令和３年度 鳥取県町村会からの要望への回答
１ 最重点要望
番号
項
目
要
望
内
容
県所管部課
1 地方交付税の総額確保につ 新型コロナウイルス感染症は、長期にわたる社会経済活動の低迷を招いてお 総務部
いて
り、国・地方ともに税収減が見込まれるなど、行政運営に必要な税収の確保が (財政課)
見通せない状況となっています。
また、感染拡大防止の徹底はもとより、新型コロナワクチンの円滑な接種、
生活困窮者等への支援、住民生活における「新しい生活様式」など、新たに発
生している行政需要に対応しながら地域経済の回復に向けて取り組んでいると
ころであります。同時に、地方創生や防災・減災対策などの従前からの諸課題
や、デジタル・ガバメントなどの新たな課題にも取り組む必要があり、さらに、
地域が独自に抱える様々な課題に対してきめ細かく対応し、行政サービスを安
定的に展開していかなければなりません。

回
答
11 月４日に全国知事会長として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金の２兆円の増額などについて国に要望するとともに、11 月 19 日に
も同様の趣旨を総務省に要望しました。また、12 月 21 日の政府・地方六団体
による国と地方の協議の場において、地方の安定的な財政運営に必要な地方交
付税等の一般財源総額の確保・充実について要望しました。
その結果、令和４年度の地方財政対策において、一般財源総額は交付団体ベ
ースで前年度を 0.02 兆円上回る 62.0 兆円が確保され、地方交付税総額は前年
度を 0.6 兆円上回る 18.1 兆円が確保されました。

つきましては、令和４年度以降も大幅な税収減と財源不足が懸念される中、
地方財政計画において、これらに対応した経費を十分確保するとともに、地方
が安定的・持続的に行財政運営を行うために必要な地方交付税等の一般財源総
額を確実に確保していただくよう、国への働きかけをお願いします。
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鉄道の利便性の維持につい 鉄道の高速化は県民が望むとともに観光誘客に不可欠であり、コロナ禍後の 地域づくり推 令和３年 10 月改正において、日中及び夜間（最終列車繰上げ）に鳥取県内
て
進部
経済回復を期待するには必須の条件であります。
で 12 本減便され、３本の快速列車が各駅停車化されたことから、令和３年８
(地域交通政策
月に鳥取県･鳥取県市長会･鳥取県町村会の連名でＪＲ米子支社長に対して、ダ
ＪＲ西日本に対しては、平成１５年の鳥取米子間の山陰本線高速化事業及び
課)
イヤ改正は慎重に考えること、敢えて減便を行う場合は利用者の利便性に配慮
山陰本線余部橋梁架替事業など、全ての市町村で他県には例のない巨額な支援
すること、コロナ収束後の速やかな復活などを要望し、関西広域連合では、Ｊ
をしてきております。
Ｒ西日本本社にも同様の要望を行っています。
このように鉄道の高速化、利便性を支援してきた中、１０月のダイヤ改正で
また、令和３年 12 月 17 日に令和４年春ダイヤ改正が発表され、さらに 22
は減便と併せ、快速列車を各駅停車化する見直しが行われました。
本が減便、２本の快速列車が各駅停車化されることとなったことを受け、同月
コロナ収束後のダイヤ復活を要望していますが、快速列車の各駅停車化は長
19 日に、鳥取県町村会とともに山陰両県６団体で、ＪＲ西日本米子支社にダ
年の鉄道高速化の方針に逆行するものであります。
イヤ改正の見直しや復便等について緊急に要望したところです。
また、地域交通ネットワークの利便性向上とともに地域の活性化に取り組ん
今後も、他府県とも連携を図り、ＪＲ米子支社や本社に対し、快速列車を含
できた町村にとって、今回のダイヤ改正は利用者の利便性の大幅な低下につな
む高速化が後退することのないようにすること、減便されたダイヤの復活とこ
がるものと考えており、一層の人口減少、過疎化が進むのではと危惧しており
れ以上の利用者の利便性を損なうダイヤ見直しを行わないことを強く働きか
ます。
けていきます。
つきましては、経済的かつ利便性が高い鳥取・米子間の快速列車を維持し、
さらに、コロナを機とした減便が地方の鉄道ネットワークの切捨てにならな
山陰本線の高速化を後退させないようにするとともに、１０月のダイヤ改正に
いよう、令和３年 11 月 19 日に国土交通省に対して要望を行っており、国を含
伴う減便・変更は、コロナ収束後に速やかに復活するようＪＲ西日本に対して、
め、今後も機会を捉えて働きかけていきます。
強力な要請をお願いします。
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番号
項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
3 医療的ケア児や強度行動障 令和３年９月の「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」施 福祉保健部
（１）皆成学園に入所する児童の成人後に向けた移行調整に関して、これまで
がい者等重度障がい者の社 行により、医療的ケア児及びその家族への支援等、日常生活及び社会生活を社 (子ども発達支
学園が主体となり、対象児の移行が想定される圏域の関係機関を招集して
会的自立に向けた支援につ 会全体で支える理念が明確に示され、今まで以上に仕組みづくりの構築が必要 援課)
連絡会を開くなどしていましたが、今年８月、国から「都道府県が責任主
いて
体となって行う」との方向性が示されました。今後は、県の方で現在の移
であると考えます。折しも多様性が求められる社会の中で、パラリンピックが
教育委員会
行困難なケースの原因と課題をよく把握し、移行が困難と見込まれる個別
無事に開催され、障がい者の自立への意識は高まっています。
(教育人材開発
のケースについて早期から調整に取り組む仕組みを構築します。
しかしながら、県内では、強度行動障がい等のある人の児童入所施設（鳥取
課、特別支援教
皆成学園の入所児童は重度の障がい児が増えており、事業所体験の受入
県立皆成学園）退所後の受入先が見つからず、２０歳で特例措置期間が終了し
育課)
れが困難なケースもあることから、移行の仕組みの構築と併せ、早期から
県外施設への入所を強いられている人がいますが、県外施設の受入期間は最長
卒業後を見据えた支援に取り組んでいきます。
２年で、新たな受入れ先施設は見つかっておらず、家族の不安や負担が大きい
状況です。
（２）強度行動障がいのある人の人材育成等に関して、強度行動障がい支援者
養成研修などを通じた人材育成、本県独自制度である強度行動障がい者入
また、医療的ケア児の医療型短期入所については、受入ベッド数やヘルパー
居等支援事業による事業者支援、在宅の強度行動障がい者を対象に支援方
人員不足等により、土日や夜間の利用には対応できていない状況が依然として
法の検討等を行う効果検証事業等を進めているところです。
解消されておりません。
更には、市町村立学校で医療的ケア児を受け入れるに当たっては、専門的な
知識や指導経験のある教員及び医療行為の可能な看護師等の人材が必要となり
ますが、町村においてこれらの人材を確保することは困難であり、医療的ケア
児を受け入れる際の大きな課題であると考えます。併せて、町村立学校では、
医療的ケア児を受け入れるための施設・設備等の環境が整っていないのが現状
です。
つきましては、強度行動障がい者や医療的ケア児など障がいのある方が自ら
望む生活を送り社会的自立が実現できるよう、支援をお願いします。
（１）強度行動障がい等のある人が県内で生活できるよう、鳥取県立皆成学園
における卒業後の生活に向けた支援体制ならびに仕組みづくりを構築する
こと。
（２）強度行動障がい等のある人の入所施設は慢性的な人材不足であるため、
人材の育成や確保に対して予算措置をすること。
（３）引き続き医療と福祉の連携を図り、医療型短期入所の実施事業所等の掘
り起こしやヘルパー人材確保に関する支援を継続すること。
（４）町村立学校で医療的ケア児を受け入れる場合の医療的ケア児の状況に応
じた専門的知識や指導経験を有する教職員の配置及び医療的ケア児に対す
る医療行為の可能な看護師等を配置すること。
（５）医療的ケア児の状況に応じて学校施設・設備の改修等を実施する場合の
補助制度を創設すること。
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また、今年度から開始予定の新規入職者への就職支援金貸付事業等によ
り、人材確保に向けた対策を進めることとしています。ささらに、強度行
動障がい支援者養成研修についても引き続き実施していく予定です。
（３）各圏域の医療機関等に対して新規参入の働きかけを行うとともに、本県
独自の制度である利用者へのヘルパー付添を実施できるよう、ヘルパー事
業所等に対する参入の働きかけを行ってきました。今年度、24 時間対応
可能なヘルパー事業所が参入されたことから、これまで夜間の利用に対応
できなかった医療機関にも働きかけていきます。
また、医療的ケア児等の支援拠点施設を活用し、医療的ケア児の支援に
対応できるようヘルパー等事業所職員の人材育成にも取り組んでいると
ころであり、今後とも利用者、保護者及び関係機関等からの意見を踏まえ
ながら、本事業のサービスの利便性向上や各圏域の実状に応じた支援体制
整備に努めていきます。
なお、９月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関
する法律」の理念に沿って県の責任を果たすため、10 月に県庁内の医療・
福祉・教育等の部署による「医療的ケア児支援の充実に関するプロジェク
トチーム」を立ち上げ、医療と福祉が連携して支援策の検討を行っていま
す。

番号

項

目

要

望
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県所管部課

回
答
（４）特別支援学級を含め市町村立学校への就学は、施設・設備の整備や職員
体制等を含め受入れが可能と判断された上で市町村教育委員会が決定さ
れています。
県では、文部科学省の方針に基づき就学支援の充実のため、医師、臨床
心理士、特別支援学校教員等で構成する教育支援チームを平成 27 年度に
設置し、さらにチーム内に看護師を含めた医療的ケア担当を配置し、市町
村教育委員会からの要請によりチームを派遣し、必要な助言、支援を行っ
ています。
また、県費による人的措置として、特別支援学級において、国基準を下
回る本県独自の学級編制基準（国８人/学級→本県７人/学級）を実施して
おり、また学習支援のための非常勤講師も一部配置しています。
専門的知識や指導経験を有する教職員の配置については、特別支援学校
等と連携を取りながら、可能な対応について検討していきます。
なお、様々な教育課題に「チーム学校」として柔軟に対応するため、医
療的な専門スタッフとして看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚
士を学校職員として位置づけ、標準法において基礎定数化するよう、引き
続き国に対して要望しているところです。
なお、市町村が配置する看護師の人件費については、国庫補助対象事業
（教育支援体制整備事業費補助金）の活用を御検討ください。さらに、障
がいのある児童・生徒に対する日常生活や学習活動のサポートを行う特別
支援教育支援員については、１校１人を算定基礎とし、その配置に係る費
用が市町村に交付税措置されているところであり、こちらを活用くださ
い。
（５）学校施設の改修については、国庫補助対象事業（障害児対策の補助事業
等）の活用を御検討ください。
また、小規模な施設改修、設備改修や備品の整備等について、単県での
補助制度の創設は現時点では想定しておりませんが、各自治体の意見を踏
まえ、補助事業の拡充については国への要望を検討していきます。
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既存県立高等学校の町村へ 町村では、子どもが中学校を卒業して高校の年代になると、立地が集中してい 教育委員会
の配置について
る市部の高校へ通学するようになり、地域とのつながりが薄れやすい状況です。 (高等学校課)
地域に高校があることは、子どもの通学環境だけでなく、多くの生徒が集ま
ることから地域活性の観点としても大きな意義があり、また、生徒にとっても、
地域の自然環境や周辺住民と密接にかかわった取り組みにより、豊かな人材形
成につながる学習が可能になると考えます。
つきましては、令和８年度以降の県立高等学校の在り方について見直しの際
には、既存高等学校を町村へ配置していただきますようお願いします。

3

現在、令和８年度以降の県立高等学校の在り方の見直しを進めているところ
ですが、将来的に高校の再編・統廃合等も考慮しなければならない中、新たに
高校を町村に移転配置することは費用対効果の面から困難と考えます。

番号
項
目
要
望
内
容
5 鳥獣被害防止対策の推進に 近年、イノシシやシカの有害鳥獣の捕獲数は増加しておりますが、依然とし
ついて
て生息数は減少していません。県の調査では、現在の捕獲数を続けても将来予
測では増加傾向の結果が出ております。

県所管部課

回

答

シカは、現在の２倍以上の捕獲が必要と言われています。
イノシシについては、猟友会と連携し、年間を通じてイノシシの捕獲を行っ
ておりますが、猟期の捕獲奨励金が有害期より低いことで捕獲圧が弱まり、春
に出産する個体が多くなる悪循環が懸念されます。
ツキノワグマは、令和２年度に実施された生息実態調査において、推定個体
数は増加傾向にあるとの調査結果がでています。県内において、出没情報数、
捕獲数ともに以前より高い水準で推移しており、ツキノワグマとの遭遇による
人身被害が懸念されるところです。
つきましては、県における支援、制度の拡充及び見直しをお願いします。
（１）抜本的な個体数や分布等の生息状況等の調査を行い、シカやイノシシ等 生活環境部
イノシシやシカの生息拡大の原因は、耕作放棄地の増加、積雪量の減少等、
の生息拡大の原因の解明をするとともに、捕獲奨励金も含め、捕獲数及び (緑豊かな自然 複数の要因によるものと言われています。
課)
侵入防止策整備要望に見合った予算の確保及び配分をすること。
これらの県内の生息実態を把握するため、専門業者による生息実態調査を毎
年度継続して実施しており、調査結果は、担当者会議等で各市町村に情報提供
農林水産部
しているところです。
(鳥獣対策セン
引き続き、生息拡大の原因の解明に努めていきます。
ター)
捕獲奨励金や侵入防止柵設置等の鳥獣被害対策に係る予算の確保及び配分
については、令和４年度当初予算において検討しています。
（２）箱わな整備等に活用できる推進事業の限度額について、鳥獣被害対策実 農林水産部
令和３年度から、鳥獣被害対策実施隊における狩猟免許所持者が４名以下の
施隊における捕獲の有資格者４名以下の場合は引き下げとなったため、従 (鳥獣対策セン 市町村については、定額支援される推進事業の限度額が、それまでの半額に、
ター)
前の水準への引き上げること。
国事業の改正がなされたところです。当該改正については、鳥獣被害対策をよ
り実効的に進めるために、実施隊における狩猟免許所持者を増加させることが
有効な手段の一つであることから、政策的な誘導を行うため改正が行われたも
のとのことであり、鳥獣被害対策実施隊における狩猟免許所持者の増員を検討
いただきたいと思います。
（３）猟期の捕獲数を増やし、イノシシの生息数を抑えることで、猟期と有害 農林水産部
イノシシに対する捕獲奨励金は、獣肉の利用価値も考慮し、県としては猟期
期を合わせた全体としての捕獲奨励金の抑制にもつながるため、猟期にも (鳥獣対策セン 外のみを支給対象としており、猟期も対象とする必要性や緊急性を考慮して、
ター)
有害期と同額の捕獲奨励金交付をすること。
検討していきたいと思います。
また、市町村が策定した被害防止計画に基づき支出した「有害鳥獣の駆除に
要する経費」については、特別交付税の措置対象となることから、各市町村の
実情に合わせた対応も検討いただきたいと思います。
（４）保護計画の対応基準において、ツキノワグマの錯誤捕獲は、原則、放獣 生活環境部
錯誤捕獲については原則放獣としていますが、いわゆる「人の生活ゾーン」
とされているため、放獣場所付近で暮らす住民の安心安全な生活環境を確 (緑豊かな自然 における捕獲の場合で、人身被害発生の危険性が高いと判断される場合など
は、町村と県で協議の上で殺処分を実施しており、放獣を実施する場合は、住
保することを最優先に考え、捕獲現場の状況によっては町村の判断により、 課)
民の安全等を考慮して放獣場所の選定を町村にお願いしています。クマの個体
殺処分又は放獣の選択を行うことができるよう、対応基準を見直すこと。
群を適正に維持するため、殺処分又は放獣の判断については引き続き県との協
議をお願いします。
4

番号
項
目
6 河川災害の防止について

要
望
内
容
県所管部課
近年、全国各地で豪雨災害が頻発しており、令和３年７月には、本県におい 県土整備部
(河川課)
ても公共土木施設や農地・農業用施設等に甚大な被害をもたらしました。
中山間地をはじめとした河川の上流部では、高齢化や過疎化により地区住民
による河川区域内の草刈り等の実施が困難な状況になり、放置されている箇所
が増えています。また、河川内の堆積土砂や樹木が流水を阻害し、河川の溢水
や破堤の危険性を高めるため、地域住民から不安の声もあがっています。
このような状況の中、流域治水対策が盛り込まれた「防災･減災、国土強靱化
のための５か年加速化対策」が令和３年度から進められており、気候変動を踏
まえた「流域治水関連法」が令和３年５月に公布されたことも踏まえ、今後も
事前防災の観点から河川の掘削・伐開を引き続き継続していく必要があります。
つきましては、
５か年加速化対策による河川維持管理費を確保していただき、
流水阻害率（３割）に囚われることなく、早期の河床掘削や河川伐開により、
継続的に適切な維持管理をお願いします。
加えて、砂防河川において、修繕の要望も多くあるため、県による負担金事
業の創設をお願いします。

5

回
答
河床掘削や河川伐開については、平成 30 年７月豪雨や台風 24 号の出水を踏
まえ、県管理河川全てを緊急点検し、土砂の異常堆積又は樹木繁茂による河川
の氾濫リスクが高い箇所（要対策箇所）を把握したうえで、
「防災・減災、国
土強靱化のための５か年加速化対策（交付金）
」及び「緊急浚渫推進事業債」
等を活用しながら要対策箇所に順次対策を実施してきたところです。
要対策箇所は、大規模な出水後等の点検結果も踏まえ、適宜見直しを行って
おり、これまでに把握した 668 箇所のうち 558 箇所（83.5％）に着手していま
す。
なお、現状として河川阻害率が高い箇所が多く残っていることから、優先度
を考慮しながら実施し、治水安全度の向上に努めていきます。
残る要対策箇所についても、適宜現地の点検を行い要対策箇所の見直しを行
いながら、引き続き現在の予算措置を活用し、対策に取り組んでいきます。
県が管理する砂防設備の維持修繕については、限られた財源の中で優先度を
勘案しながら対策を講じているところであり、現状においては、全ての要望箇
所について対応できていません。要対策箇所の解消のため、市町で応分の負担
を負うとの提案であり、今後、市町と意見交換をしながら対応を検討していき
たいと思います。

２ 重点要望
番号
項
目
1 地方創生の推進について

2

要
望
内
容
県所管部課
回
答
人口減少問題への対応は、最重要課題であるとともに、短期間で成果がでる 令和新時代創 地方創生の推進は、引き続き本県にとっても重要課題の一つであり、地域の
実情に応じた息の長い取組を主体的かつ継続的に進めて行くためには、安定的
ものではなく、長期的な取り組みとそのための財源の確保は必要不可欠です。 造本部
(新時代･SDGs
な財源確保が必須です。
地方創生推進交付金は、補助率が１／２であることから財政負担も相当額必
推進課)
このため、地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」を継続・
要となっています。また、申請に係る事務負担も依然として大きく、苦慮して
拡充し、十分な一般財源総額を確保するとともに、地方創生推進交付金につい
いるのが現状です。
ても、地域課題の解決に向けた取組を地方が自主的に実施できるよう、十分な
つきましては、地方自治体が主体的に地方創生を強力に推進できる仕組みと
規模の確保に加え、財政力に応じた交付率の引上げ及び地方の意見を踏まえた
するため、地方創生に係る財源として地方財政計画における「まち・ひと・し
申請要件や使途の弾力的な運用について、今後も引き続き、県内地方６団体を
ごと創生事業費」の継続・拡充をお願いします。
はじめ、全国知事会等とも連携しながら積極的に国に要望していきます。
加えて、地方創生推進交付金の規模及び補助率の拡充を行うとともに、交付
金の使途についてより自由度の高い柔軟な制度とし、また、地方自治体の実態
に合わせた事務の簡素化が図られるよう見直しをお願いします。

統計調査業務の民間委託に 「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」
、
「公共サービス改 令和新時代創 市町村及び県で実査を担当している国の統計調査については、要望にあると
ついて
おり、調査環境の悪化や調査員の不足等により、調査員調査の実施が困難な状
革法（競争の導入による公共サービスの改革に関する法律）
」に基づき、統計調 造本部
(統計課)
況にあることは認識しています。
査業務における民間事業者の活用に向けた取組を推進することとし、これを踏
まえ、平成１７年３月３１日に「統計調査における民間事業者の活用に係るガ
県も市町村と同様に法定受託事務として国から委託されて統計調査を実施
イドライン」を作成されました。しかし、ガイドライン作成後１６年が経過し
している立場であり、県が独自の判断で民間委託に取り組むことは困難である
ても、地方公共団体が受託する統計調査事務への民間事業者の活用はそれほど
ため、全国組織である都道府県統計連絡協議会において、全ての調査における
進んでいません。
統廃合を含めた簡素・合理化及び統計調査の民間委託や実施時期の重複への配
慮など、調査員及び地方の負担軽減について各省庁に要望しているところであ
一方で、毎年実施される統計調査については、事前に登録された登録調査員
り、今後も要望していきます。
を中心に行っていますが、登録調査員の高齢化、新規登録希望者の不足により、
年々調査員の確保が困難となっています。
なお、今までの国への要望により、工業統計調査における令和４年からの国
特に、近年は、オンライン回答やタブレット端末の導入、調査書類の厳格な
管理等の事務的・精神的負担感の増大であることから、調査員になることを敬
遠される傾向にあるうえ、昨年度は新型コロナウイルス感染症への懸念もあり、
国勢調査員の確保には、多くの時間を要したところです。
また、個人情報保護意識の高まりや、訪問詐欺に対する警戒感、住民の高齢
化による調査票記載の負担感の増加等により、年々、調査に対する住民や事業
所等の協力や理解が得られにくくなっていることも、調査員になることを敬遠
する大きな理由となっています。
つきましては、各種統計調査事務を見直し、調査員や調査対象の負担軽減を
図るとともに、調査員による実地調査及び地方公共団体の審査業務について、
民間委託をより推進するよう、引き続き国に働きかけていただきますようお願
いします。

6

の対応は、経済構造実態調査への包摂により地方公共団体の法定受託事務を廃
止して、民間事業者への委託により実施されます。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
3 空き家利活用促進に向けた 過疎高齢化が加速する中山間地域において田舎暮らしの魅力を発信し、都市 交流人口拡大
鳥取県移住定住推進交付金 部からの移住・定住を促進するための施策は極めて重要なポジションを占めて 本部
(ふるさと人口
います。
の改善等について
政策課)
新型コロナウイルス感染症により、都市部から田舎への移住を検討される方
が多くなっていますが、移住希望者の要望に応えられる空き家のマッチングに
苦慮するケースも多くあります。老朽化の進行により多額の大規模改修を要す
るもの、仏壇・神棚などの家財道具の残存により他者への提供がはばかられて
いるものなど、空き家の増加に対して空き家バンクの登録が不足しており、そ
のような空き家が年数経過とともに特定危険空き家に認定されるといった事案
も発生しています。
また、鳥取県移住定住推進交付金は、県外者が移住に際し新築した場合に対
象とされていますが、鳥取県への移住と同時に居宅を新築することは移住者に
とってハードルが高くなっています。
つきましては、空き家所有者や移住定住希望者の経済負担を軽減するととも
に、
優良な空き家が朽ちる前に利活用がなされるよう、
「移住定住推進交付金
（移
住定住者等への住宅支援）
」の補助対象者を県外の移住者等だけでなく、県内か
らの移住者も対象となるよう補助要件を緩和していただくとともに、移住者が
移住後一定期間内に新築した場合も補助対象となるよう、制度の拡充をお願い
します。

回
答
空き家対策について県は、鳥取県宅地建物取引業協会、鳥取県建築士会など
の不動産に関わる専門家団体により設立された「とっとり空き家利活用推進協
議会」に特別会員として参画し、協議会と連携した取組を進めるとともに、県
の東部、中部、西部それぞれの地区に「とっとり暮らし住宅相談員」を配置し、
空き家所有者や移住希望者等からの空き家の利活用に向けた様々な相談対応
や、空き家バンクへの登録促進に向けた活動を行っているところです。
移住定住における空き家活用の促進については、
「鳥取県移住定住推進交付
金」等により、市町村の取組や、移住者、空き家所有者に対する住宅の建築、
修繕等などへの支援を行っているところですが、県としては進行する本県の人
口減少対策として、県外から本県への移住定住支援を行っていることから、当
該交付金での支援は引き続き県外からの移住者を対象とした支援としたいと
考えますが、本交付金の交付申請等にあたっては、これまで以上に市町村と連
携を図り、事前の情報共有、迅速な認定を行うことで市町村や移住者の負担や
機会損失を減らすとともに、今後概算での申請についても可能とするよう、制
度運用の改善を検討してまいります。
なお、空き家バンク登録物件の賃貸借・売買契約成立時の所有者への補助に
ついては、空き家バンクの運用により、活用されていなかった空き家が移住者
等との賃貸借や売買等につながることで空き家所有者へのメリット創出を果
たしていると考えており、引き続き移住者等とのマッチング強化を進めてまい
ります。

また、本交付金を活用した各自治体の補助制度を活用される方の負担を軽減
するため、事前相談・対象認定を経ることなく新築の事実のみをもって補助申
請出来るようにするとともに、町村から県への移住定住推進交付金の交付申請
にあたっては、確定数ではなく概算での申請を認めていただけるよう、併せて
制度運用をお願いします。
加えて、空き家バンクに登録された物件の賃貸借・売買契約が成立した際の
所有者への促進補助金の創設をお願いします。
4

宅地造成事業に対する支援
について

交流人口拡大 移住者の受入先としては、既存住宅ストックである空き家等を活用すること
も地方における深刻な課題と認識しており、県では、空き家や中古住宅を活用
移住希望者に対する住宅確保策として、町村では空き家等の活用を促進して 本部
した市町村の行う移住定住の取組等を「鳥取県移住定住推進交付金」等により
(ふるさと人口
いるところですが、町村内在住者の定住につなげるための新築住宅用の宅地が
政策課)
支援しています。
不足しています。
町村の抱えている最重要課題として、人口減少問題が挙げられます。

民間資本による開発は、需要の少ない地方への資本投入は敬遠される傾向に
あり、自治体による宅地造成事業は、財政力の弱い町村では限界があります。
つきましては、民間事業者が町村への投資意欲を高揚させるためにも、民間
事業者が行う宅地造成事業に対して、費用の助成をお願いします。

7

項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
5 町村が設定するサイクリン 鳥取県サイクルツーリズム推進・連携会議が設置され、ナショナルサイクル 交流人口拡大 サイクルツーリズムの推進は、観光周遊・誘客の促進につながるものです。
本部
グルートの整備促進につい ルート指定に向けた取り組みが始まったところです。
サイクリングロードの整備にあたっては、コースの適正な維持管理や路面標示
て
誘客の経済効果による地域活性化のためには、ナショナルサイクルルート沿 (観光戦略課) の整備、施設改修等による受入環境整備も必要です。
サイクリングコースを活用した受入環境整備に係る市町村及び民間事業者
線に限った整備ではなく、各町村が設定する周遊ルートにおける受け入れ環境
の取組については既存の補助金を活用いただくこととしております。
等の整備も合わせて実施することが重要であります。
つきましては、広域で面的にサイクリングの環境整備を進めることで、県内
でのサイクリストの周遊が促進され、経済効果がさらに高まるよう、財政力が
限られる中で町村が設定したサイクリングルートに対して、整備促進するため
の補助制度創設をお願いします。
6

公共施設等適正管理推進事 地方自治体の保有する公共施設やインフラ施設は老朽化が進んでおり、今後 総務部
(財政課)
業債の継続および拡充につ も保有している施設の維持・更新を行っていく必要があります。
いて
国においては、公共施設の適正管理を図るため平成２９年度に「公共施設等
適正管理推進事業債」が創設され、起債充当率が９０％、交付税措置率が３０
～５０％と地方自治体にとっては施設の老朽化対策の推進を行ううえで、極め
て大きな役割を果たしております。
しかしながら、本制度は令和３年度をもって終了予定とされており、今後も
老朽化施設を更新等するためには、財政基盤の弱い町村にとって大きな負担と
なります。
つきましては、同制度の継続実施を強く求めるとともに、制度内容の一層の
拡充を図っていただくようお願いします。

7

社会保険診療に対する控除 医療機関の支出のうち大部分は、診療を行うために必要な設備や薬品などの 総務部
外消費税の負担軽減措置に 購入費、清掃や給食などの委託業務費などで、課税仕入れに該当し多くの消費 (税務課)
ついて
税を支払っています。しかしながら、収入のうちの大部分は診療報酬などで、
非課税売り上げに該当し、患者から消費税をいただいておりません。このため、
課税仕入に係る消費税は仕入税額控除が適用されず、結果的に医療機関が最終
消費者として多額の消費税を負担し損税が生じています。
令和元年１０月に消費税率の引上げに合わせて引上げ対応分として診療報酬
及び介護報酬の改定が実施されましたが、損税処理額は前年に比べ増加してお
り報酬改定による補填が十分でないことは明らかで、控除対象外消費税は病院
経営に大きな負担を与えています。
つきましては、診療報酬への消費税分の上乗せについての検証が行われ、１
００％補填される診療報酬制度として、損税解決のための抜本的改善策を実行
されるよう引き続き国に要望をお願いします。

8

また、市町村が設定するサイクリングコースの整備促進については、各道路
管理者とも連携しながら取り組んでいきます。

公共施設等適正管理推進事業債については、公共施設等総合管理計画に基づ
く施設の更新等の取組が一層本格化することから、期間延長及び公用施設も含
め対象の拡充を図るよう、11 月 19 日に総務省に要望しました。また、12 月 21
日の政府・地方六団体による国と地方の協議の場において、より弾力的で柔軟
な運用や延長・拡充等を検討するとともに、引き続き十分な財源を確保するこ
とを要望しました。
その結果、令和４年度地方財政対策において、公共施設等適正管理推進事業
債に脱炭素化事業が追加され、事業費が 0.1 兆円増額されるとともに、長寿命
化事業の対象に空港施設やダムを追加された上で、事業期間が５年間延長され
ました。

本県では、消費税の負担が医療機関等の経営を圧迫している実情を踏まえ、
抜本的解決を図るよう、平成 28～30 年度に国へ要望を行ってきたところです。
令和元年 10 月に報酬改定が行われましたが、平成 31 年度与党税制改正大綱
において、改定後も継続的に補てん状況を調査し、その結果を踏まえ必要に応
じて配点方法の見直しなどの対応をしていくことが示されており、厚生労働省
の専門部会において実態把握が進められた結果、令和４年度診療報酬改定にお
いては配点方法の見直しは行わず、引き続き消費税負担額と診療報酬の補てん
状況を把握して検証を行うとされています。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
8 マイナンバーカード電子証 行政のデジタル化を進める上で、マイナンバーカードの普及及び活用促進は 総務部
明書更新手続きのオンライ 不可欠であり、各町村とも交付円滑化計画に基づき普及啓発に力を入れている (情報政策課)
ン化について
ところです。
マイナンバーカード自体の有効期間は発行の日から１０回目の誕生日（２０
歳以上）とされていますが、署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は
発行の日から５回目の誕生日までとなっており、住所地の市区町村役場での手
続きが必要です。これに関し、カード所有者から「自宅でスマートフォンやパ
ソコンで更新手続きができるようにしてほしい、なぜマイナンバーカード本体
と電子証明書の有効期限が違うのか」との声を多数いただきます。

回
答
マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新等に係る事務は、本年５月か
ら各市町村が郵便局へ委託することが可能となり、委託料等は、国の補助金の
対象となっていますので、市町村において受付窓口の拡充による利便性向上に
向け、活用を図っていただくことができます。
県としても、マイナンバー制度が国家的な社会基盤であることから、マイナ
ンバーカード利用者の利便性向上の点を踏まえた手続方法の見直しについて
国に働きかけていきます。

新規のカード申請又は交付時には対面による本人確認が求められるため、市
区町村窓口への来庁は必要となりますが、電子証明書の有効期限に伴う更新手
続きにつきましては、来庁することなく行えるようにすべきと考えます。
つきましては、本手続きに関し、アプリ等のオンラインでの更新手続きを可
能とする、あるいは有効期間をマイナンバーカードと同じ１０年に延長するな
ど、利用者の利便性向上に繋がる手続き方法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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光ファイバ等施設の保守管 総務省の「地域情報通信基盤整備推進交付金」等を活用し、公設民営方式で 総務部
理や設備の更新に係る支援 光ファイバ網を整備した市町村等にとっては、施設の保守や管理費用、また、 (情報政策課)
制度の創設について
耐用年数経過後の設備更新費用の負担が財政を圧迫する要因となっております
が、これらの費用負担に対する支援制度は創設されていません。
また、新たに総務省より示された自治体情報セキュリティ対策に対応してい
くために、自治体情報セキュリティクラウドや地方公共団体情報セキュリティ
対策を進めることによって、ランニングコストや耐用年数経過後の設備更新費
用などＩＴ関連にかかる費用は増大していくばかりで、各サーバー及び端末等
保守が更新時期を迎えており、今後国が進める「自治体ＤＸ」の推進による、
自治体情報システムの標準化や自治体行政のオンライン化等、多額の町村負担
が想定されるところです。
さらに、ケーブルテレビやインターネット等の運営については、直営はもと
より、第３セクターで運営している場合であっても、ＩＲＵ契約による施設使
用料を安価に抑えるなどコスト削減を図っても、実質的には赤字である場合が
ほとんどであり、機器等の更新による多額の経費負担と財源の確保に苦慮して
います。
つきましては、情報基盤を継続・維持するためにも、機器の維持管理経費と
更新費用について新たな支援制度の創設を引き続き国に対して強く働きかけて
いただきますようお願いします。
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光ファイバ整備に係る維持管理費の赤字補填として、財政力指数に応じて赤
字額の最大１／２が補填される特別交付税制度がありますが、地方公共団体が
行う地域情報通信基盤の更新、運営に対する国の財政措置の継続及び拡充な
ど、高度情報通信基盤の整備及び維持の抜本的な対策について、引き続き要望
していきます。
また、国は、ブロードバンドサービスをユニバーサルサービスとして位置付
けることも含めて交付金制度のあり方を検討されているところであり、公設の
設備等の拡充・更新に係る整備費と維持管理費について、引き続き、交付金制
度の対象経費とするよう要望していきます。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
（１）平成 23 年度からインターネット上における人権侵害防止のため、
「特定
10 「部落差別の解消の推進に 部落差別のない社会の現実をめざした、
「部落差別の解消の推進に関する法 総務部
電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関す
関する法律」の具体化に向 律」が施行され、５年目を迎えていますが、法律施行後も結婚や就職等での身 (人権・同和対
る法律」
（通称：プロバイダ責任制限法）の見直しなど実効性ある措置を
けて
元調査や土地の売買に係わる土地差別、そして、インターネットによる差別書 策課)
早急に講じるよう国に要望しています。今年度も、インターネット上の差別
き込み等、悪質な差別事象が発生しています。
表現をはじめとする様々な差別や人権侵害事案を解決するため、プロバイ
教育委員会
特に、情報化社会によるインターネット上での書き込みは深刻であり、鳥取
ダ責任制限法の見直しも含めた法整備等実効性のある救済制度を早急に
(人権教育課)
ループ・示現舎による「部落探訪」は、全国にある同和地区を訪れ、写真を撮
確立することを、７月 20 日に総務省及び法務省に要望しました。
また、全国知事会を通じても同様の要望を行っており、今後も国の動向を
り、インターネット上に掲載し、差別を助長、拡散しております。
「部落差別の
注視し、必要に応じて要望を行っていきます。
解消の推進に関する法律」は、相談体制の充実、教育及び啓発活動、そして実
（２）令和元年７月に県、市町村及び賛同するその他の協力団体によって、差別
態調査を行うことが記されており、部落差別の解消に向けて、その具体化が課
的な書込みに対し効率的、効果的に削除依頼までの適切な対応が行えるよう
題となっております。
鳥取県同和対策協議会の作業部会として、ネットモニタリング・ネットワークを
つきましては、国への働きかけ及び県における支援をお願いします。
発足し、同設置運営要綱で「ネットモニタリングの分担実施」を明記しているこ
とから、先進地の取組研究や情報共有等の取組を進めています。県が開催す
（１）インターネット上における差別、人権侵害を禁止する法整備は喫緊の課
る研修会に参加すること等により、モニタリングに取り組む市町村も徐々に増
題であるため、差別を行った場合の罰則法令の整備についてより積極的に
えてきており、引き続き未実施の市町村等に働きかけを行っていきます。
働きかきけること。
削除要請については、令和２年度の県の削除要請は約 230 件で、そのう
（２）インターネット上における差別記載のモニタリングを効果的に行えるよ
ち約 110 件を削除済に結び付けています。また、県が具体的な削除の方法
う、
「ネットモニタリング・ネットワーク」を県主体で構築するとともに、
など実務に即した研修会（成功事例の情報共有等を含む）を開催しており、
書き込みがあった場合には、県が主体となって削除要請を行うこと。
こうした取組によりネットワーク全体のスキルアップを図っていきます。
（３）県では、
「差別の現実から深く学ぶ」という同和教育で培われてきた原
（３）差別の現実に学び、差別を受けた人の苦しみや痛みを感じることができ
則を基底に位置づけ、
「人権の意義・内容や重要性について理解し、
『自分
る感性・想像力を養う研修を実施するとともに、子ども達に伝える人権同
の大切さとともに他の人の大切さを認めること』ができるようになり、そ
和教育を充実、実施すること。
れが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権
が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすること」を目標
（４）
「同和問題・部落差別に関する相談窓口」となる生活相談員のスキルアッ
に、人権教育の充実に向けて部落問題学習指導参考資料等を活用した教職
プを図るため隣保館職員及び生活指導員を対象とした研修を充実させるこ
員研修の取組を進めているところであり、今後もあらゆる差別の解消に向
と。
けてより一層取り組んでいきます。
（５）
「人権委員会」の設置を国に働きかけること。
さらに、今年度は「教職員研修用資料『部落差別解消推進法から学ぶ』
」
及び「部落問題学習指導参考資料『部落差別の解消をめざして』の活用リ
（６）被差別部落の実態、また国民の意識の実態について分析のできる実態調
ーフ」を作成するなどしており、引き続き学校における同和問題学習の充
査の実施に向け、国に働きかけるとともに、部落差別を解消する為に必要
実に取り組んでいきます。
な調査項目を検証・整理のうえ、県と町村で連携を取りながら実態調査の
（４）隣保館職員等を対象としたスキルアップ研修については、鳥取県隣保館
実施に向け取り組むこと。
連絡協議会と連携して取り組んでいるところです。
今年度から隣保事業ソーシャルワーカー養成研修として、隣保事業、相
談支援、地域共生社会など隣保館職員等にとって必要なスキルを習得して
もらうための研修をより充実した内容で実施することとしています。
（５）国に対し、様々な人権に関わる不当な差別その他の人権侵害事案に対応
するため、早急に実効性のある人権救済制度の確立に努めるよう要望を行
っています。今後も国の動向を注視しながら要望を行っていきます。
（６）法第６条に基づく部落差別の実態に係る調査については、昨年６月下旬
に結果が公表されたところです。
県としても、部落差別の実態や課題を把握するために、令和元年度に隣
保館を通じた調査等を実施し、令和２年度には県同和対策協議会におい
て、当事者団体による困りごと調査が実施されたところです。
それらの結果を市町村と共有しながら、今後も必要に応じて調査を実施
していきます。
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項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
11 米軍機等による低空飛行訓 米軍機が行う低空飛行訓練の中止については、中国地方知事会で共同アピー 地域づくり推 在日米軍の飛行訓練については、国の責任において騒音測定器を設置し、実
練の中止について
態の把握に当たるとともに、訓練時の飛行区域や高度などを定めた日米合同委
ルとして採択されている経過もあり、様々な機会を通じて国に対して要望して 進部
(市町村課)
員会合意事項の遵守や住民の平穏な生活を乱すような飛行訓練が行われない
いただいております。
よう措置することなどを、本年７月 15 日に外務省及び防衛省に対して要望し
しかしながら、米軍機または米軍機と思われる航空機や自衛隊輸送機による
たところです。低空飛行の目撃情報は増加しており、改善の兆しが見られない
低空飛行訓練は減少するどころか増加しており、本年４月だけで１６回、飛行
ことから、引き続き、これらの要望を行うとともに、関係市町村から国への航
音のみを含めると述べ２５機が若桜町上空を飛行した、との情報が寄せられて
空機の所属等の問合せに対する早急な対応についても要望してまいりたいと
おります。さらに６月８日には、夕方から夜間にかけて目撃情報があり、地域
考えています。
住民から不安の声が上がっております。
つきましては、国の責務として騒音測定器を設置し実態把握を行い、飛行訓
練が関係町村の意向を無視して実施されることがないよう、適切に対応してい
ただくとともに、併せて、関係町村が当該航空機の所属等の問い合わせを行っ
た際には、早急な回答をいただけるよう国に対して働きかけをお願いします。

また、県として、自衛隊航空機の部品落下に関する再発防止について、再三
にわたり申入れを行うとともに、安全・安心対策に万全を期した運用を国に要
望しているところですが、これからも機会を捉えて国に求めてまいりたいと考
えています。

加えて、自衛隊輸送機からの部品落下事故に関する報道がありましたが、飛
行訓練の目撃情報のなかにも、事故をおこした機体と同型機と思われる情報も
あり、管理体制の見直しや再発防止の徹底についての要請もお願いします。
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特別交付税（特殊財政需要 特別交付税は、普通交付税の算定方法によっては補足困難な特別な財政需要 地域づくり推 特別交付税については、各町村に係る特別の財政需要及び災害の状況等を踏
分）の配分方法の見直しに がある自治体に対して交付されるものです。町村の特別交付税の交付額は、算 進部
まえ、適切に配分します。
ついて
定式どおりに交付される「ルール分」と都道府県知事が配分する「特殊財政需 (市町村課)
要分（非ルール分）
」で構成されています。町村は、特別交付税のルール分とし
て算定され交付されることから、その歳入を見込んで予算化しています。
一方、非ルール分の算定は都道府県知事により行われますが、その配分方法
は非公表となっています。非ルール分の配分にあっては、特別交付税のルール
分で補足されない災害など特殊な財政需要の経費を勘案した配分と推察されま
す。近年、算定式により交付される地域おこし協力隊の増員などによりルール
分交付額が増加したものの、非ルール分交付額がルール分の増額相当の減額に
より、特別交付税総額が前年並みの交付にとどまる事態が生じています。
このような状況では、町村が特別交付税のルール分として交付される事業に
積極的に取り組むことができなくなることが懸念されます。
つきましては、ルール分事業を含め事業に積極的に取組む町村が納得できる
非ルール分の配分方法に見直していただきますようお願いします。

11

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
13 単県補助金に係る市町村義 町村は、基礎自治体として独自課題や住民の福祉向上のため、人口減少によ 総務部
務負担の見直しについて り減少する留保財源（自主財源）を捻出して町村独自に必要となる施策を実施 (財政課)
しています。
このような中、県民向けの補助金事業を創設されていますが、その制度には
「市町村が実施する場合に県が市町村に対して補助をする」として市町村に義
務的負担を求めるものが多くあります。その負担により、町村の留保財源は逼
迫し、結果、町村独自施策や将来負担軽減の取組などに多大な影響を及ぼして
います。
また、当初予算にて創設する際、その情報提示時期が町村の当初予算編成の
後半あるいは終了後などの時期となり、当初予算計上が困難となることが生じ
ています。その結果、町村は６月補正以後の対応を余儀なくされますが、当初
予算編成後の６月補正においては留保財源（一般財源）はなく、当該新規事業
に対応するため財政調整基金を取り崩さなくてはならない状況が生じていま
す。令和３年度の「鳥取県内修学旅行等支援事業費補助金」では、修学旅行先
を県内とする場合に県が補助をするものでしたが、その情報共有の遅れにより
修学旅行先の変更対応ができないため、保護者負担の軽減ができない事態が生
じました。

回
答
市町村を通じた行政サービスを提供することが現実的、効果的と考えられる
分野については、事業の実施について市町村が主導し、県は財政面で市町村を
応援すべきものと考えていますが、事業の実施状況や現場などからの意見を踏
まえ、適宜対応しているところです。
今後も、市町村負担を伴う県事業については、市町村の意見もよく踏まえて、
事業の背景や性質など、個々の事業に応じて適切に判断していきます。
その上で、市町村の予算に計上が必要となる新規事業については、市町村の
当初予算に計上できるように、可能な限り事前に情報提供を行うこととしま
す。

つきましては、広域自治体である県が行う県民の福祉の向上のために必要な
施策については、市町村への義務負担を求めることない制度設計を行っていた
だくとともに、市町村負担は市町村の判断に委ねるようお願いします。
加えて、市町村に義務負担を求める事業については、真に負担を求めるべき
ものかを総点検するとともに、負担を求める場合その理由を個々にお示しいた
だくとともに、市町村の当初予算に計上できるよう、情報共有をお願いします。
14

病院事業にかかる交付税等 地域医療を推進する上で、へき地医療、救急医療といった不採算部門の維持 地域づくり推 自治体病院が行っている地域包括医療ケアについては、地域医療介護総合確
の財政支援について
保基金による財政支援のほか、訪問看護に要する費用の一部で交付税措置がな
など自治体病院が担う役割・責務は大変重要であります。こうした地域医療を 進部
されていますが、安定的な経営に向けたさらなる支援の充実のため、今後の国
支えるために交付税が措置されておりますが、算定額では減額された項目もあ (市町村課)
制度の動向等も踏まえながら、必要に応じて国に要望していきます。
り十分な措置となっておりません。さらには、令和２年度から会計年度任用職
員制度が始まり、従前より正規職員以外の人件費が増加しています。
また、現行の交付税制度では、療養病床から転換した介護医療院については
交付税措置されておらず、結果として病院経営に大きな影響が生じる可能性が
また、国は、高齢社会に向け、地域包括医療ケアを推進しており、中小自治
あるため、昨年に続き本年７月にも、国に対して当該交付税措置の創設につい
体病院では、基盤整備及び人材確保などの投資を行ったうえで、在宅医療や地
て要望したところですが、今後も国制度の動向等も踏まえながら、必要に応じ
域包括医療ケアに注力しています。
て国に要望していきます。
つきましては、交付税は病院事業の運営・経営に重要な役割を果たしている
ことから、減額された項目の復元と現行の項目の継続、更に地域包括医療ケア
を評価する項目が創設されるよう国へ要望をお願いします。
加えて、令和５年度までに見直しをすることとされている介護療養病床にお
いて、介護医療院も選択肢の一つとなりますが、医療法上の位置づけがなく病
床に該当しないため、交付税措置がないため、介護療養病床から介護医療院へ
転換した病床について、交付税措置の項目が創設されるよう引き続き国へ働き
かけをお願いします。
12

項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
15 新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため人流の抑制措置が継続されるな 新型コロナウ 地域の医療提供体制を維持するため、新型コロナウイルス感染症患者の受入
の影響による病院事業の減 ど、全国的に様々な業種で経営の悪化が生じています。病院においても、さら イルス感染症 れの有無にかかわらず、受診控え等により減収が生じている医療機関等への支
収補填について
なる院内感染を防止する体制整備のための資材購入、人員の確保などによる費 対策本部事務 援を行うことや、入院協力医療機関のうち重点医療機関の要件を満たさない一
般医療機関の病床確保料の補助単価を増額することについて、全国知事会を通
用の増加や、発熱患者の対応専用エリアの確保による実施事業の中止による収 局
(新型コロナウ じて国に要望しているほか、県独自でも緊急包括支援交付金の増額など、医療
益の減少が生じています。
イルス感染症 機関の経営に支障を来たすことのないよう特段の支援を国に要望していると
また、自治体病院の多くは入院協力医療機関としての役割も担っていますが、
対策総合調整
ころであり、今後も随時国に対して要望していきます。
特に小規模病院では感染症対応のための十分な職員が確保されていません。新
課)
たな職員の確保も容易ではなく、従前から勤務する職員を配置変更して対応す
るため、感染症以外の患者の制限を講ずる必要もあり、これによる収益減少で
収支の悪化も継続しています。
入院患者受入要請があった場合は、緊急支援補助金や空床補償補助金も設け
られていますが、緊急支援補助金は人件費では人員確保を図る等の費用増加分
が対象経費であること、空床補償の補助単価は感染症以外の入院平均単価に比
べて安価が設定されているなど、健全な経営を図るための補填としては不足が
生じています。
つきましては、地域で必要とされる医療が確保され、自治体病院が持続的に
運営できるよう前年対比等との減収分について十分な補てん措置が講じられる
ようお願いします。
16

交通安全対策特別交付金の 交通安全対策特別交付金については、交通安全対策を推進する施策の一環と 地域づくり推 交通安全対策特別交付金の最低交付限度額は、昭和 56 年度予算編成時の国
交付方法の見直しについて して各地方公共団体に交付されており、交通安全施設の整備財源として活用さ 進部
庫補助負担金等に係る零細補助金の整理合理化の観点から引き上げられたも
のであり、引下げは困難であると考えます。
れています。しかしながら、この交付金の配分は、各地方公共団体における交 (市町村課)
通事故の発生件数等を用いて算定され、算定額が２５万円未満となった市町村
に対しては交付しないこととされています。
市町村においては交付金の有無に関わらず、道路安全施設の日々の管理や改
良に努めるとともに、高齢者運転免許の自主返納を促進する施策など独自の取
組も進めています。
つきましては、これら切れ目のない交通安全対策の推進に対する支援として、
交通事故の発生件数等が減少し算定額が２５万円未満となった市町村に対して
も一定額が交付されるような仕組みとなるよう国に対して働きかけをお願いし
ます。
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目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
17 特定地域づくり事業の推進 「特定地域づくり事業協同組合」を設立することが可能となったことは、地 地域づくり推 市町村における特定地域づくり事業協同組合制度の活用について、本県で
に向けた制度の見直しにつ 域の担い手の確保に資するものとして大いに期待しているところですが、令和 進部
は、独自の運営費助成を導入するなど、その推進に力を入れています。
いて
３年６月１日現在、特定地域づくり事業推進交付金の交付決定市町村は１６団 (中山間地域政 本制度の実際の活用には、労働者派遣法に基づき、建設業務及び一部の林業
業務等への派遣禁止、中小企業等協同組合法に基づき、出資金 25％上限、員外
体で、総務省が実施した活用意向調査においても同年５月末日現在で活用意向 策課)
利用２割上限の規制が設けられておりますが、それぞれ、建設労働者の雇用改
があると答えた団体は認定済団体を含めて９４団体であり、この結果からも現
善の観点、派遣労働者の保護の観点、組合員の公平性担保等の観点及び組合が
状制度では課題があると言わざるを得ません。
組合員奉仕を目的として設立される事業体であるという観点から、規制が設け
特定地域づくり組合の事務局費は、１/２を市町村が、残りの１/２を組合を
られており、その緩和には慎重な検討が必要ですが、過疎地域等の実態を踏ま
構成する事業所が負担するとされており、市町村負担分について国の補助及び
えていただけるように働きかけたいと考えております。
地財措置が講じられていますが、中山間地の組合では加入組合が少なく、事務
なお、出資金に関して、国は、市町村が事業者の出資金負担を軽減するため
局費の１/２を加入事業所で賄おうとした場合１事業所あたりの費用負担が多
補助等を行った場合に２分の１（上限 300 万円）を特別交付税で措置すること
くなるため、地域の実情に応じ、事業所の負担割合を減じるよう制度改正をし
としています。
ていただき、併せて減じた部分について国補助や地財措置のかさ上げを講じて
おって、加入事業所が少ないことによる課題への対応とあわせて、県内での
いただく必要があります。
事業活用が図られるよう、市町村と連携しながら、事業所や地域運営組織など
出資金については、中小企業等組合法第１０条により１事業所の出資は出資
に対して制度周知を行い、より広域的な組合を促すなど、一層の事業推進に取
総口数の２５％を超えてはならないとされています。構成する事業所の規模は、
り組んでまいります。
組合内で大きく異なっており、出資額は出資の少ない事業所と足並みを揃えざ
るをえず、必要額の確保が難しい状況があるため、出資金２５％上限の撤廃が
必要です。
また、出資金が十分集められず町村負担（補助金、寄付金等）により必要額
の確保を図るとした場合、補助金、寄付金等に法人税（税率１５％）が課税さ
れるため、法人税課税免除の特例制度を設けていただく必要もあります。
更に、中山間地の自治体の多くは働き手不足に悩む建設業者及び林業事業者
を抱えておりますが、これらの業種では労働者派遣の適用除外業務にされてい
るため、この特定地域づくり事業が利用できないため、適用除外の緩和による
利便性の向上を図る必要があります。
また、加入事業所の少ない組合では、雇用を確保するため組合員外への派遣
に頼らざるを得ませんが、加入事業所以外への派遣は加入事業所への派遣の２
割以内という制限があり、年間を通じた雇用の確保が難しいため、２割の制限
緩和も課題として挙げられます。
つきましては、これら諸課題の解決のため、関係省庁に対して働きかけいた
だくよう願いします。
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項
目
要
望
内
容
番号
18 買い物弱者に対する買い物 近年、買い物弱者対策が求められる中、将来にわたり暮らし続けることがで
サービスの充実について きる環境の整備を図るため、買い物サービスの充実等に取り組んでいます。
移動販売車による買い物サービスの提供を行うため、民間事業者と連携し、
移動販売車を運行しております。
移動販売車の運行は、車両や関連装備等の経年劣化に伴い、修理費や燃料費
などの経費負担が年々増加し、採算が合わない状態で事業運営をしていただい
ております。
現在は、
「鳥取県中山間地域買物支援事業費補助金」を活用し、移動販売車の
導入費助成や３年目までの運営費助成の制度があるものの、４年目以降の継続
的な支援がないのが現状です。また、他の見守り制度による運用については、
実施者の人員配置の問題など受託業者等の確保が課題です。
つきましては、中山間地域の買い物弱者を守るためには、町村と事業者の努
力のみによる事業継続は厳しく、継続的な支援が必要不可欠な状況であり、燃
料費、車検費及び修理費等に対する４年目以降の経費について、助成制度の拡
充をお願いします。
19 タクシー利用費助成制度に 町村では、高齢者等の生活に必要な交通手段を確保する必要性から、
「高齢者
対する県補助制度拡充につ で運転免許証を有していない者、身体障害者手帳等を有している者及び介護保
いて
険認定者で運転免許証を有していない者」に対し、利用費を助成しており、令
和２年４月から県補助制度を創設していただいております。

20

県所管部課
回
答
地域づくり推 移動販売車の運行支援については、地域で定着し顧客を確保するのに期間を
進部
要することなどを考慮し、初期負担を軽減するため、３年度間に限り車両導入
(中山間地域政 及び運転資金を支援しているものであり、今のところ４年目以降の支援を行う
策課)
考えはありません。
なお、中山間地域における高齢者等の暮らしの安心安全を守るため、買い物
支援の取組と併せて、独居高齢者等の要支援者の日常的な見守りを行う移動販
売事業者に対しては、鳥取県中山間地域買物支援事業費補助金（買い物福祉サ
ービス支援事業）により、年限の無い継続的な支援を行っているところです。

地域づくり推 タクシー助成制度は利用者にとって利便性が高いものの高コストで財政的
な負担が大きくなることから、町営バス等の乗合交通と組み合わせて活用を図
進部
(地域交通政策 っていく必要があると考えており、県のタクシー助成に対する支援制度は限定
的な補助対象範囲としています。
課)
また、交通空白地であることから認められている乗合タクシーという制度は
しかしながら、交通手段を持たない７５歳未満の高齢者に対しては県の補助制
国の特別交付税の対象であることから、積極的な活用を図っていく必要があり
度がなく、自治体で助成している状況にあります。各市町村の共助交通への導入
ます。
取組については、人員の確保など組織の継続性や地域格差の課題等を見守って
なお、共助交通については、運行の継続性等を確保するため、今年度から、
ゆく必要があり、交通弱者の支援にはまだまだ時間を要するものと思われます。
運行管理業務を広域的に一括して請け負う共助交通サポート組織の創設も支
援対象に加えております。さらに、国に対しては、地域の実情・ニーズに応じ
つきましては、これまで単独で助成を実施していた町村に対しては、県補助
たタクシー等のドアツードア型の移動手段の確保等に対する財政支援の拡
の対象とならない町村の既存制度による助成額に対して１／２の助成をお願い
充・創設について令和３年７月及び 11 月に要望しています。
します。
ドアツードア輸送を定額制乗り放題で提供する方式の実証実験も行われて
おり、このような利便性と効率性を両立させる交通体系の構築について研究を
進め、県内市町村に情報提供・共有を図っていきます。
若桜鉄道の施設整備等に対 八頭町と若桜町では、平成２１年度の上下分離導入時から若桜鉄道の第三種 地域づくり推 県では、平成 21 年度の上下分離方式の導入時から、下部を管理する八頭町・
する支援について
鉄道事業者として、線路・駅舎等下部の鉄道施設の保守管理を実施・費用負担 進部
若桜町の若桜鉄道施設の維持管理費の実質負担額の１／３を支援するととも
しており、平成２８年度からは、若桜鉄道の経営改善を強力に支援するため、 (地域交通政策 に、観光列車化など利用促進のために必要な経費を支援してきました。
両町が若桜鉄道の車両も町有化する上下分離方式へと変更し、以来、これまで 課)
上下分離方式の導入時の役割として、若桜鉄道(株)は車両の管理と運行につ
の下部の鉄道施設及び車両の保守管理を行い費用も負担しています。
いて責任を持って行うこと、両町は線路、駅舎等を管理し、県はそれを支援す
この鉄道施設及び車両の保守管理には国から補助金が交付されますが、国に
ることとなっています。県としては引き続き、上下分離方式の役割分担に従い、
おいて各事業者の要望を充足するだけの予算確保がされないこともあることか
下部を管理する両町に対して支援（車両を除く。
）を行っていきます。
ら、八頭町・若桜町では十分な予算配分が受けられない場合もあり、このまま
また、鉄道施設及び車両の設備更新・維持修繕に係る国の補助金について、
では計画的な施設・設備の安全対策に支障を来しかねません。
必要な予算額を確保するよう本年７月に国に対して要望しており、11 月にも引
つきましては、鉄道の安全輸送の実現に向け、国に対し十分な予算確保につ
き続き要望しました。
いて働きかけをお願いするとともに、鳥取県若桜線維持存続支援事業補助金に
さらに、沿線自治体で組織する若桜鉄道利用促進実行委員会等を通じて、沿
ついて、車両の保守管理経費を補助対象経費に加えていただくか、現行の１／
線の団体のイベント支援や広報活動を行うことで若桜鉄道の利用促進の取組
３補助から１／２補助へ制度の拡充をお願いします。
を進めていきます。
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21 「犯罪被害者等の支援」を 県から令和２年７月２７日付けで「犯罪被害者等の支援」の趣旨を明記した 生活環境部
(くらしの安心
明記した市町村条例制定に 条例の制定等に向けた検討について、各市町村へ通知がありました。
ついて
これは、令和２年３月の鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例の改正及びそ 推進課)
の後の第５期鳥取県犯罪のない推進計画の策定等に基づく犯罪被害者等への支
援強化等に基づくものと理解しており、現在のところ県内６町が条例を制定し
ています。
また、令和３年度鳥取県当初予算において、犯罪被害者等への見舞金を支給
する市町村補助金（補助率１/２）も措置されました。
この市町村補助金は、各市町村の条例制定は必須事項ではないと伺っており、
各市町村での条例化の必要性に疑問をもつところです。
つきましては、犯罪被害者等支援についての重要性は十分理解し、今までど
おり協力や支援を惜しむものではありませんが、業務の平等性や特殊性、デリ
ケート性を勘案すると、条例は県で一本化できるようにし、見舞金等も県下統
一で支給できるようお願いします。
22

中山間地域における医療・
福祉サービス提供体制の充
実・確保に対する財政支援
について

23

新型コロナウイルス感染症
感染疑いのあるもの（濃厚
接触者等）の受け入れ体制
について

回
答
令和２年３月の鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例の改正では、犯罪被害
者等支援団体に対する県の支援等について明記して犯罪被害者等支援体制の
強化を図ることとし、犯罪被害者等への見舞金については、見舞金を給付する
市町村に給付額の２分の１（遺族見舞金：上限 15 万円、傷害見舞金：上限５
万円）を補助する制度を創設したものです。
市町村に条例制定をお願いする趣旨は、犯罪被害者等は被害直後の憔悴した
心身状態において、住宅、年金、高額医療、介護、生活保護、児童手当等の様々
な手続が必要な場合があり、その手続にワンストップで対応する窓口が必要で
あることと、犯罪被害者等の生活や権利を守り、地域で支えていくという自治
体の意思を明らかにしていただくことが、犯罪被害者等に大きな力を与え、日
常生活や社会生活を早期に取り戻すことに繋がるものと考え、市町村による条
例の制定について御理解をお願いしているものです。
また、見舞金については、住民に密着したサービスの多くを担っている市町
村が事業主体となることが最善であると考えており、県の要綱に沿って定めて
いただければ、統一した支給になるものと考えております。
中山間地域では、高齢化や人口減少が急速に進行しており、地域住民の命と 福祉保健部
少子高齢化が進む中、医療・介護・福祉を一体的に提供していく地域包括ケ
健康を守り、安心して生活ができる医療・福祉サービス提供体制の充実・確保 (長寿社会課、 アシステムの構築に向け、各市町村の取組を支援しています。
は大きな課題となっています。
医療政策課)
県では、無医地区を含めた中山間地域における医療提供体制の確保に向け、
多くの医療機関は人口減少に伴い患者数が減少する中、施設・設備の老朽化
へき地医療拠点病院・へき地診療所等への設備整備や運営費に対する支援を行
に伴う修繕及び更新経費の捻出、医師や看護師等医療スタッフの確保など、厳
うとともに、へき地医療の現場で活躍が期待される医師の育成・定着やキャリ
しい運営状況にあります。
ア形成支援、看護職員の確保と県内定着等に取り組んでいるところです。休
日・夜間の急な病気やケガについて、医師や看護師が助言を行う救急電話相談
さらに、コロナ禍における受診控えや、医療施設の感染防止対策に係る経費
事業（#8000、#7119）を実施しており、症状に応じた適切な受診を促すことで
の増大等、経営状況の悪化は深刻さを増しており、このままでは医療機関の廃
患者・医療機関の負担の軽減を図っています。引き続き、これらの取組を実施
業・撤退が危惧されます。
するとともに、関係機関の御意見も伺いながら必要な対応を行っていきます。
また、福祉サービス事業所についても同様に厳しい状況にあり、事業継続が
また、介護分野においては、中山間地域における介護サービスの厳しい経営
困難となっています。
状況に鑑み、令和３年度に鳥取県訪問介護サービス緊急支援事業補助金を創設
つきましては、中山間地域における無医地域・福祉サービス空白地域の発生
し、市町村と共同して運営費の支援を始めています。引き続き、中山間地域に
を防止するとともに、サービス提供体制の充実・確保のための施設の建て替え・
おいても介護サービスを適切に提供できるよう、必要な支援策を検討していき
修繕等のため、民間医療機関・福祉事業所に支援を行う町村への財政支援制度
ます。
の創設をお願いします。
新型コロナウイルス感染症感染者の家族など濃厚接触者や接触者は、ＰＣＲ 新型コロナウ オミクロン株の急拡大を受けて、宿泊療養施設は陽性者の療養施設として運
検査で陰性が確認された後も原則自宅などにおいて一定期間の経過観察を行う イルス感染症 用することとしております。
必要がありますが、これら自宅待機者の中には寝たきりなど要支援には至らな 対策本部事務 また、在宅療養者が増加することから、安心して療養していただけるよう在
いものの、高齢者等で買い物や見守りなど日常生活の支援が必要な方もあり、 局
宅医療提供体制を強化しているところです。
支援のため別に生活している親族や近所の住民との接触機会が増えることとな (新型コロナウ さらに、濃厚接触者のみならず、在宅療養者に対する健康観察や食糧や生活
イルス感染症
ります。
物資の配布などについて市町村への協力をお願いすることとしておりますの
また、感染力が強いとされる変異株への置き換わりが進む中にあって、一度 対策推進課)
で、よろしくお願いします。
は陰性が確認された人でも、かなり期間が経過した後に感染症の症状がみられ、
検査の結果陽性が確認される例も見られます。
つきましては、感染拡大防止の観点から、濃厚接触者等新型コロナウイルス
感染の疑いのある自宅待機者が健康観察を行うことができるよう、宿泊療養施
設の確保と医療提供体制の確保をお願いします。
16

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
24 介護者が新型コロナウイル 介護者が新型コロナウイルスに罹患し入院となった際、濃厚接触者である要 福祉保健部
スに感染し入院した際の在 支援者が安心して過ごすためには、必要なサービスが継続して行われる必要が (福祉保健課)
宅要支援者等への対応につ あります。感染者が確認された場合、ほとんどの福祉事業所では、長期にわた
いて
りサービス利用が敬遠・停止されることになり、在宅生活が困難となることが
予想されます。また、認知症や精神疾患等、より高度な支援が必要な場合に対応
できる病院や専用施設、看護師、介護士などの専門スタッフの確保が課題です。
つきましては、要介護者一人一人の状態に応じた介護・医療・福祉サービス
が広域的に対応できるよう施設と人材の確保をお願いします。
25

地域の実情による地域医療 一昨年９月の再検証要請対象医療機関として公立・公的病院のうち４２４病 福祉保健部
構想について
院が突然公表され、本県においても数院が対象病院として名指しされました。 (医療政策課)
自治体病院は地域に必要な不採算な医療も担いつつ住民の生命と健康のために
どうしても欠くことのできない医療サービスを提供しており、地域の実情を考
慮せず全国一律の基準で再検証要請対象医療機関として公表されたことは容認
できません。

回
答
令和２年度から、県独自の取組として、高齢者、障がい者、児童など日常生
活において介護や見守り等の生活支援が必要な方がいる家庭において、日常的
に生活支援を行う同居家族が感染・入院した場合に、市町村など関係機関と連
携して要支援者を支える事業を実施しています。
本事業において在宅での支援が難しい場合には、県が確保する場所のほか、
県内の介護等のサービス事業者に協力いただき、施設等への受入れもしてお
り、引き続き支援場所や支援者の確保に努め、要支援者が安心して暮らせる体
制を整備していきます。
新型コロナウイルス感染症への対応において、公立・公的病院の存在と役割
の重要性が再確認されている現状において、公立・公的医療機関等の見直しを
性急に進めるべきではないことから、地域医療構想の実現など地域医療の確保
に向けた取組の推進に当たっては、拙速な期限設定を行うことなく、地方とも
丁寧に協議しながら、慎重に検討を進めるとともに、地域の実情に即した柔軟
な取扱いをするよう、国に対して強く要望しているところです。

現在、新型コロナウイルス感染拡大をうけ、病院機能の再編統合の方針決定
の期限は延期となり再設定はされていませんが、再編統合問題については、感
染症対策も含めた地域の医療体制の確保が議論されるべきであり、統合再編の
方針決定についても時間をかけて議論すべきと考えています。
つきましては、地域医療構想調整会議では病床削減議論が進められていない
ことは承知しておりますが、引き続き地域の実情を十分考慮し、画一的な対応
や強制的な調整は行わないよう、国に対し強く働きかけていただきますようお
願いします。
26

自治体病院の医師確保対策 町立自治体病院は、域内の総合病院として、急性期から慢性期の地域医療及 福祉保健部
び在宅医療を提供しています。また、救急告示病院として地域住民への安心と (医療政策課)
について
安全の確保にも寄与しているところです。
しかしながら、病院運営に必要な医師をなんとか確保している状況であり、
派遣医師や嘱託医師の占める割合も高く、医師の高齢化も進展しています。
予防から在宅、診療所のほか、地域の介護施設の回診業務や看取りなど、高
齢化率が高い地域において安定的な医師確保は地域医療の原点と言えます。
公共交通機関や開業医院も少ない地域において、訪問診療や在宅看取りの取
組みも携わる医師の負担が増しており、非常勤医師による診療科も多くなって
います。医師派遣の指標となる常勤医の換算方法では非常勤医師による診療科
の医師もカウントされることから、数字上で医師は充足していると読めますが、
実際には病棟・当直・在宅などに従事する医師は明らかに不足しており、現在
の医師数では困難な運営状況であります。
つきましては、医師充足数の算定では非常勤医師による診療科の医師を除外
し、常勤医を基準としたうえで派遣医師数を考慮していただくとともに、県立
病院を含めた公立病院全体の安定的な病院運営のためにも医師確保対策を早急
に講じていただきますようお願いします。
17

自治医科大学卒業医師及び鳥取大学特別養成枠卒業医師の派遣については、
各市町村からの御要望や、各自治体立病院及び診療所の医師確保状況等を踏ま
えて決定することとしており、令和４年度以降の派遣についても、後期研修に
参加する医師等の状況も勘案しつつ、各医療機関の要望を踏まえて派遣する予
定です。
また、県内の医師確保に向けて、令和３年度から医師確保奨学金に鳥取大学
医学部編入学の枠を創設し、医師確保奨学金貸与者の数を増やしているほか、
地域医療に貢献する人材育成等を行う鳥取大学医学部地域医療学講座への寄
附の継続や、奨学金貸与医師等に対するキャリア形成支援等の充実を図るた
め、鳥取県地域医療支援センターの体制強化を検討しています。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
27 少子化地域の小児科医療維 小児科医療は、少子化が進む中山間地にあっては、若い世代の人口流出を防 福祉保健部
(医療政策課)
持に係る財政支援について ぎ、地域を存続する上で大変重要な役割を担っています。
町立病院では、毎日小児科の診療を行い、加えて病児病後児保育を開始しま
した。また現在、複数の医療機関と連携した医師の確保を検討しております。
しかしながら、少子化地域にあっては、医師の人件費を含む医療支出は、病
院経営を圧迫する原因となっています。
つきましては、少子化地域における小児医療について、県及び関係する自治
体において医師の人件費を負担するような財政支援や国に対する地財措置の拡
大について働きかけをお願いします。

回
答
中山間地域の公立病院は、地域医療の中核的な役割を担っていることから、
県としても小児科医療の確保は重要であると認識しています。
各市町村からの御要望等を踏まえ、各自治体立病院及び診療所への自治医科
大学卒業医師及び鳥取大学特別養成枠卒業医師の派遣などの医師確保に関す
る支援や小児医療施設への設備整備、小児医療に携わる医師の研修、休日夜間
の小児医療体制整備などに対して支援を行っているところであり、これらの取
組を引き続き実施していきます。
また、病院事業に係る地方交付税措置において、公立病院が担う小児医療、
救急医療、へき地医療等の政策医療や不採算医療及び医師の確保に配慮した制
度が創設・拡充されてきているところですが、自治体はなお多額の負担をして
いることから、地域医療の確保のために必要な措置のさらなる充実を図るよう
国に対して引き続き要望していきます。
なお、病院の経常的な運営費については、地方交付税措置されていることか
ら、県が市町村立病院に対して、医師の通常の人件費を直接支援することは考
えていません。

28

薬剤師養成・確保対策につ 中山間地域においては、人口の超高齢化に伴い、老々世帯や独居世帯が増加 福祉保健部
県内の薬剤師不足は、引き続き重要な課題と認識しています。これまで、鳥
いて
しております。このことにより、服薬管理能力の低下やポリファーマシーの問 (医療・保険課) 取県薬剤師会と連携して全国の薬学生を対象としたインターンシップや高校
題が多くの患者において発生する事態が生じています。
生・保護者向けの薬学部・薬剤師紹介セミナーなどの種々の確保対策を実施す
るとともに、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金制度の周知を図っていま
このような状況から、薬剤師には、より綿密な服薬指導が必要とされ、薬剤
す。
師の需要が拡大しているところでありますが、依然として地域偏在が解消され
ず、薬科大学が所在しない本県では確保が厳しい状況です。
また、薬剤師は新型コロナワクチン接種においても重要な作業を担っており、
少ない薬剤師では大幅な負担増となっています。
鳥取大学医学部附属病院から薬剤師を県内医療機関に出向させることで公立
病院勤務の薬剤師を増やし、併せて地域医療を支える薬剤師の養成を目的とし
た「地域医療を支える薬剤師育成支援事業」について、大いに期待しています。
なお、薬剤師の職域は、薬局、医薬品関係企業、大学、行政及び医療機関な
ど民間から公務現場まで幅が広いですが、公立病院において、国家公務員医療
職給料表や初任給基準を準用した場合の初任給は、他の職域より低い金額が設
定されており、新卒者等の就職先選択の障壁となっています。
つきましては、病院薬剤師の確保及び定着が図られるよう、病院薬剤師独自
の給料表の創設を国へ働きかけていただき、併せて、スピード感をもって人員
確保できるよう体制の整備を行い、県の派遣医師制度（自治医科大学卒業医師
や特別養成枠卒業医師）に準じた制度の創設をお願いします。

18

特にインターンシップ事業は、薬学生に県内の病院・薬局等を知る機会や県
内で働く薬剤師と直接話をする機会を提供し、薬学生の県内就業の具体的イメ
ージの醸成、県内就業意欲の向上につながると考えるため、例年、夏期と春期
（２月～３月）に実施しています（新型コロナウイルス感染症の感染状況によ
る変更等あり。
）
。
令和３年度は、７月 15 日に薬剤師の地域偏在解消及び定着対策について国
に要望を行ったほか、薬学部設置大学との就職支援協定に基づいて連携した取
組を実施しています。
令和４年度においても、これらの取組を引き続き実施するとともに、関係機
関の御意見をお聴きしながら、より効果的な取組を検討し、実施していきます。
なお、病院薬剤師の給料については、各病院でそれぞれ決められるものであ
り、独自の給料表の創設を国に対して要望することは考えていませんが、引き
続き、上記取組等を通じて、県内の薬剤師確保に取り組んでいきます。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
29 国民健康保険料（税）にお 国民健康保険料（税）の賦課における子どもの均等割の軽減措置については、 福祉保健部
国民健康保険料（税）の子どもの均等割の軽減措置については、法改正によ
ける子ども均等割の軽減に 令和４年度より未就学児の均等割が５割減額されることとなりました。しかし (医療・保険課) り令和４年４月から未就学児に係る国民健康保険料（税）の均等割額の５割を
ついて
減額する措置が実施されましたが、対象となる子どもの範囲は未就学児に限定
ながら、今回の改正では、軽減の対象が未就学児に限定されており、子育て世
され、その軽減額も５割とされているため、対象範囲の拡充及び軽減割合の拡
帯への負担軽減として充分ではありません。
大について県としても７月 15 日に国に対して要望したところです。今後もあ
収入のない子どもに対する賦課については、医療保険制度間の公平や子育て
らゆる機会を捉えて継続的に国に対して要望を行っていきます。
支援の観点から、さらなる見直しが必要と考えます。
つきましては、子どもの均等割の軽減措置割合と対象年齢の拡充について、
引き続き、国への働きかけをお願いします。
30

就学後の子どもの医療費助 子どもの医療については、少子化対策として子育て家庭の経済的負担を軽減 福祉保健部
成に係る国民健康保険の国 し、安心して医療が受けられるように、医療費の自己負担分を補助する地方単 (医療・保険課)
庫負担減額調整措置の廃止 独の医療費助成を実施しています。
について
一方、国はこのような地方自治体による医療費助成（現物給付方式）の取組
に対して、医療費の波及分は実施自治体が負担すべきものとして、本来国が負
担すべき国民健康保険国庫負担金等の減額調整措置を講じています。平成３０
年４月からは未就学児までの医療費助成について国は減額措置を行わないこと
としましたが、小学校就学後については従来どおりであり、地方自治体の少子
化対策の取組を阻害していると言わざるを得ません。
つきましては、就学前に限定せず、就学後の子どもの医療費助成に係る国民
健康保険の国庫負担金等の減額調整措置の廃止を引き続き国へ働きかけていた
だきますようお願いします。

31

特別医療費の助成は、不必要な受診の機会を増やすものではなく、乳幼児を
はじめ生活弱者等、真に医療を必要とする者が医療を受けやすくする制度であ
り、本来、国が全国統一的に行うべき子育て・少子化対策等に対する地方の自
主的な取組であると認識しています。
そのため、特別医療費の助成による国民健康保険国庫負担金の減額措置（ペ
ナルティ）を廃止することについて、あらゆる機会を捉えて国に働きかけを実
施しており、平成 30 年度からは、未就学児までを対象とする医療費助成につ
いては、ペナルティは行わないこととされました。
今年度も国に対して７月 15 日にペナルティ廃止に向けての要望を実施して
おり、今後も国に対して積極的に働きかけを実施していきます。

特定不妊治療費助成の申請 町村は、不妊治療の経済的負担の軽減を図るために、県助成に上乗せして治 子育て・人財局 不妊治療の申請については、人目を気にされる方、仕事の都合上、窓口の開
手続きの一本化等について 療費の助成を実施しており、助成金の申請手続きは、居住地を管轄する保健所 (家庭支援課) 設時間内の申請が困難な方もおられること等、申請に係る負担感を考慮し、県
及び居住地のある市町村窓口で行っています。
では郵送での申請も受け付けており、郵送で受理される申請も一定数ありま
す。
しかしながら、不妊について、オープンに語られることはまだまだ少なく、
当事者が抱える苦悩が周囲にあまり理解されていないのが現状です。
申請手続きの際に人目を気にしながら来られる方もあり、役場窓口でなく別
の場所で待ち合わせて対応を行うこともあります。また、治療のために頻回な
通院が必要であり、仕事との両立が難しい中、更に申請のために休暇の取得を
要します。
つきましては、不妊治療を受けている方の負担軽減のため、市町村での申請
手続きを県で一括して実施していただき、併せて市町村の上乗せ助成分を加え
た新たな県の助成制度の創設をお願いします。

現在、各市町村で行われている不妊治療費の助成については、助成要件や金
額、回数等、市町村ごとに制度の内容が様々であり、市町村によっては、県助
成対象者の一部が助成の対象外となる例もあると認識しております。また、不
妊治療費助成の申請件数は年間 1,000 件を超えており、窓口を一本化した場合
に、県の保健所窓口での事務処理量や郵送費用の増加等も懸念され、これまで
窓口の一本化に踏み切ることが困難な状況にありました。
不妊治療費については、令和４年度以降に保険適用となる動きがあります
が、詳細の内容については現段階で国から示されておらず、保険適用となった
後の単独助成制度について、県も検討段階であります。さらに各市町村におい
ての上乗せ助成が継続されるのかも含め、見通しが不明です。
このような現状から、助成制度の創設や申請手続の方法については、今後の
動きをみながら、市町村と情報交換を行い、実現・継続可能なより良い方法と
なるよう検討してまいります。
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項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
32 幼児教育・保育の無償化に 令和元年１０月から実施された幼児教育・保育の無償化により子育て世代の 子育て・人財局 副食費の実費徴収化は、幼児教育・保育無償化に伴い国の制度変更により生
よる副食費実費徴収化に伴 負担軽減が図られましたが、これまで保育料に含まれていた３歳以上児の副食 ( 子育て王国 じたものであり、副食費部分についても国の責任において手当されるよう、令
課)
う副食費相当額の助成支援 費は実費徴収化されました。
和３年７月に国へ要望を行いました。引き続き国へ働きかけて行くこととして
について
おり、副食費の助成に係る県制度の創設は考えていません。
子育て支援施策として、以前から県の補助制度を利用しながら独自に保育料
の無償化及び軽減を実施してきた町村では、副食費の実費徴収化により負担増
となる世帯が生じるため、独自に副食費の助成を実施しています。
つきましては、副食費も無償化の対象となるよう、引き続き国に働きかけて
いただきますようお願いします。
加えて、副食費が無償化の対象とならない場合、以前は県の補助制度で副食
費を含む保育料が補助の対象となっていたことから、副食費を無償化とする県
の支援制度の創設をお願いします。
33

ＧＩＧＡスクール構想で配 新型コロナウイルス感染症拡大による学校の臨時休校等により、国のＧＩＧ 教育委員会事 端末の更新をはじめとした「ＧＩＧＡスクール構想」実現後に継続的に必要
備したＩＣＴ機器の更新経 Ａスクール構想事業が前倒しされ、令和２年度に児童生徒向けの１人１台の端 務局
となる自治体負担経費についての一層の支援やＩＣＴ支援員配置のための財
費及びＩＣＴ支援員配置予 末と高速大容量のネットワーク整備が完了し、学校での運用を本年度より開始 (教育環境課、 政措置のさらなる充実については、様々な機会を通じて国に要望を行ってお
教育センター、 り、引き続き国に要望していきます。
しています。
算措置について
小中学校課)
しかし、急速に整備が行われたため、非常時等の持帰り対応など、端末の維
また、端末の損害保険の県全域での共同加入については、制度の必要性も含
持管理（端末破損等負担の在り方等）の課題があり、一度の機器導入により同
めて市町村教育委員会と話し合ってみたいと考えています。
時期の更新になるため、多額の経費が必要となり、町村の財政を圧迫すること
が予想されます。
また、全教職員が機器を使いこなせるスキルを身につけるべく、機器を使っ
た効果的な学習指導などについての研修を受けていますが、十分な時間が取れ
ないのが現状です。ＩＣＴ機器を使用した授業を行うサポート役として、ＩＣ
Ｔ支援員を配置し、県で配置のＩＣＴ活用教育スーパーバイザーの指導等を受
けながら授業を進めていますが、その委託経費も負担となっています。
つきましては、ＩＣＴ機器の更新とＩＣＴ支援員配置のための予算措置につ
いて、国に対して積極的に働きかけをお願いします。
加えて、児童生徒が安心して利用できるよう、端末の損害保険の県全域での
共同加入と経費に対する県補助制度など、維持管理に関する支援をお願いしま
す。
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項
目
要
望
内
容
番号
34 外国籍等児童生徒に対する 昨今のグローバル社会の進展に伴い、都市部ではもちろんのこと、地方部に
日本語指導教育の支援につ おいても外国人就労者や婚姻等による定住外国人が増加しています。
いて
外国籍の児童生徒については日本国憲法に定められた義務教育の適用はな
く、県内の教育環境において諸外国の学校が無いため、教育を受けるためには
日本の学校に通い日本の学校教育を受けることになります。

県所管部課
回
答
教育委員会
日本語指導については、非常勤講師の配置はありませんが、平成 29 年度か
(教育人材開発 ら国基準により全県で日本語指導が必要な児童生徒 18 名に対して１名の指導
課、小中学校 教員を基礎定数として配置でき、本県では今年度対象児童生徒が最も多い小学
課)
校１校、中学校１校にそれぞれ配置し、より効果の上がる活用に努めていると
ころです。

しかし、日本の学校は、日本人に対応した日本語による学校教育環境や人員
配置は整備されていますが、外国籍の児童生徒への十分な対応ができず、外国
籍の児童生徒への教育環境は十分に整っていないのが現状です。

また、令和元年度から文部科学省の事業である「帰国・外国人児童生徒等に
対するきめ細かな支援事業」を活用し、実施を希望する自治体に対して、日本
語指導補助者や母語支援員の活用による指導体制構築の支援を行っています。

日本人が英語などの外国語に対して壁があるように、外国籍の児童生徒は自
国語と日本語に言葉の壁を感じ、教育を受ける意識・意欲が低下し学校に通え
なくなり、社会的に受け入れられない人間であると本人が感じるなど、個人に
も社会環境にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

さらに、毎年実施している独立行政法人教職員支援機構主催の「外国人児童
生徒等に対する日本語指導指導者養成研修」の受講や、令和元年度から開催し
ている全県を対象とした「帰国・外国人児童生徒等の支援に係る研修会」によ
り、日本語指導を含めた外国人児童生徒等への支援に係る人材育成等を行って
いるところです。今後もこれらの取組を通して支援体制の充実を図っていきま
す。

近年、保護者の就労のため外国から来日（または帰国）してきた児童生徒が
増えており、外国籍の保護者は日本語が話せない方もいるため、学校と家庭の
連携において言葉の壁により、十分に意思疎通ができません。そのため、町村
では日本語指導員を雇用し、児童生徒の日本語指導の対応をしています。
つきましては、今後の学習支援事業の効果的な実施を推進するにあたり、町
村の負担軽減を図るため、日本語指導のための非常勤講師の設置をお願いしま
す。
35

なお、
「学校生活ガイドブック」
（県教育委員会が９か国語で作成）や、
「外
国人児童生徒受入れの手引き」
（文部科学省が平成 31 年３月に改訂版を作成）
等も御活用いただき、受入校での体制を整えていただくようお願いします。

県では、外国語教育の充実を目的に、平成 22 年度から小学校に外国語・外
小学校外国語・外国語活動 令和２年度より完全実施された新学習指導要領において、小学校３・４年生 教育委員会
支援員配置事業に対する支 への「外国語（英語）活動」が必須化され、小学校５・６年生では「英語科」 (教育人材開発 国語活動支援員を配置して各市町村及び学校を長年にわたり支援しており、市
という一つの教科として実施されています。また、実施にあたっては、ネイテ 課、小中学校 町村からの希望配置時間数を踏まえ、令和４年度当初予算において検討してい
援について
ます。
ィブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材などの協力を得る等、指導体制の充 課)
実を図るとともに、指導方法の工夫を行うことも示されています。
町村では、その趣旨を踏まえ、小学校の英語の授業を教員１名と外国語活動
支援員、又はＡＬＴ（外国語指導助手）１名を配置し、複数での指導体制によ
り英語教育の強化に努めています。
県の小学校外国語・外国語活動支援員配置事業においては、小学校５・６年
生の「英語科」では、１クラス「４０時間」
（小学校３・４年生は「２０時間」
）
を上限とする配置基準により外国語活動支援員の配置が行われていますが、県
内市町村の配置希望時間数が県の予算枠を超えた場合は配置時間が削減され、
削減された時間数については、町村で予算を増額して対応しています。
つきましては、小学校の外国語（英語）活動の着実な実施のため、小学校外
国語・外国語活動支援員配置事業を継続して実施していただくとともに、外国
語活動支援員の配置を希望する全ての町村に上限となる時間数の配置が行える
よう予算の確保をお願いします。
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項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
36 通級が望ましいとされる児 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支 教育委員会事
務局
童生徒に対する支援につい 援教育が推進されています。
て
近年、通級指導教室のニーズが高まっており、指導が望ましいと検討される (教育人材開発
課、特別支援教
児童生徒がスムーズに入級できるような体制を整備しています。しかし、現在、
育課)
通級指導に当たる教員が指導できる児童生徒には限りがあり、本来、入級が望
ましいと判断されている児童生徒が待機しているというのが実態です。

37

回
答
義務標準法の改正により、平成 29 年度から通級指導に必要な教員定数が 10
年をかけて基礎定数化となりましたが、教員の配置については通級指導教室で
指導を受ける児童生徒 13 人に対して１人教員を配置されることから、対象児
童生徒が在籍するすべての学校に、通級指導担当教職員を配置することはでき
ません。現時点では、通級指導を担当する教員数は、市町村教育委員会や学校
からの要望等を十分満たす配置となっていない状況も承知しています。年次的
な基礎定数化の動きとあわせて、引き続き加配定数も増要求していきながら、児童
生徒の状況、県全体のバランス等を考慮して配置していきたいと考えています。
また、拠点校方式での指導のため、他校のニーズに対し移動手段がなく、入
また、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの推進におい
級を保留している児童生徒もあります。拠点校までが遠距離となる学校の児童
て、通級指導教室が大きな役割を担うと認識し設置を進めているところです。
である場合、通級に通うための時間的ロスが多いことから通級を断念するケー
令和３年 10 月現在、市町村立学校 40 学級（小学校 32 学級、中学校８学級）
、
県立学校９学級（特別支援学校５学級、高等学校４学級）
、計 49 学級の通級指
スも見受けられます。
導教室が設置され、700 名を超える児童生徒が学んでいます。通級指導教室の
つきましては、障がいのある児童生徒一人ひとりが適切な教育を受けられる
設置されていない市町村については、特別支援学校の通級指導教室担当教員が
よう、通級指導教諭の追加の加配及び指導者の巡回指導ができる体制づくりを
巡回指導を行っているところですが、設置のある市町村においても、遠隔地の
お願いします。
児童生徒の支援や、入級を待機している児童生徒の増加などの課題がある状況
を把握しております。
それらの課題解消に向け、漸次通級指導教室の増設を検討していきたいと考
えており、指導体制についても、学校や地域の実情に合わせて、巡回方式や兼
務等を用いた柔軟な運用ができるようにしていきます。
（１）家庭や事業所等における再生可能エネルギーの導入といった地域課題の
ゼロカーボンに向けた取り 世界各地で記録的な高温、大雨、大規模な干ばつ等の異常気象が増加してお 生活環境部
り、国際社会が連携して気候非常事態への対策に取り組む必要があります。
解決には、住民により身近な市町村による主体的・積極的な参画が重要で
(脱炭素社会推
組み強化について
あると考えるため、鳥取県小規模発電設備等導入推進補助金の補助率の拡
県においても、２０５０年における脱炭素社会の実現を目指した宣言をされ 進課)
充は考えていませんが、補助対象設備を見直すなど使いやすい制度として
ましたが、脱炭素化に向けた省エネルギー、再生可能エネルギーの導入の促進
いきます。
には財政負担が生じるため、導入が進まないことを危惧しています。
（２）今年度、既存住宅の改修における県独自の省エネ性能基準を検討してお
つきましては、国の重要政策として位置づけられている脱炭素化に向けて、
り、年度内には策定を予定しています。令和４年度から新築住宅と合わせ
県の支援及び取り組みをお願いします。
て既存住宅の省エネ改修の普及を図ることとしており、その方策の一つと
（１）市町村の財政事情などによって、脱炭素化の推進に影響が出ないよう小
して省エネ性能基準を満たす改修に対する支援を検討したいと思います。
規模発電設備等への助成制度の補助率を見直すこと。
（３）関係法令をはじめ、鳥取県環境影響評価条例に基づき適切に対処してい
（２）省エネルギー住宅に関する補助金について、新築だけでなく、改修等に
きます。また、太陽光発電や風力発電等の発電設備の許認可権限等は、電
ついても対象を拡大すること。
気事業法に基づき国が有するものであり、県では、国が厳正に対応等され
（３）環境影響評価法が適用されない中小規模の再生可能エネルギー設備の設
るよう国に要望を行っています。今後も引き続き、国に対して働きかけて
置に関して、安心・安全な再生可能エネルギーの導入が推進されるよう県
いきます。なお、盛土等に係る斜面の安全確保を目的に一定規模以上の盛
下統一の基準を設けること。
土、切土及び斜面地の工作物設置を規制する条例を 11 月定例県議会で制
（４）令和新時代とっとり環境イニシアティブプランにおいて、低炭素社会の
定し、令和４年５月に施行することとしています。
実現として目指す将来の姿である「再生可能エネルギーが、住民の理解の
（４）引き続き、令和新時代とっとり環境イニシアティブプランに基づき、自
もと、環境と調和しながら導入が進むこと」を一層推進すること。
然環境や住民生活との調和を図るとともに、再生可能エネルギーが地域に
（５）再生可能エネルギーの県内での地産・循環は、温室効果ガスの削減とと
とって身近な存在となるよう取り組んでいきます。
もに地域経済の振興、エネルギーロス削減の視点からも大切な仕組みとな
（５）再生可能エネルギーの地産地消に向けて、市町村や事業者等が参画する、
るので、県において率先して取り組むとともに、県下全域においてより取
国の固定価格買取制度に代わる太陽光発電の導入促進モデル事業を検討
り組みが進むよう市町村や事業者等に対して働きかけを行うこと。また、
します。国に対しては、脱炭素化に向けて地方が必要となる財源を確保す
町村が太陽光発電設備等を導入する際には、必要な財源措置が行われるよ
るよう要望しており、今後も国の動向を注視しながら、国に対して働きか
う国へ働きかけること。
けていきます。
（６）家庭、事業所、市町村が緊密な連携を図れるよう施策の推進及び国への
（６）官民連携組織であるとっとり環境イニシアティブ県民会議の枠組みを活
働きかけを行うこと。
用するなどしながら、取組を進めていきます。
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項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
38 海岸漂着ごみ処理委託事業 海岸漂着ごみ問題については、地域住民が、代々引き継ぐ郷土愛に根差した 生活環境部
の継続と排出抑止対策につ 主体的な活動として持続的に取り組み、白砂青松の海岸保護に寄与しています。 (循環型社会推
いて
最近では、海洋ごみの漁業資源に対する悪影響の解消、海洋プラスチックごみ 進課)
対策の側面への取り組みとして、重要性を再認識しているところです。
県土整備部
近年の実態として、大型発泡スチロール浮き等の漁具が極めて多く、年々増
(河川課、空港
加している状況です。また、文字表記を確認できる場合には日本語ではなく、
港湾課)
外国語表記が大半を占める現状にあり、水産庁違法操業取締り活動の様子から、
これらは、海外由来・違法操業漁具と考えられます。
農林水産部
廃棄物対策では、原則、原因者追求・原因者負担の対応となりますが、違法 (水産課)
漁具漂着に対して原因者ではない無関係な地域住民が、現場処理に当たらざる
を得ない状況にあり、行政として解決に取り組むべき課題であると考えていま
す。しかしながら、町村では排出抑制など原因者に求める対応が困難で、広域
的な取り組みを必要としています。

回
答
海洋ごみについては、実態把握や排出抑制のための対策、海岸漂着物、漂流
ごみ、海底ごみの回収・処理に係る財政支援について十分な予算を確保し、国
の全額負担による恒久的な支援制度に見直すよう関西広域連合など他県とも
連携して国に要望していますが、更に対策を加速させるため引き続き要望して
いきます。
なお、土地の管理行為としての落葉落枝の収集等は保安林に関する手続は不
要であるため、環境美化については森林環境保全税事業等を活用し、市町村や
地元自治会等での実施をお願いします。
また、日韓暫定水域や我が国排他的経済水域における違法操業の取締り強化
や投棄漁具等の日韓双方による清掃の実施などの漁業秩序の確立を国へ要望
していますが、これらの問題の早期解決に向けて、引き続き要望していきます。

つきましては、県費を加えて国費による海岸漂着物処理委託事業を実施いた
だいておりますが、財源措置等の継続的な取り組みをお願いします。
加えて、海外由来、違法操業の漁具などに対して、効果的な施策の実施につ
いて国への働きかけをお願いします。
39

本制度は、住宅新築資金貸付事業による貸付金の償還を推進するため、償還
住宅新築資金等貸付事業に 本制度は、貸付主体である町村に対し円滑な償還事務を支援するとともに、 生活環境部
伴う償還推進助成事業制度 貸付金徴収における最大限の努力にもかかわらず回収が困難な債権が存在する (住まいまちづ 事務を行う市町村の財政負担の軽減を図ることを目的に、国及び県が市町村の
償還事務に係る経費等に対して支援を行うものです。
ことにより、町村の財政を圧迫している状況から財政負担を軽減することにあ くり課)
の拡充について
ります。
相続人調査、徴収事務及び強制執行等に係る費用については本事業の助成対
象となり、これを最大限活用していただき、なお回収が困難な場合には未償還
町村では、これまで滞納者及びその保証人についての所在確認、相続人、物
額に対する助成を活用することができます。
件等の調査をし、滞納者の個々の事例について、個別の対応策を取るための事
務を進めているところではありますが、貸付後の時間の経過とともに借受人が
しかしながら、相続人が複数いることによって債権回収が困難となる事例な
亡くなる等の事案が発生しているのが現状です。相続が発生すると、複数の相
ど、助成制度の活用に支障が生じている事例もあることから、市町との意見交
続人により債務を共有することとなりますが、相続放棄や相続手続きが行われ
換の場を設け、債権回収に向けた助言や対策の検討を行うとともに、必要な制
ず運用基準に示されている「借受人からの償還が著しく困難」に該当しなくな
度の拡充等について、国への働きかけも行いたいと考えています。
るケースが発生しています。
また、借受人が相当期間にわたって居所不明のため住民票の職権削除を行っ
た場合や生活保護に準じた状態になった場合においても「差し押さえ財産を所
有していない場合」が示す強制執行等を行うと、手続き費用が回収額を上回る
と認められる「回収見込額」の評価額に先代財産が含まれる等により、本制度
が活用しにくい状況となっております。
つきましては、財源的な支援や借受人の要件を保証人と同等とするなど、制
度の拡充について国に対して働きかけをお願いします。
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項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
40 新型コロナウイルスの影響 長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、観光関連産業（宿泊業、飲 新型コロナウ
イルス感染症
に伴う地域経済対策につい 食業）を中心とした地元事業者は、空前の経営危機に陥っています。
て
県におかれては、５月から（第４波時）
「コロナ禍打破特別応援金」を創設さ 対策本部事務
局
れ、事業者の支援いただいているところであります。変異株による第５波では、
(新型コロナウ
外出を控え、外食を避けるなど県民の行動変容に伴う影響により、営業継続が
イルス感染症
困難で倒産してしまうとの飲食店の声が多数あがっており、事業者への継続的
対策総合調整
な支援が必要です。
課)
つきましては、新型コロナウイルスの影響が長期間に及ぶことを見据え、継
続的な資金対策や新型コロナ感染対策認証事業所の更なる拡大に取り組むとと 生活環境部
もに、ワクチン接種者に対しては、感染防止に注意しながら、新型コロナ感染 (くらしの安心
推進課)
対策認証事業所の利用促進をお願いします。
商工労働部
(商工政策課)

41

米価下落対策について

昨年来のコロナ禍の影響で、米需要の減少により過剰在庫が生じ、全国的に 農林水産部
米の市場価格の暴落が危惧されており、本県におきましても、令和３年産米の (生産振興課)
ＪＡ概算金（仮渡し）単価が昨年を大幅（約２割）に下回っている状況にあり
ます。
米価下落は、固有の販路を持たない米農家の生産意欲を更に後退させ、多く
の米農家が米づくりから撤退することにつながりかねません。また、地域農業
の維持と農村集落にも今後、深刻な影響をもたらすことも懸念されているとこ
ろです。
つきましては、こうした米農家の不安と厳しい状況を踏まえ、米価下落に対
する有効な緊急対策を実施し、米生産農家が安心して営農を継続できる環境の
整備を国へ働きかけるとともに、県による支援をお願いします。
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回
答
新型コロナ安心対策認証店は、認証取得を要件とする第四波対策飲食店等感
染防止強化緊急応援金・補助金が想定の２倍以上利用されたことにより、年度
当初の 192 店から 2,934 店（12 月 28 日時点）まで大幅に増加しています。
引き続き感染予防対策推進補助金により認証取得を支援するとともに、認証
店の定期巡回点検により感染防止対策を徹底することとしています。
また、感染第６波への懸念に伴う行動抑制や原油価格高騰など、県内事業者
を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が継続していることから、無利子
無保証料融資の令和４年３月末までの申請期限延長のほか、新型コロナ安心対
策認証店を対象とした新たな応援金制度「コロナ禍再生応援金」を創設したと
ころです。また、コロナ禍の影響を受けた企業の事業転換等を促進する「新時
代対応型事業展開支援補助金」の創設や、徹底した感染対策を行う飲食店の需
要喚起対策を行うなど、県内事業者の事業継続支援を強化していきます。
さらに、新型コロナワクチンを接種した後でも感染することがあることか
ら、県民に対してワクチン接種後もマスク着用などの感染防止対策を継続する
よう呼びかけているところです。県としては、ワクチン接種の有無に関わらず、
「大声を控える」
「会話時のマスク着用」など、会食時の感染対策の実践を呼
びかけるとともに、令和３年９月末から実施しているプレミアム付きお食事ク
ーポン券を発行する「新型コロナ安心対策認証店特別応援キャンペーン」など
により認証店の利用を促進しているところであり、令和４年度においても感染
防止に注意しながら積極的な利用について呼びかけてまいります。
県は、本年 11 月 19 日に、水田農業の経営安定化等への支援について国に要
望を行ったところです。
また、県は、令和２年度に創設した「鳥取県新型コロナウイルス感染症対策
資金利子補給事業」により、コロナ禍で米価下落により資金繰りに影響を受け
た生産者の経営継続支援として、運転資金への利子助成を行っています。ＪＡ
グループ等関係機関と連携のもと、令和４年度当初予算において必要な対応を
検討します。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
42 個人経営農家の経営継承に 農業は、本県の基幹的産業として重要な位置を占めており、多様な品目でブ 農林水産部
ついて
ランド化が進められ、本県農産物の知名度は年々上がっています。その一方で、 (経営支援課)
高齢化等による農家数の減少は顕著であり、近年、高単価を維持しているにも
かかわらず、栽培面積・出荷量ともに減少傾向となっています。
法人化や雇用の拡大など営農の継続に向けて取り組む農家については、担い
手育成機構に設置の営農経営相談所が窓口となりサポートを行っていますが、
多くの農家は個人経営であり、後継者がいない場合は産地の農家数が減るだけ
ではなく、生産性のある農地やハウスなどの農業施設が遊休農地化してしまい、
産地全体として大きな影響を受けることが考えられます。
今後の産地の維持・発展は、農家経営をいかに継承していくかにかかってい
ますが、個人経営の農家が第三者に経営継承するということはハードルが高く、
多くの準備が必要となるうえ、通常営農している状況では、なかなか考えにく
いのが現状です。

回
答
地域の農地等について、地域で現状を把握し、将来の方向性を話し合ってい
くことが重要であり、人・農地プランの地域の話し合いを引き続き支援してい
きます。
また、農業経営相談所を主軸とする専門家派遣等の伴走支援により、担い手
の経営発展のための、法人化や経営継承等様々な経営課題の解決に向けた支援
を行うとともに、雇用拡大、機械導入に係る支援を引き続き行います。
さらに、県では令和３年度から「産地主体型就農支援モデル確立事業」によ
り新規就農者の受入体制づくりをモデル的に取り組む産地を支援しています。
本事業では、産地が作成する将来ビジョンに基づき、新規就農希望者に対する
技術習得研修、継承すべき優良農地の維持管理、研修や営農開始に必要な機
械・施設整備等をパッケージで支援していますので、活用を御検討ください。

つきましては、個人農家の第三者継承に向けた意識改革や体制整備（農地・
農業施設等の継承）
、農家数減少による産地への影響の軽減化への支援（法人
化・雇用拡大・機械導入など）に取り組んでいただきますようお願いします。
加えて、継承者がいない農家については、継承者が決まるまでの間、農地・
農園等を適正に管理する仕組みづくりをお願いします。
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鳥取県産和牛に係る畜産業や関連産業の発展を図ることを目的に「鳥 農林水産部
「鳥取県和牛振興計画」の 県では、
目標達成に向けた取組の強 取県和牛振興計画」を策定されました。その趣旨に賛同し、目標達成に向けて (畜産課、販路
拡大・輸出促進
町村も連携して取り組むことが必要と考えています。
化について
課、食のみやこ
現在、和子牛の購入費用の負担軽減のため増頭の取組を行っていますが、増
推進課)
頭に伴う畜舎等の整備が課題となっています。繁殖農家は、小規模家族経営が
中心であり、後継者がいない生産者は畜産クラスター事業のような大規模な生
産基盤拡大には消極的で、結果、和子牛の買い控えが生じているのが現状です。
また、鳥取和牛は県内の流通量が少なく、県内外での認知度が他の特産品に
比べて低いことから、観光資源として活用されていないことも課題です。
「和牛
といえば鳥取」と呼ばれる産地を目指すためには、生産者、卸売業者、飲食店
等への支援が必要です。
つきましては、既存牛舎・堆肥舎等の改修・増築及び新規参入に対する支援
等、畜産生産基盤の強化策を実施するとともに、観光資源として鳥取和牛を地
域内で消費するための体制づくりに対する支援をお願いします。
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国事業の小規模農家向けに簡易牛舎整備を支援する事業に対し、県ではその
事業を活用して増頭に取り組む生産者又は新規参入者への上乗せ支援事業を
用意していますが、空き牛舎の有効活用に対する支援を含め、生産者の初期投
資を軽減するための支援内容の拡充について、令和４年度当初予算において検
討しているところであり、畜産生産基盤の強化に引き続き取り組んでいきま
す。
また、ポストコロナにおいて求められる新たな観光ニーズに対応し、鳥取和
牛に関する首都圏向けの広告宣伝やレストランフェアのほか、県内飲食店の情
報発信を強化して県内消費や観光客の周遊を促す取組を進めます。

項
目
番号
44 森林整備等の推進について

要
望
内
容
森林の持つ多面的・公益的機能の維持発揮のため、間伐及び老齢な人工林を
更新し若返りを図るなどして、５０～６０年生程度に偏っている人工林の林齢
構成の平準化を行い、適切な森林整備を進めることが急務となっております。

県所管部課

回

答

一方、急峻な地形や岩盤が剥き出し状の森林では、林道の未開設等基盤整備
の立ち後れが顕著なため、豊富な森林資源が活かされていない状況にあります。
こうした中、森林環境税が令和６年度から創設され、これに先立ち、令和元
年度から森林環境譲与税が地方自治体に配分され森林整備とその促進に充てら
れています。
また、
「森林経営管理法」が施行され、新たな森林管理システムがスタートし、
町村が森林所有者から森林の経営管理を受け、従来、経営管理されずにいた森
林の整備の推進が期待されますが、町村には、森林所有者の意向調査の実施、
再委託できない森林の管理、森林・林業に係る技術者不足など、多くの負担が
生じています。
これまで、地方財政措置等を活用しながら、町村独自の施策による林業振興
を推進しているところですが、その財源確保に苦慮しているのが実情であり、
年々その厳しさが増しています。
つきましては、事業の創設・継続と予算の確保をお願いします。
（１）近年頻発する豪雨等による林内路網災害について、迅速な復旧に着手し 農林水産部
森林整備を推進するため、その支援制度を当初予算において検討すること。 (林政企画課)

森林整備に停滞が生じないよう早期に復旧に着手するための予算措置を、令
和４年度予算編成において検討します。

（２）雇用の拡大・県産材の安定供給に絶大な効果のある「間伐材搬出促進事 農林水産部
(県産材・林産
業」の補助単価の支援拡充と事業量確保を図ること。
振興課)
（３）竹林の拡大防止と森林環境の改善等を図る竹林整備事業の配分及び補助 農林水産部
(森林づくり推
率を維持すること。
進課)
（４）林業従事者の確保・育成に効果のある「森林整備担い手育成総合対策事 農林水産部
(林政企画課)
業」の事業量確保を図ること。

来年度も事業を継続する方向で、令和４年度予算編成において検討します。

（５）低コスト林業のため、林業機械等の購入及びリース・レンタル支援に必 農林水産部
(県産材・林産
要な県単独事業の十分な予算確保すること。
振興課)

来年度も事業を継続する方向で、令和４年度予算編成において検討します。
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来年度も事業を継続する方向で、令和４年度予算編成において検討します。

来年度も事業を継続する方向で、令和４年度予算編成において検討します。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
45 日韓暫定水域及び我が国排 県で水揚げされる松葉がに（ズワイガニ）
、ベニズワイガニ、ハタハタ等は「食 農林水産部
他的経済水域における漁業 のみやこ鳥取県ブランド」として、漁業だけでなく、観光業など県内の産業に (水産課)
秩序の確立並びに新日韓漁 大きく貢献しています。
業協定関連漁業振興対策事 これらの魚種の主要漁場である日本海には、平成１１年に締結した新日韓漁
業の継続実施について
業協定により竹島周辺に両国が操業できる暫定水域が設定されています。
しかしながら、現状では暫定水域内は韓国漁船の独占状態となっており、日
本の排他的経済水域内での韓国漁船の無許可操業、漁具の放置など悪質な事例
が後を絶たず、投棄漁具の回収作業など多くの負担を強いられております。

回
答
県は、重宝丸と韓国漁船の衝突事故を受けて３月 17 日に安全航行の確認等
再発防止を求める緊急要望を、７月 14 日に日韓暫定水域及び我が国排他的経
済水域における漁業秩序の確立について最重要要望項目として国要望を行い
ました。
今後も日韓両国政府の責任により、積極的に両国間協議を進展させ、漁業秩
序を早急に確立すること及び、我が国排他的経済水域における違法操業を行う
外国漁船の取締りの強化等について、引き続き国に要望していきます。

日韓暫定水域及び日本の排他的経済水域における漁業秩序を確立するため
は、早急に日韓両国政府間で積極的に協議し、漁業秩序及び資源管理方策を確
立し、政府が韓国政府に対し自国船の無秩序操業に対する監視・取締りの強化
と指導が必要です。
つきましては、日韓暫定水域及び日本の排他的経済水域における漁業秩序の
早期確立及び漁業者の経営安定や負担軽減を図る支援事業の実施について、国
への働きかけをお願いします。
46

４車線化工事が進められていた江府ＩＣ付近約 3.4km については、令和３年
中国横断自動車道岡山米子 令和元年９月に国土交通省の国土幹線道路部会において、蒜山ＩＣ～米子Ｉ 県土整備部
線（蒜山ＩＣ～境港）の整 Ｃ間が４車線化優先整備区間に選定されたことで、ようやく米子自動車道の全 (道路企画課、 12 月 10 日に供用開始され、事業中の江府ＩＣ～溝口ＩＣ間約 4.2km、蒜山Ｉ
道路建設課)
Ｃ～江府ＩＣ間約 4.7km に加え、令和３年３月に江府ＩＣ～溝口ＩＣ間約
線４車線化に道筋がつきました。
備促進について
3.4km が新規事業化したことで、鳥取県内の事業着手率は約 80％となり、残る
しかしながら、近年、全国的に道路を巻き込む土砂災害などが頻発しており、
約５km 区間の早期事業化を含め、早期の米子道全線４車線化について、７月
２車線では小規模な土砂崩れで通行不能となり、また復旧までに相当の時間が
14 日、11 月 19 日に国土交通省に対して要望しました。
必要となります。
特に、岡山県真庭市と江府町を結ぶ県境の三平山トンネルを含む暫定２車線
５．６㎞は、車線減少による速度低下と渋滞及び事故発生の確率が高く危険な
区間となっており、米子ＩＣ～大山高原スマートＩＣ区間につきましても、山
陰自動車道と接続し渋滞発生頻度の高い区間となっております。
つきましては、交通の円滑化と対面通行による交通事故の危険性回避を図っ
ていくため、早期に米子道全線４車線化をお願いします。
加えて、事業が凍結されている中国横断自動車道岡山米子線（米子ＩＣ～米
子北ＩＣ間）の凍結を解除し、米子市～境港市について事業化に向け、計画段
階評価の早期着手をお願いします。
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米子・境港間の高規格道路については、令和２年度末に「中海・宍道湖圏域
道路整備勉強会」において「高規格な道路を早急に整備することが必要」と整
理され、令和３年度は県・２市１村（米子市、境港市及び日吉津村）において
計画の具体化に向けて懇談会を立ち上げ、沿線住民及び道路利用者の意見を聴
取し、地元意見を取りまとめることとしています。国土交通省に対しては、７
月 14 日、11 月 19 日に早期事業化を要望したところですが、今後は地元意見を
取りまとめ、２月に予定している「中国横断自動車道岡山米子線（蒜山ＩＣ～
境港間）整備促進期成同盟会」と合同で実施する要望活動も含め、引き続き早
期事業化を要望してまいりたいと思います。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
47 山陰近畿自動車道の整備促 「山陰近畿自動車道」では、平成２８年３月に「岩美道路」の一部（岩美Ｉ 県土整備部
Ｃ～浦富ＩＣ）が供用開始され、沿線地域では、防災・医療・観光など様々な (道路企画課)
進について
分野で効果が実感されています。
つきましては、
「岩美道路」の残区間（浦富ＩＣ～東浜ＩＣ）につきましても
鋭意、整備事業を実施していただいているところではありますが、引き続き、
早期供用に向けて整備の推進をお願いします。
加えて、現在、国・県により都市計画手続きが進められている「鳥取西ＩＣ
～覚寺ＩＣ」間（通称・南北線）につきましても、早期の事業化と県東部の高
速ネットワークとして鳥取自動車道と一部暫定利用の志戸坂峠道路（志戸坂ト
ンネル）の国直轄事業として志戸坂峠防災事業を推進し、別線バイパスルート
の早期整備を行っていただくよう国に対して強く働きかけをお願いします。

48

回
答
本県が整備を進めている岩美道路については、橋梁工事、トンネル工事、大
規模土工工事を進めており、早期供用へ向け引き続き整備を推進していきま
す。
現在都市計画手続中の鳥取～覚寺間（南北線）はパブリックコメント、公聴
会等で寄せられた意見への対応方針を事業者である国土交通省と調整してい
るところです。できるだけ速やかに都市計画の手続を完了し、早期事業化を国
に要望していきます。
また、志戸坂峠防災事業については、今年度から一部用地買収に着手されて
おり、引き続き整備促進を要望していきます。
なお、岩美道路の整備促進のための重点配分、南北線の早期事業化、志戸坂
峠防災事業の整備促進については、７月 14 日及び 11 月 19 日に国に対し要望
を行いました。

平成 29 年度に事業化された北条道路は、令和８年度の開通見込みが国から
山陰道「北条道路」の建設 山陰道は、西では「大栄東伯ＩＣ～出雲ＩＣ」がつながり、東は鳥取西道路 県土整備部
促進について
「鳥取西ＩＣ～青谷ＩＣ」が令和元年５月１２日に開通し、観光や産業振興を (道路企画課、 公表され、高架橋工事、改良工事等が本格化しており、引き続き整備促進を国
に要望していきます。
はじめとして広域的な高速道路ネットワークの形成による地域の活性化が期待 道路建設課)
また、山陰道（北条道路）の大栄ＩＣ及びはわいＩＣへのアクセス道路につ
されています。
いては、県事業として令和元年度に事業化したところであり、整備促進に努め
一方で山陰道の中央に位置し、中部地区の南北軸を形成する「北条湯原道路」
ていきます。
とも接続する「北条道路」
（１３．５㎞）は、ミッシングリンクとして残された
ままとなっています。国からこの区間の供用開始時期が令和８年度と公表され、
北栄地区事故対策事業による工事も着手されたことから、県民悲願の山陰道の
県内区間全線供用に目処が立ちましたが、高速道路ネットワークとして広域的
な地域連携機能を高めるためにも、予定どおりに確実に供用開始されるよう切
望するところです。
また、現在の「北条道路」は一般道として供用しており、高速道路と接続す
る直線道路である一方、多くの平面交差が多数存在するため、重大事故が発生
する危険性が非常に高くなっています。
このような交通基盤の脆弱性は、防災・安全対策の面で緊急救援や患者の広
域搬送に支障をきたすことが懸念されるばかりか、県全体としての魅力や活力
が十分に生かし切れず、地域の成長及び発展にとって大きな支障となっていま
す。
つきましては、現在事業中区間の早期供用及び「北条道路」の事業促進に向
け、国等へ強く働きかけていただきますようお願いします。
加えて、インターチェンジ整備については、高規格幹線道路のインターチェ
ンジに連結する幹線道路と併せて、県が事業主体となりアクセス道路の早期整
備をお願いします。
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北条道路の整備促進については、７月 14 日及び 11 月 19 日に国に対し要望
を行いました。

項
目
番号
49 山陰道の建設促進について

要
望
内
容
県所管部課
回
答
県内高速道路の供用率は約８割となり、ミッシングリンク解消に向けて山陰
山陰道のうち県内未整備区間である「北条道路」
（１３．５ｋｍ）についても 県土整備部
事業化が決定し、令和８年度の開通見込が国から公表され、ミッシングリンク (道路企画課、 道（北条道路）の整備促進と米子・境港間の高規格道路の早期事業化を要望し
道路建設課)
ていますが、県内山陰道と鳥取道は全線暫定２車線で供用されており、事故が
の解消に向けた道筋がつきました。
発生すればたちまち通行止めが発生し、県民生活に多大な影響を与えており、
その一方で、既に開通している区間については、一部を除き暫定２車線で運
高速道路が本来有すべき安全性を向上されるためにも暫定２車線の早期解消
用されているため、通勤時間帯や休日には渋滞が発生し、交通事故が発生した
は必要です。また、これらに併せて山陰道（米子道路）で事業中の付加車線の
場合には通行止めになることもあります。
早期供用を含め暫定２車線の早期解消について、７月 14 日及び 11 月 19 日に
今後、山陰道未供用区間が供用されると交通量の増加とともに、このような
国に対し要望を行いました。
事象が一層増加すると懸念されます。
つきましては、交通の円滑化と対面通行による交通事故の危険性回避のため、
山陰道の全線４車線化の早期整備をお願いします。特に、
「米子道路」日野川東
ＩＣ～米子南ＩＣ間については、既に付加車線設置工事が行われており、引き
続き、整備促進をお願いするとともに、淀江ＩＣ～米子西ＩＣ間の残る区間に
ついても、渋滞発生頻度の高い区間となっておりますので、付加車線の設置を
お願いします。

50

（１）倉吉道路の残区間（Ｌ＝約１㎞）及び倉吉関金道路（Ｌ＝約７㎞）の整
国道３１３号地域高規格道 「北条湯原道路」は、山陰道と米子道を結び、本県中部生活圏と岡山県真庭 県土整備部
(道路企画課、
備促進、調査区間（Ｌ＝約３㎞）の早期事業化について
路「北条湯原道路」の整備 地方生活圏を相互に連絡し、地域の活性化に大きく寄与する基幹道路として順
倉吉道路（倉吉西ＩＣ～小鴨ＩＣ（仮称）間）及び倉吉関金道路（小鴨
次、整備が進められています。本年度、倉吉道路の未整備区間と倉吉関金道路 道路建設課)
促進について
ＩＣ（仮称）～福山ＩＣ（仮称）間）については、用地買収が完了し、引
（Ｌ＝７.０km）のうち、小鴨ハーフＩＣ－福山ＩＣの整備が本格し、令和９年
き続き埋蔵文化財調査、橋梁工事等を進めているところであり、令和一桁
度までの完成を目指し整備が進められています。
半ばの供用を目指して整備促進に努めます。
しかしながら、現段階では一部の供用に留まっており、走行性の高い安全な
調査区間の事業化については、道路整備の進捗状況や交通状況等を踏ま
道が確保されておらず、道路ネットワークとして機能していないため、防災・
えて、今後検討していきます。
安全対策の面で緊急輸送路、患者の広域搬送に寄与するものとしての役割が十
分果たされていない状況にあります。
つきましては、
「北条湯原道路」は、高速道路を補完し山陰道と接続して高速
幹線道路ネットワークを構築する最重要路線であるため、早期の全線供用をお
願いします。
（１）倉吉道路の未整備区間（０.８km）及び倉吉関金道路（７.０km）の整備
を促進し、調査区間（約２km）の早期事業化を図ること。
（２）結節点となる北条ＪＣＴと山陰道との一体的な整備促進すること。
（３）岡山県側の「初和下長田道路」を岡山県との連携強化により整備促進を
すること。
（４）アクセス道路は、高規格幹線道路を構成する重要な施設と位置づけされ
るものであり、除雪作業等による交通確保対策の上からも、県で整備及び
管理を行うこと。

（２）結節点となる北条ＪＣＴ（仮称）と山陰道との一体的な整備促進につい
て
北条ＪＣＴ（仮称）は、平成 29 年度より「北条倉吉道路（延伸）
」とし
て事業化し、山陰道（北条道路）の事業主体である国と連携を図りながら
事業を進めているところです。令和８年度の開通予定が公表された北条道
路との同時開通を目指して整備促進に努めます。
（３）岡山県との連携強化による「初和下長田道路」の整備促進について
初和下長田道路については、令和２年度に一部供用されており、引き続
き早期整備についての要望を岡山県に伝えます。
11 月 16 日に開催された鳥取岡山両県知事会議においても、高速道路ネ
ットワークを形成する地域高規格道路（北条湯原道路）の整備促進を両県
協力して取り組むこととしており、今後も連携しながら事業推進に努めま
す。
（４）アクセス道路の整備について
アクセス道路の整備は、取付道路の管理者が主体となって検討を行うこ
とが基本と考えていますが、高規格道路の管理者である県と取付道路の管
理者で協議を行います。
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項
目
要
望
内
容
県所管部課
回
答
番号
51 地域高規格道路「江府三次 「江府三次道路」は、本県日野郡と広島県備北地域の交流・連携を図るため 県土整備部
（１）江府道路の整備促進
道路」の整備促進について の主要路線であり、また大規模災害時には防災拠点である三次・米子エリアを (道路企画課、
江府道路については、唯一未着手であった大規模構造物の久連トンネル
連絡する第１次緊急輸送道路にも指定され、両地域において重要な路線となっ 道路建設課)
工事に令和３年度から着手したところであり、令和一桁後半の供用を目指
ております。
して引き続き整備促進に努めます。
しかし、冬期には積雪が１．５ｍ近くに達する豪雪地帯である鳥取・広島両
（２）直轄権限代行により事業着手されている区間の整備促進
県の県境部は、その急峻な地形から線形不良区間が連続し、大型車の衝突事故、
令和７年度開通見込みが公表されている鍵掛峠道路については、現在、
道路法面の崩落による交通遮断の発生、異常気象時の通行規制区間の存在によ
県境トンネルの掘削工事を発注し、１月から仮設工事等現地着手する予定
り交通の難所となっており、それらの解消に向けた早急な対応が求められてい
で進められており、県としても残土処分地の確保など引き続き必要な協力
ます。
を行っていきます。
「江府三次道路」は地域経済の活性化推進の他、安心・安全の確保及び防災
（３）計画路線の区間指定について
機能強化の必要性から、平成６年１２月に地域高規格道路の「計画路線」に指
調査区間の整備区間指定及び未指定区間の調査区間への指定について
定されました。全延長約８６㎞の内、平成１７年には、
「生山道路（日野町～日
は、現在事業実施中の江府道路の早期整備に向けて重点投資を図っている
南町）
」３㎞が、平成２０年３月には、
「高道路（庄原市）
」３㎞が開通しました。
ところであり、道路整備の進捗状況や交通状況等を踏まえて、今後検討し
また、引き続き「江府道路」４㎞、
「鍵掛峠道路」１２㎞についても整備を推進
ていきます。
していただいております。
つきましては、当圏域の住民が安全・安心に暮らすことが出来る社会を構築
し、地域経済の振興、地方創生の実現を図るには「江府三次道路」の全線開通
が必要であることから、整備促進を図っていただきますようお願いします。
（１）久連トンネル（２,６０９ｍ）について、県の地域高規格道路「江府三次
道路」の計画で示されているとおり、令和６年度完了に向け事業を推進す
ること。
（２）令和７年度に開通が予定されている鍵掛峠道路（Ｌ＝１２km）について、
着実かつ早期に整備を行うとともに、国道１８３号現道との取付部の道路
改良をすること。
（３）全延長約８６㎞の内、約３２㎞の調査区間を整備区間（県内８㎞）に、
未指定区間の約３２㎞を調査区間（県内１８㎞）へ早期に指定すること。
52

道路等老朽対策について

高度経済成長期にインフラ整備を集中的に実施し５０年経過した今、施設の 県土整備部
老朽化が重要な課題となっています。また、昨今の異常気象による災害に対し、 (道路企画課)
災害に強い道路の整備はもとより、高規格道路の未整備区間の解消、老朽化対
策や更には地域の生活基礎となる道路整備の促進など、取り組むべき課題は山
積みの状況です。
つきましては、地域の活性化を図りながら安全・安心を確保し道路整備を進
め、地方が継続して老朽化対策を実施できるよう、社会資本整備総合交付金等
の補助制度の財源確保について国への働きかけをお願いします。
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老朽化対策に係る予算は、令和２年度に個別補助事業（道路メンテナンス事
業）が創設され、重点的に予算配分されています。継続的に予算配分されるよ
う国に要望していきます。
道路の老朽化対策の課題については、国、県及び市町村が参加する鳥取県道
路メンテナンス会議において議論していきます。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
53 国土強靭化、防災・減災強 近年、全国各地で豪雨災害が頻発し、甚大な被害が生じていますが、以前発 県土整備部
化に向けた制度の見直しつ 生した災害箇所のすぐ隣で発生することもあり、当初の災害発生時に復旧範囲 (技術企画課)
を拡大することで防ぐことができるものもあります。
いて
災害復旧事業は、国からの高率の財政支援もあり、迅速で確実な復旧を行う
ことにより住民生活への影響を最小限とすることができるものです。しかしな
がら、災害復旧工事は原形復旧が原則となっており、近傍の類似箇所における
予防的な改修については、災害関連事業として補助制度は設けられているもの
の、災害復旧事業より補助率は低率であり、災害復旧事業と併せて行う残存施
設の補強についても同様の措置となっています。

回
答
災害関連事業については、令和３年 10 月 15 日の中国地方知事会において国
庫補助の手厚い配分や補助率のかさ上げ、特別交付税の特例的な増額配分など
国において中長期的な財政支援を行うとともに、再度災害防止を目的とした改
良復旧を推進するために、被災規模の縮小や改良費の割合引上げ等の要件緩和
を行うよう共同アピールがなされました。今後も引き続き、国に対して働きか
けていきます。

つきましては、頻発する災害に対応し、国土強靭化、防災・減災の取り組み
をより強固なものとするため、災害復旧事業と併せて行う残存施設の補強や予
防的な措置に対する制度の見直しと財政支援について、国に対して働きかけを
お願いします。
54

危険木の事前伐採について

近年、自然災害は頻発、激甚化しており、台風や大雪による道路や送配電設 県土整備部
(道路企画課)
備等への倒木で交通網の遮断や停電が発生する事案が相次いでいます。
国道、県道、町道等の道路沿線には、枝を道路に張り出し道路側に傾いた立
木や、適切な管理がされずもやし状の樹形となった生育不良木など、風や雪の
影響で倒木する恐れのある樹木が散見されます。昨年１２月の大雪では、倒木
により電柱が倒壊し、一部の集落が孤立する災害が発生しました。
このような中、公道や送配電設備などの重要インフラを保全し、人命、経済、
暮らしを守るため、重要インフラ沿線の危険な樹木については事前に伐採して
いくことが強く望まれます。
本来であれば、危険木の伐採は所有者が実施すべきですが、重要インフラ沿
いでの立木伐採は、施設への倒木や損傷防止に特段の配慮が必要となるため、
作業の難易度は高く事業費も増高することから、所有者への対応に委ねて解決
していくことは困難であると考えます。
つきましては、重要インフラ周辺の危険木の事前伐採や倒木処理に関する施
設管理者（道路管理者、送配電事業者）と市町村等による検討会の開催と実施
体制を構築するとともに、危険木の事前伐採や倒木処理に対する財政支援をお
願いします。
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近年、道路沿いの森林の荒廃が進み、台風や大雪時に倒木による道路の通行
止めが頻発する傾向にあり、倒木発生時には所有者の同意の上で道路管理者が
その都度対応していますが、その対応に非常に苦慮しているところです。
立木については本来その所有者が適切に管理すべきものであり、まずは森林
経営管理制度などを活用し、森林の適正な管理をしていただけるよう市町村と
連携して対応していきたいと考えます。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
55 内水処理対策の強化につい 近年、全国各地で記録的豪雨が局地的に頻発し、極めて短時間のうちに住宅 県土整備部
て
地の浸水や土砂災害、農地の冠水など様々な内水被害が発生しております。令 (河川課)
和３年７月豪雨では、本県でもその傾向が顕著に表れました。
河川の下流部に位置する町村では、内水処理のための普通河川や水路延長も
長いことから、上流部における内水処理対策の影響をまともに受けることとな
ります。局部的に排水対策が必要なことは十分承知していますが、地球温暖化
に伴って今後ますます豪雨が頻発することが見込まれることから、中長期的な
河川改修等の整備と併せて、短期的な対策も必要です。

回
答
内水対策は市町村が行う内水を直接処理する対策（下水道・排水ポンプ等）
と河川管理者が行う河川水位を下げる対策（河道掘削等）のほか、浸水地域へ
の流入を減らす流域対策（雨水貯留対策、樋門操作の適正化等）などが考えら
れます。今後、浸水被害の軽減に向けて関係機関による協議の場を設け、連携
を図りながら内水対策に取り組んでいきます。

つきましては、被害軽減に向けて、県、関係市町村とともに検証作業を行い
必要な対策を講じることができるよう、協議の場の設置をお願いします。
56

海岸の浸食対策について

海岸の侵食対策については、
「鳥取沿岸の総合的な土砂管理ガイドライン」に 県土整備部
基づき、堆積砂の侵食箇所への養浜、沿岸における土砂の流れを回復するサン (河川課)
ドバイパス、サンドリサイクル、海岸状態の監視、地元関係者や専門家の意見
を聞きながら漂砂の解明を行うなど海岸保全に取り組んでいただいておりま
す。
しかしながら、爆弾低気圧の通過時や冬期の波浪による海岸侵食、浜崖発達、
砂浜や保安林の消失、河川及び用水路の流末閉塞、さらには地球温暖化の影響
による海面上昇等により海岸線が家屋に迫りつつある事例があり、年々これら
の問題は深刻になっています。

海岸侵食対策については、
「鳥取沿岸の総合的な土砂管理ガイドライン」に
従い、地元関係者や専門家の意見を聞きながら、必要最小限の構造物の整備や
サンドリサイクル等による海岸保全に取り組んでいます。
しかし、一部の海岸では砂浜が侵食傾向であり、引き続き汀線測量などのモ
ニタリングを実施していくとともに、必要に応じて人工リーフの機能向上や、
サンドリサイクル、浜崖対策（サンドパックの整備）等に取り組んでいきます。
また、検討委員会等により得られた侵食原因や効果検証結果などを共有しな
がら、今後とも適切な侵食対策に取り組んでいくとともに、河口堆積砂を養浜
に活用するなど、国と連携した対策に取り組んでいきます。

つきましては、引き続き、人工リーフの機能向上やサンドリサイクル等に取
り組んでいただきますとともに、検討委員会等による土砂の移動メカニズムの
調査・研究を進め、豊かで潤いのある海岸環境が恒久的に保全されるような対
策を早期に実現していただきますようお願いします。
加えて、国とも連携して河口閉塞の堆砂を養浜が必要な場所へ有効活用する
など、効果的な対策をお願いします。
57

治山・砂防事業及び急傾斜 土砂災害防止法が改定され、県内市町村においても数多くの危険箇所が指定 県土整備部
地崩壊対策事業の推進につ されており、早急に対策を講ずる必要があります。また、平成３０年７月の西 (治山砂防課)
日本豪雨をはじめとするかつて経験したことのない集中豪雨などの自然災害の
いて
脅威にさらされています。今後、住民の生命財産を守るために、防災、減災に
対する取り組みをハード、ソフト両面からこれまで以上に強化する必要があり
ます。
つきましては、治山・砂防事業及び急傾斜地崩壊対策事業による整備の推進
により、危険個所の解消と砂防堰堤の堆積土砂撤去などの措置を講じていただ
きますよう願いします。
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土砂災害対策は住民の生命・財産を守る重要な施策であり、引き続き、限ら
れた予算の中で、緊急度や優先度を勘案した「選択と集中」を行い、効果的・
効率的に事業実施していきます。その中で、治山・砂防事業は、防災・減災効
果の高い堰堤等の整備を優先することとしております。
砂防堰堤の堆積土砂撤去については、出水後は適宜現地確認を行い、次期出
水で下流域へ土砂流出のおそれがないか検討した上で、必要に応じて土砂撤去
などの措置を講じていきます。

項
目
要
望
内
容
県所管部課
番号
58 治山・砂防事業の拡充につ 近年、全国的に大規模自然災害により、多くの尊い人命を失い、甚大な経済 県土整備部
いて
的・社会損失が生じています。本県においても、地震災害・台風等の豪雨によ (治山砂防課)
る水害、土砂災害などの自然災害により甚大な被害を受けてきました。住民の
生命財産を守るため防災に対する取り組みをこれまで以上に取り組む必要があ
ります。

回
答
砂防事業と連携した流末水路整備に係る補助制度の創設については、11 月
18 日に開催された全国治水砂防促進大会の際に国等へ要望活動を行ったとこ
ろであり、今後も引き続き、国に対して働きかけるとともに、県による嵩上げ
補助についても市町と意見交換しながら対応を検討していきたいと思います。

このような状況を解消するため、砂防事業等により堰堤等の整備が推進され
中山間地域の危険個所は解消されつつあります。しかしながら、砂防堰堤等の
流路工の流末処理が既存の土水路に接続されている地区があり、ゲリラ豪雨等
出水時に人家への浸水被害が懸念され、下流域の排水路整備の要望が高まって
います。
また、既存の水路においても土水路等の未整備水路が多く、豪雨時に崩壊し
人家への影響を与える恐れがあります。地元自治会や関係者より、流末排水整
備の要望があります。
つきましては、事業の対象外となった排水路及び未整備水路について、国に
よる交付金事業の創設を求めるとともに、県によるかさ上げをお願いします。
59

港湾・漁港対策について

県内の港湾については、船舶の出入りに必要な水深を確保するため、浚渫を 県土整備部
毎年実施していただいておりますが、恒常的に土砂は堆積し根本的な改善には (空港港湾課)
至っていません。

港湾に堆積する土砂については、その原因が多様、また広域であり、予防的
対策が非常に困難であることから、毎年、維持浚渫により船舶の航行に影響が
生じないよう取り組んでいるところです。

また、漁港においても、航路・泊地に砂が堆積し、漁業活動等への影響が深
刻化しております。

このような中、近年、鳥取港で生じている異常な航路埋没は、夏場の台風等
の異常気象による波浪や降雨に伴う鳥取砂丘海岸から西側に向かう沿岸漂砂
（自然状態とは逆向き）及び千代川からの流入土砂が原因であり、貨物船の入
港に度々支障が発生しているところです。ついては、抜本的対策となる航路振
替に必要な防波堤整備等の予算確保について、11 月 19 日に国に要望を行いま
した。今後も引き続き、国に対して働きかけていきます。

つきましては、引き続き、それぞれ個別の港湾・漁港について、地理的状況
や自然条件、施設環境を踏まえた土砂堆積の原因究明と方針検討、抜本的な対
策を早期に取り組んでいただきますようお願いします。

他港についても、船舶が安全に港湾を利用できるよう、引き続き改良及び修
繕等の必要な措置を実施します。
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