財源状況等があり着手できないのが現状
事業の実施について
です。
つきましては、町民の人命、財産を守るため新たなる砂防対策事業及び急傾斜崩壊防止対
策事業の実施をお願いします。

従来、保全人家５戸未満の場合、県の予防事業では対策
可能な事業がありませんでした。しかし、５戸未満の場合
でも危険度・緊急性が高い箇所があり、今後の豪雨、地震
等により新たに危険な箇所が発生する可能性もあることか
ら、保全人家５戸未満を対象に、市町村が事業主体となる
県の補助制度の新設を24年度当初予算で盛り込んでいると
ころです。

土砂災害防止法における知事指定の土砂災害警戒区域（イエロー区域）及び土砂災害特別 区域指定により警戒避難体制の整備や危険箇所での立地
警戒区域（レッド区域）の指定について、区域の指定は画一的で指定されており、土質調査 抑制等を図るため、早期指定を目指しております。
このため、すべての調査箇所の詳細な土質調査には膨大
土砂災害防止警戒区 等の調査を行っていない現状であります。
42
つきましては、区域の指定の為の十分な土質調査等を行っていただきますようお願いしま な費用及び時間がかることから、目視による現地調査を基
域の指定について
す。
本としています。
なお、全国的にも目視等により調査が行われています。
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