県⺠の声等を取り⼊れた事業一覧
（単位︓千円）

（令和元年12月1日～令和2年3月31日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要

担当所属

反映・対応状況

事業
区分

事業名

中⼩企業においては、若者の県外流出や少⼦⾼ ふるさと人口 学生向け就活支援WEBサイト「とっとり就活ナビ（とり
齢化などにより雇用の確保が困難になっている状 政策課
ナビ）」を「とりふる」の機能の一部として統合し、県内就
況にあり、また就職しても早期離職が多くなってい
職強化のためのシステム改修（企業へのエントリー機能
ます。U・I・Jターンの促進による県外からの人材確
の追加）を⾏います。
保や地元の企業を知るためのインターンシップ推
進、また早期離職対策など施策を講じていただき
たい。

拡充 若者県内就職強化事業

全国規模で開催されるスポーツコンベンションなど 観光戦略課 本県の豊かな⾃然環境を活かしたスポーツ合宿等、コ
誘致推進、倉吉⾃転⾞競技場の活用、倉吉体
ンベンション誘致の取組を引き続き⾏っていきます。
育文化会館のスポーツクライミング施設の活用を
要望する。

継続 コンベンション誘致促進事業

白壁土蔵群周辺((株)赤瓦など)への観光振興
支援を要望する。

観光戦略課

外国人観光客のストレスフリーな観光地域づくりの推進 継続 外国人観光客受⼊環境整備事業
に向け、観光施設等における多言語化対応やWｉ-Fｉ
（外国人観光客倍増促進補助
利便性向上及び受⼊体制整備の取組に対して引き続き
⾦）
支援を⾏っていきます。

予算額
※補正対応等は
「－」表示

4,059

48,488

12,000

古⺠家や町家、空家、博物館、美術館等を活用 観光戦略課 本県の豊かな⾃然や景観に加え、古⺠家を活かした農
した文化観光推進及びUIJターンによる定住促進
家⺠泊等に対するニーズの⾼まりを受け、農⼭漁村にお
を要望する。
ける体感型観光プログラムの造成や磨き上げの取組への
支援を⾏っているところです。
引き続き農⼭漁村体験等を活かした滞在型観光の推
進に向け、取り組んでいきます。

継続 外国人観光客受⼊環境整備事業
（宿泊施設魅⼒アップ事業補助
⾦）

8,000

県内空港発着便の増便を継続して定着させるこ 観光戦略課 新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う航空便利用者の
とと、航空運賃の値下げについて、引き続き関係
激減により、航空各社の経営は厳しい状況に置かれてい
先へ働きかけるようお願いしたい。
ますが、引き続き、航空運賃の低廉化を働きかけていきま
す。
⿃取便は、⽻⽥発着枠政策コンテストの結果、５便が
継続することとなり、⽶⼦便も６便が確保されています。
今後も現在の増便が継続されるよう、関係先への要望を
⾏っていきます。

継続 国内航空便利用促進事業

62,297

宇宙に撒けば、宇宙ゴミです。話題作りとか、夢、 観光戦略課 星取県の取組を活かした観光誘客を図るため、星空を
ロマンとかの話は、俗人受けを狙ったもので、賛成
活用した観光メニュー作りを進めるとともに、県内各地で
できません。
の様々な星空の魅⼒や楽しみ⽅を多様な形で情報発信
していきます。

継続 世界に誇れる「星取県」づくり推進事
業

13,800

新型コロナウィルスの影響を契機に現⾏のインバウ 観光戦略課 コロナ禍において、癒しを求める旅へのニーズが⾼まって
ンドの施策を再考し、インバウンドの海外地域の⾒
おり、星取県や蟹取県などの地域資源を活かした観光誘
直しと国内での⿃取県内への観光客の誘引を考
客を進めるとともに、サイクリング等のアウトドアツーリズムを
えてはいかがでしょうか。
推進していきます。

継続 世界に誇れる「星取県」づくり推進事
業
「蟹取県へウェルカニ」誘客促進事業
サイクリストの聖地⿃取県整備事業

13,800
32,427
33,876

新型コロナウィルスの影響を契機に現⾏のインバウ 国際観光誘 国際定期便が運航している韓国・⾹港・中国市場以
ンドの施策を再考し、インバウンドの海外地域の⾒ 客課
外に東南アジアや欧⽶豪市場等からの外国人観光客の
直しと国内での⿃取県内への観光客の誘引を考
多⾓的誘致に向け、SNS情報発信や現地旅⾏社と連
えてはいかがでしょうか。
携したオンラインツアー等に取り組んでいます。
また、コロナの影響でインバウンドが実施できない中で、
感染状況を⾒ながら国内観光や県⺠による県内観光の
推進に取組み、観光需要の回復に取り組んでいます。

継続 新型コロナから⽴ち上がるインバウンド
観光促進事業

220,554

施設やイベントなどの国内外情報発信や誘導看 まんが王国
板設置、周辺整備など来館者増につながるような 官房
支援をお願いしたい。

継続 まんが・アニメツーリズム推進事業（ま
んが王国とっとり満喫周遊パス発⾏事
業）

2,500

公共交通機関のキャッシュレス化等、ぜひとも県
主導で改善させてください。

H30年度以降まんが王国とっとり満喫周遊パス発⾏事
業を継続実施しています。

地域交通政 令和2年4⽉から県⻄部地域ではバスに番号を付け⽶
策課
⼦駅のバスターミナルの乗り場を番号順に変更するなどの
改善を図っています。また、県東部地域についても、令和
3年中旬に向けて、路線番号の設定を⾏うように計画し
ている。また、キャッシュレス化についても、一部路線でＱ
Ｒコード決済の実証試験を⾏うことを検討しています。
交通事業者の予約サイトやウェブサイトの改善について
は各バス事業者に提案を⾏っています。

新規 コロナ時代に対応した公共交通変革
事業
バス路線番号を活用した公共交通
利便性向上事業［R2.9補正］
2,280千円

19,000

（単位︓千円）

（令和元年12月1日～令和2年3月31日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要
タクシー運⾏にもバス運⾏のように補助⾦を交付
することを要望します。

担当所属

反映・対応状況

地域交通政 令和2年度にタクシー助成にも支援できる助成制度を
策課
導⼊し、令和3年度も引き続き継続していくことを検討し
ています。

事業
区分

事業名

予算額
※補正対応等は
「－」表示

継続 地域交通体系⿃取モデル構築事業

260,618

バス路線の廃⽌を抑制するためにもバスの利用促 地域交通政 従来のノーマイカー運動を令和2年7⽉から名称変更・
進を県⺠に発信していき、多くの県⺠に乗⾞して 策課
拡充して「⿃取県庁バス・鉄道乗ってまもり隊」活動を開
もらいたい。
始しており、通勤だけではなく、出張やプライベートでも公
共交通の利用促進を図る取組を開始しています。
令和3年度は、バス情報の国際標準化などの基盤整
備や、⿃取県東部で⾏っている「ノルデ運動」の全県展
開や、公共交通利用のメリットを訴求する動画を制作発
信、既存施設（コンビニ・スーパーのイートインコーナーな
ど）を活用したバス待合環境の整備等に係る予算を検
討しており、多くの県⺠に利用いただける環境整備を進め
ていきます。

新規 コロナ時代に対応した公共交通変革
事業

19,000

全国規模で開催されるスポーツコンベンションなど スポーツ課
誘致推進、倉吉⾃転⾞競技場の活用、倉吉体
育文化会館のスポーツクライミング施設の活用を
要望する。

新型コロナウイルスの感染拡⼤の影響により、2020年
に予定していた東京五輪事前キャンプ受⼊や国内主要
⼤会が延期または中⽌となったほか、ワールドマスターズ
ゲームズ関⻄2021も2022年への延期が決定しました。
来年度以降も引き続き競技施設の利活用を通じた地
域振興を目指し、地元関係者と連携しながら取組を進め
ていきます。

継続 東京オリパラ対策事業
ワールドマスターズゲームズ開催準備
事業
⼤規模スポーツ⼤会開催等による⿃
取の魅⼒発信事業（スポーツクライミ
ング・ボルダリングユース日本選手権、
ジャパンツアー倉吉⼤会の開催）

⼦ども⾷堂などへの財政支援を⾏ってください。

福祉保健課

市町村が実施する⼦どもの居場所づくり事業（平日の
放課後〜２０時頃や休日に、⾷事や学習、遊び等で
参加者が交流する事業）を支援していきます。

継続 ⼦どもの貧困対策総合支援事業
（⼦どもの居場所づくり事業）

⼦ども⾷堂などへの財政支援を⾏ってください。

福祉保健課

新型コロナウイルス感染症の影響により運営⽅法等を
変更し追加経費を要する場合、⺠間団体等に対して支
援を⾏ったところです。（100千円/団体）

新規 こども⾷堂緊急応援事業［R2.4補
正］4,598千円

180,000
62,434

1,080

8,601

－

⿃取看護⼤学が⾏っている「まちの保健室」などへ 健康政策課 まちの保健室については、令和３年度も継続して支援
の協⼒をはじめ、JR倉吉駅から⼤学までの「駅北
していきます。
通り線」の整備など円滑な運営と環境整備に向け
た継続的な支援をお願いしたい。

継続 ココカラげんき⿃取県推進事業

16,052

⼤分県がホームページで公開したマスクの手作り 健康政策課 マスクを県⺠に供給する仕組みについて、令和２年４
⽅法等について、マスク不⾜で不安になっておられ
⽉補正予算で事業化しました。
る⽅のためにぜひ周知を検討していただけないかと
思います。

新規 マスク流通促進緊急対策事業
［R2.4補正］35,000千円

－

⿃取県にもいずれ感染者が出現し、増えると思 健康政策課 ドライブスルー・ウォークイン⽅式による検体採取について
います。運動公園の駐⾞場のような広い場所にテ
令和２年４⽉補正予算で事業化しました。
ントを⽴て、ドライブスルー型の検査場を作ってはど
うでしょうか。
早期の検査、軽症者の検査、風邪かなと思った
ら誰でもPCR検査が受けられる体制づくりを要望し
ます。

新規 新型コロナウイルス感染症検査体制
整備事業

待機児童はゼロ、「⼦育て王国」と聞いていました ⼦育て王国 就職後の⾃⾝を容易に想像しやすい若手保育⼠を活
が、年度途中ということで、保育施設に⼊園できま 課
用し、県外の保育⼠養成施設に在籍する学生や県内
せんでした。保育⼠の待遇改善や復職支援を全
⾼校生等を対象とした積極的な魅⼒発信にも取り組み
国より先駆けて⾏い、他県に⾃慢出来るような職
人材確保を進めます。
場にしていただきたいです。

新規 保育の未来人財を呼び込む魅⼒発
信事業

待機児童はゼロ、「⼦育て王国」と聞いていました ⼦育て王国 保育⼠・保育所支援センターによる潜在保育⼠等の就
が、年度途中ということで、保育施設に⼊園できま 課
職支援や現職保育⼠の相談窓口の設置などを引き続き
せんでした。保育⼠の待遇改善や復職支援を全
実施するとともに、保育⼠養成校に進学する学生に対す
国より先駆けて⾏い、他県に⾃慢出来るような職
る修学資⾦貸付などの経済支援を⾏い、人材確保に取
場にしていただきたいです。
り組んでいます。

継続 保育⼠確保対策強化事業

716,551

ドライブスルーPCR検査整備事業
［R2.4補正］17,964千円

3,536

82,074

（単位︓千円）

（令和元年12月1日～令和2年3月31日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要
若者の県外流出を減らすとともに県外からの移
住・定住の促進、また幅広い年代の婚活促進を
お願いしたい。

担当所属

反映・対応状況

事業
区分

事業名

予算額
※補正対応等は
「－」表示

⼦育て王国 引き続き、えんトリー（とっとり出会いサポートセンター）
課
を核に、幅広い年代の婚活を支援していきます。
なお、令和2年12⽉からは、ボランティアで仲人をされる
⽅（縁結びナビゲーター）の登録制度を「えんトリー」に
創設し、縁結びナビゲーター同⼠の情報交換によるお相
手紹介により、システムでの婚活が苦手な⽅や「⾃分にど
んな人が合うか分からない」といった婚活初心者に対する
出会いの機会の提供に取り組んでいるところです。

継続 とっとり婚活応援プロジェクト事業

32,697

持続可能な社会に向けて、結婚支援、具体的に ⼦育て王国 引き続き、えんトリー（とっとり出会いサポートセンター）
はいわゆるマッチング支援などが必要だと思います。 課
を核に、幅広い年代の婚活を支援していきます。
なお、令和2年12⽉からは、ボランティアで仲人をされる
⽅（縁結びナビゲーター）の登録制度を「えんトリー」に
創設し、縁結びナビゲーター同⼠の情報交換によるお相
手紹介により、システムでの婚活が苦手な⽅や「⾃分にど
んな人が合うか分からない」といった婚活初心者に対する
出会いの機会の提供に取り組んでいるところです。

継続 とっとり婚活応援プロジェクト事業

32,697

学童保育に支援をしてください。⼦どもたちの遊び ⼦育て王国 令和３年度においても、引き続き、⼩学校臨時休業の
場を確保してください。
課
場合放課後児童クラブ臨時開所等の経費や、ポストコロ
ナに向けたパソコン購⼊等のICT化推進に必要な経費を
補助するよう、令和３年度当初予算案に計上しました。

継続 児童福祉施設等における新型コロナ
ウィルス感染症拡⼤防⽌事業

141,453

⼦育てに悩んでいる⺟親にとって、産後ケアの利 家庭支援課 産後ケア事業の個人利用相当額を県が市町村へ助成
用料「無償化」はとても魅⼒的な取組かと思いま
する補助制度を令和２年度に創設しました。また、産後
す。受け⼊れ側の運営が円滑に回るように、県か
ケア（宿泊型）を増やすため、有床設備のある助産所
らの助成制度を考えていただけませんか。
の設置に必要な増改築又は改修に要する工事費等を
助成する補助制度を同年に創設しました。

継続 産後ママと赤ちゃんすくすく応援事業

6,000

⾃動⾞運転免許を取得するために都会からたくさ 総合教育推 文部科学省からの新型コロナウイルス感染防⽌策等に
んの人が合宿で来ます。新型コロナウイルスの対策 進課
関する通知文書や、当県の県⽴学校における感染防⽌
はとられているのでしょうか。
の取組に関する情報などを随時提供するとともに、感染
防⽌策の徹底等を依頼しました。
また、⾃動⾞学校などの各種学校における感染症予防
対策に必要な経費について、令和2年度9⽉補正予算
により、支援したところであり、令和３年度においても引き
続き支援する予定です。

新規 教育関係施設感染症予防対策支
援事業
［R2.9補正］3,000千円

2,700

電気エネルギーの「地産地消」となる「地域分散型 環境⽴県推 県では、一般家庭における太陽光発電や蓄電池導⼊
の発電、送電、売電体制」を地⽅⾃治体から起こ 進課
について市町村と協調して支援する制度を設けたり、地
してはいかがなものでしょうか。
域団体や地元企業等の再エネ導⼊への取組支援では、
補助率や補助上限額を拡充し、地域が主体となった再
エネ導⼊の取組を推進していくほか、経済活動の多くを占
める企業等に対して、使用電⼒を再エネに転換するなど
環境に配慮した経営を推進していくため、「再エネ100宣
言RE Action」のアンバサダー（応援者）（R1.12.6
就任）として、セミナー等による普及啓発、⾃家消費型
の再エネ導⼊や省エネ診断に基づく省エネ機器導⼊の取
組支援等を令和３年度当初予算案に計上しています。
また、全国知事会や全国34道府県が参加する⾃然エ
ネルギー協議会（会⻑︓徳島県知事、副会⻑︓⿃取
県知事、神奈川県知事）など他県と連携して、エネル
ギーの地産地消に向けて提言など、引き続き活動を⾏っ
ていきます。

新規 家庭の省エネ・再エネ快適生活促進
事業
※地域エネルギー社会構築支援事
業から事業移管
新規 ⿃取発地産エネルギー活用推進事
業
拡充 企業の再エネ100宣言RE Action
推進・再エネ活用支援事業

69,662

（単位︓千円）

（令和元年12月1日～令和2年3月31日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要

担当所属

反映・対応状況

事業
区分

事業名

予算額
※補正対応等は
「－」表示

ナイロン製の袋を廃⽌して紙袋にできないでしょう 循環型社会 本県も参加する関⻄広域連合から、令和2年12⽉
拡充 「とっとりプラごみゼロ」チャレンジ事業
か。または、ナイロン袋にもトウモロコシ素材のナイロ 推進課
に、プラスチック製品の代替素材への転換に係る技術開
ン袋もあります。もし政策が背中を押してくださるの
発等について、国に対して要望を⾏いました。
ならできるのではないかと思います。
また、レジ袋等の製造は、県外の⼤手企業が⾏っている
ため、プラスチック代替素材への転換は国施策の実施状
況を注視しているところだが、本県においては、マイボトル
運動の推進、リユース容器への切替支援、プラスチックご
みの排出抑制等を実践している団体等の登録及びその
取組の情報発信などを⾏い、プラスチックごみの排出抑制
及び再資源化の取組を推進しています。

22,288

⼤⼩河川の整備や水位計設置、無電柱化、建
物の耐震補強促進などの対策をお願いしたい。

30,482

住まいまちづ 住宅・建築物の耐震化を促進し、県⺠の生命・財産を
くり課
守り、減災に繋げるため、住宅・建築物の耐震診断、設
計、改修を⾏う所有者等に対して支援を⾏います。
⼾建て住宅
補助率 【 】内上限額（千円）
耐震診断 10/10 若しくは 2/3【134】
設計
1/2【120】
改修
4/5【1,000】
除去
23%【822】
屋根瓦耐震対策 2/3【300】
一般建築物
補助率 【 】内上限額（千円）
耐震診断・設計 2/3【なし】
改修・除去
23％【なし】

制度⾦融をはじめ創業・経営革新・雇用対策な 商工政策課 新型コロナウイルス感染症の⻑期化により影響を受けて
ど企業に対する様々な支援策を通じて経済対策
いる県内事業者の事業継続、雇用維持に関する緊急
の一層の充実若しくは継続を図る等、地域経済
支援をはじめ、生産性向上や経営革新による経営⼒強
の下支えに尽⼒をお願いしたい。
化、新型コロナ感染症対策も含めた災害等への対応⼒
強化、ICT技術の活用促進、人材の育成・確保など、
様々な施策にて対応しています。

拡充 住宅・建築物耐震化総合支援事業

新規
拡充

⿃取県産業成⻑応援補助⾦

1,001,000

新型コロナ克服特別⾦融支援事業

476,427

県内企業多⾓化・新展開応援事業

200,000

地域活性化雇用創造プロジェクト事
業（地域雇用再生コース）等

45,001

地域資源を活用した加工品の生産や農商工連 産業未来創 県内での起業を促進するため、起業家の掘り起こし・
携及び6次産業化による地場産業製品の県外進 造課
ネットワークづくりから事業プランの磨き上げ、資⾦調達・
出、新たな産業を創出するための起業化支援に
事業化までを関係支援機関と連携して支援します。
ついてお願いしたい

拡充 起業創業促進事業

等
71,356

これまでの、同社に対する累積投資額を教えてく 通商物流課 境港〜韓国〜ロシアを結ぶ環日本海航路の再開を図
ださい。企業は船を動かしたくないのに、県への恩
るため、国内外の船会社に対し、境港への寄港に向けた
義により、再建計画度外視で動かしていたのです
各種誘致活動を⾏います。
か。⿃取県ウラジオストクビジネスサポートセンター
引き続き、情報発信・収集、ビジネスマッチング及びロシ
の設置運営業務は今後どうするのか教えてくださ
ア側機関との調整を⾏うビジネスサポートセンター（ウラジ
い。
オストク市内）の設置運営を委託します。

継続 環日本海航路促進対策事業

10,000

親の仕事と生活保障について国に求めてください。 雇用政策課

新規 個人事業主⼩学校臨時休業等対
応支援事業［R2.4補正］1,000
千円

－

新規 Webツールを活用したオンライン採用
活動支援事業［R2.4補正］
24,648千円

－

新規 外国人技能実習生等⼊国時滞在
費補助⾦［R2.11補正］6,404千
円

－

令和2年3⽉24日補助⾦要綱制定し、完了しました。
（⿃取県新型コロナウイルス感染症による⼩学校休業
等対応補助⾦）

中⼩企業においては、若者の県外流出や少⼦⾼ 雇用政策課 令和2年度4⽉補正予算で、新型コロナウイルス感染
齢化などにより雇用の確保が困難になっている状
症拡⼤防⽌のため就職活動関連イベントの中⽌が相次
況にあり、また就職しても早期離職が多くなってい
いだことから、Web合同企業説明会による企業情報の発
ます。U・I・Jターンの促進による県外からの人材確
信やITツールを活用した就職活動事業の展開の支援に
保や地元の企業を知るためのインターンシップ推
ついて事業化しました。
進、また早期離職対策など施策を講じていただき
たい。
外国人労働者の受け⼊れに当たっての支援や研 雇用政策課 令和2年当初予算で事業化し、事業実施しています。
修・交流会などにより外国人が地域に馴染めるよ
うな取り組みをお願いしたい。

ロシアビジネス拠点化構築事業

外国人材から選ばれる「⿃取県」環
境整備事業

14,292

18,110

（単位︓千円）

（令和元年12月1日～令和2年3月31日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要

担当所属

反映・対応状況

事業
区分

事業名

中⼩企業においては、若者の県外流出や少⼦⾼ ⿃取県⽴ハ 県⽴ハローワークでは、合同企業説明会等を定期的に
齢化などにより雇用の確保が困難になっている状 ローワーク
開催して、企業の認知度や求人・求職のマッチングに取り
況にあり、また就職しても早期離職が多くなってい
組むとともに、県外からの人材確保については、従来から
ます。U・I・Jターンの促進による県外からの人材確
のIJUターン就職支援と併せてプロフェッショナル人材戦略
保や地元の企業を知るためのインターンシップ推
拠点との連携を強化して、専門・技術人材の県内誘致
進、また早期離職対策など施策を講じていただき
に取り組んでいます。
たい。

継続 ・⿃取県⽴(⿃取・倉吉・⽶⼦・境
港)ハローワーク管理運営事業

農業人材確保のため、「農の副業等紹介センター 農林水産政 多様な農業人材の確保に向けて、JAに設置した無料
（仮称）」を開設するという新聞記事を⾒まし
策課
職業紹介所（農業人材紹介センター）でのマッチングと
た。関⻄の企業に照準を合わせるとありますが、ま
ともに、短期間の地域内労働⼒循環（異業種との連
ず県内企業においても副業に⼒を⼊れるべきだと
携）などにもさらに積極的に取り組みます。
考えます。

拡充 多様な農業人材確保に向けたささえ
あい事業

地域資源を活用した加工品の生産や農商工連 ⾷のみやこ
携及び6次産業化による地場産業製品の県外進 推進課
出、新たな産業を創出するための起業化支援に
ついてお願いしたい

継続 6次化・農商工連携支援事業

農林漁業者⾃らが取り組む6次産業化や農商工連携
の商品開発、販路拡⼤や施設整備等に対する支援を
引き続き⾏い、地場産業製品の県外進出等、⾷品産
業を支援します。

予算額
※補正対応等は
「－」表示

111,485

9,427

43,388

コロナ後を⾒据えた飲⾷店応援事業
新規

32,500
とっとりオリジナル加工品づくり支援事
業

継続

750
地域資源活用・農商工連携促進事
業

継続
最近周りでがんの⽅が増えて悲しいです。⿃取とい ⾷のみやこ
えば安全な⾷べ物、健康といったイメージが定着す 推進課
るように⾷の安全を⿃取から発信するようにしたら
とっても素晴らしいところになると思います。

引き続き、「⿃取県ふるさと認証⾷品」認証を推進し、
情報発信していきます。

継続 ⿃取県ふるさと認証⾷品普及事業

3,500
102

⿃取空港〜賀露港〜⿃取砂丘へ結ぶ橋と⼭陰 道路企画課 ⼭陰近畿⾃動⾞道（⿃取〜覚寺間）については現
⾃動⾞道の橋りょうを併設してはどうか。
在都市計画手続き中であり、アクセス道路などの周辺道
路網についても今後検討する予定です。

新規 単県道路調査費

10,000

「北条道路」(はわいIC〜⼤栄東伯IC)区間につ 道路企画課 北条道路の早期整備について、令和2年7⽉16日、
いて、全線⾃動⾞専用道路として早期整備供用
11⽉13日、令和3年1⽉26日に国に要望しました。
化に向けた関係先への働きかけをお願いたい。

拡充 ミッシングリンク解消推進事業

18,363

「倉吉道路」の残り部分と「倉吉関⾦道路」(倉吉 道路建設課 事業進捗を図るため１⽉補正において必要額を計上
市関⾦宿〜⼩鴨間)の早期整備供用化に向け
したところです。令和３年度当初予算においても引き続き
て事業推進を図っていただきたい。
事業進捗を図っていきます。

拡充 地域⾼規格道路整備事業
［R2.1補正］580,000千円

⽥後⻄交差点からはわいICに接続するバイパスを 道路建設課 令和３年度当初予算において事業進捗を検討してい
整備する計画の推進をお願いしたい。
るところです。

拡充 ＩＣアクセス道路整備事業

160,000

倉吉駅北側を東⻄に⾛る道路については、駅北 道路建設課 事業進捗を図るため１⽉補正において必要額を計上
口から県道倉吉⻘⾕線に接続する部分が狭く、
したところです。令和３年度当初予算においても引き続き
歩道整備を含め安全性・利便性の向上が望まれ
事業進捗を図っていきます。
る。この区間の整備が早期に進められるようお願い
したい。

拡充 防災・安全交付⾦（街路事業）
［R2.1補正］10,000千円

310,000

厳城(⽥内)地区の幅員狭⼩区間を整備し⼤型 道路建設課 事業進捗を図るため１⽉補正において必要額を計上
⾞両の通⾏が可能となり、運転しやすい安全な道
したところです。令和３年度当初予算においても引き続き
路に整備されるようお願いしたい。
事業進捗を図っていきます。

拡充 防災・安全交付⾦（県道改良）
［R2.1補正］3,000千円

20,000

⿃取看護⼤学が⾏っている「まちの保健室」などへ 道路建設課 事業進捗を図るため１⽉補正において必要額を計上
の協⼒をはじめ、JR倉吉駅から⼤学までの「駅北
したところです。令和３年度当初予算においても引き続き
通り線」の整備など円滑な運営と環境整備に向け
事業進捗を図っていきます。
た継続的な支援をお願いしたい。

拡充 防災・安全交付⾦（街路事業）
［R2.1補正］10,000千円

310,000

知事は構造物を⼊れすぎないように⾃然の作用を 河川課
生かしながら海岸線を守ると発言をしていますが、
浜村交差点付近の浸⾷は、そんなことを言ってい
られないレベルに達していると思います。速やかに
構造物を設置して、皆生海岸のように海岸を再
生していただきたい。

「気⾼海岸侵⾷対策検討会」により国道の復旧や砂
丘保全のあり⽅について検討を実施。侵⾷被害が発生し
た箇所についてはその対策として波除堤を設置することと
し、工事着手しました。

新規 気⾼海岸侵⾷対策事業
［R2.4補正］85,000千円

1,556,500

－

（単位︓千円）

（令和元年12月1日～令和2年3月31日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要
⼤⼩河川の整備や水位計設置、無電柱化、建
物の耐震補強促進などの対策をお願いしたい。

担当所属
河川課

反映・対応状況

河川における氾濫の防⽌や住⺠避難の迅速化に繋げ
るため、河川改修、堤防強化対策、樹木伐採・河道掘
削、河川監視カメラ・水位計の増設を実施しているところ
です。

調査により侵⾷が顕著であった箇所についてはサンドリサ
イクルによる養浜を実施しているところです。

事業
区分

事業名

継続 避難につなげる水防対策事業（⿃
取⽅式）

予算額
※補正対応等は
「－」表示

326,459

樹木伐採・河道掘削等緊急対策事
業（国補正）

698,000

樹木伐採・河道掘削等緊急対策事
業

555,070

防災・安全交付⾦（河川情報基盤
整備事業）

96,000

中部地区の海岸の浸⾷が進んでいます。早期の
対策が必要ではないでしょうか。

河川課

拡充 サンドリサイクル推進事業

主要幹線道路に倉吉への案内誘導看板の設
置、観光駐⾞場看板の整備を要望する。

中部総合事 ⼭陰道等へのわかりやすい道案内のため、令和２年
継続 防災安全交付⾦（交通安全）
務所
度、案内標識に路線名と路線番号を整備（「ナンバリン
グ」）するための設計委託を⾏いました。
令和3年度、ナンバリング整備について事業実施の予定
です。
また、県⽴美術館等へのわかりやすい案内板の設置に
ついて、現在「県⽴美術館と共に歩む中部地区の集い協
議会」において、国・県・市が連携・協⼒しながら設置場
所や統一的なデザインなどを検討しているところであり、意
⾒のありましたことにつきましてもあわせて検討していきま
す。
県内外からの観光客に分かりやすく案内できるよう、引
き続き、関係者と協⼒して必要な措置を検討していきま
す。

211,047

13,000

舗装がデコボコの区間があるがあれで工事完了な ⻄部総合事 舗装工事については工事完了しており、現状⾛⾏に支
のか。途中に⽴てられたポールは1本にしてほしい。 務所
障はないものと考えますが、利用者のご意⾒も踏まえなが
皆生温泉まで⾛⾏したが、どこが終着点か分から
ら今後もサイクル環境の整備を検討していきます。
ない。表示が必要。
⾃転⾞の⾛⾏性を確保するため、交差点が密集してい
る区間（10箇所）について、3本のポールの中央１本を
撤去し、両側の２本のみとし、歩⾏者等の安全にも配慮
しながら、⾛⾏環境の向上を図りました。
⽶⼦側起終点の日野川河口付近（旧皆生温泉公
園））にコースの案内看板を設置する予定としていま
す。境港市側の起終点の境夢みなとターミナルにも、コー
スの案内看板を設置することを検討しています。

新規 弓ヶ浜サイクリングコース観光振興事
業

4,968

郷土の資源や産業を知る取り組みや将来郷土に ⼩中学校課 【既存事業で対応】
暮らすことを促す教育を図っていただきたい。
「ふるさとキャリア教育」推進事業〜⿃取⼤好き︕プロジェ
クト〜
・「ふるさとキャリア教育」モデル事業（キャリアパスポート活
用）
・とっとり発 ミリョク発⾒︕親⼦でおしごと体験ツアーの実
施（新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌のため中
⽌）
・ふるさと⿃取⾒学(県学)支援事業
・「ふるさと⿃取企業読本」の配布・活用

既存 「ふるさとキャリア教育」推進事業〜⿃
取⼤好き︕プロジェクト〜
・「ふるさとキャリア教育」モデル事業
（キャリアパスポート活用）
・とっとり発 ミリョク発⾒︕親⼦でおし
ごと体験ツアーの実施
・ふるさと⿃取⾒学(県学)支援事業
・「ふるさと⿃取企業読本」の配布・活
用

2,123

⿃取県内修学旅⾏等支援事業

新規

5,900

県⺠の声等を取り⼊れた事業一覧
（単位︓千円）

（令和2年4月1日～令和2年11月30日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要

担当所属

反映・対応状況

事業
区分

事業名

予算額
※補正対応等は
「－」表示

歌詞に対する苦情 に屈せず、表現の⾃由を守る ⼥性活躍推 今年度、教職員、県及び市町村職員、県⺠それぞれ
新規 男⼥共同参画センタ
ことを優先してほしい。
進課
に向けて、男⼥共同参画推進員の意⾒を踏まえた内容
ー費（うち男⼥共同参画セミナー）
の研修・講義を実施しました。（一部の研修は、新型コロ
ナウイルスの感染拡⼤を受けて中⽌・延期）
令和3年度は、男⼥共同参画センターにおいて、固定
的な性別役割分担意識の解消に向けた研修を追加して
実施します。

170

#WeLove⿃取キャンペーンは、とてもいい取り組 観光戦略課 新型コロナの感染拡⼤に伴う、GoToトラベルの停⽌等 拡充 観光需要回復促進事業
みだと思います。ぜひ再延⻑を望みます。
による県内の観光関連産業の需要喚起を⾏うため12⽉
［R2.1補正］50,000千円
7日から１⽉11日までWeLove⿃取キャンペーンPart3
を実施しました。
今後も、新型コロナの状況や国の施策を踏まえながら機
新型コロナから⽴ち上がる観光支援
動的に取り組んでいきます。
事業

－

200,000

⿃取空港及び⽶⼦空港からプロペラ機の国内航 観光戦略課 新型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う航空便利用者の
路を広げるべきです。
激減により、航空各社の経営は厳しい状況に置かれてい
ますが、引き続き、航空路線の充実に向け、働きかけを
⾏っていきます。

国内航空便利用促進事業

62,297

星空マップに春夏秋冬の星座を紹介してはどうか。 観光戦略課

世界に誇れる「星取県」づくり推進事
業

13,800

星空を活用した観光メニュー作りを進めるとともに、県内
各地での様々な星空の魅⼒や楽しみ⽅を紹介していきま
す。

東京や⼤阪で公演できない芸術家や⼩規模団 文化政策課 コロナ禍の中、県内の文化芸術活動者と首都圏などで
体を県内に招いて催しを開いた場合の費用を援
活躍する若手アーティストとの連携による新たな形での文
助すると報道されていたが、県⺠がイベント開催を
化芸術に係る表現や発信を⾏いました。
諦めている中、東京や⼤阪から招いてのイベント開
地域における文化芸術活動による更なる活性化を図る
催に援助するのは矛盾していませんか。
ため、県内文化芸術活動者が公演・展示等を映像配信
を⾏う際の経費支援を継続するとともに、県有施設のイン
ターネット通信環境の増強等によりICTを活用した多様な
形での文化芸術活動が可能となるよう環境整備を⾏いま
す。

新規 ICT×アート活動支援事業

LRT（LightRailTransit(ライト・レール・トラン
ジット)）の導⼊を検討するべきではないか。

地域交通政 ⾼齢者など誰でも利用しやすい公共交通の構築を図る
策課
ため、令和3年度は、まちづくりと連携した公共交通の効
率的な体系の再考を⾏うとともに、バス情報の国際標準
化などの基盤整備やキャッシュレス化に向けたQRコード決
済の実証試験、バス待合環境の整備などを検討していま
す。

新規 コロナ時代に対応した公共交通変革
事業

19,000

介護施設において、⼊居者が希望するサービスを ⻑寿社会課 地域で認知症予防を促進するために、「とっとり⽅式認
制限することがないよう、事業者への指導をお願い
知症予防プログラム」の全県普及に向けた教室⽴上げを
します。また、⾼齢者の孤⽴、健康悪化を防ぐた
支援する予定です。また、感染症流⾏下など、外出や参
め、保健師などの独居⾼齢者訪問や健康づくり企
集が難しい状況にあっても、ICTを活用することで、⾼齢
画の開催への補助をご検討ください。
者がみずから⾃宅でも取り組むことのできる新しい認知
症・介護予防の仕組みを検討していくこととしています。

新規 「とっとり⽅式認知症予防プログラム」
普及促進事業

4,871

医療機関等への感染防護具の更なる支給をお 健康政策課 新型コロナウイルス感染症対策を目的とし、県内医療
願いします。また、PCR検査の体制強化と対象の
機関等に対して検査機器の整備支援を⾏い、検査体制
緩和及び検査数の拡⼤をお願いします。
を強化するとともに、医療機関等に対しては、個人防護
具の配布等を⾏っているところです。

新規 医療環境整備等事業
［R2.4補正ほか］19,616,375千
円

－

⻘少年とよく話し合うなどし、有害図書や玩具刃 ⼦育て王国 ⻘少年のための良好な社会環境の形成を図るために
物類を購⼊しないようにすることが⼤切ではないか 課
必要な措置を講じることによりその健全な成⻑に寄与す
る、という⻘少年健全育成条例の制定目的を実現する
ため、条例の内容や条例に規定する県、県⺠の責務、
⻘少年⾃⾝の努⼒義務について改めて県⺠のみならず
⻘少年にも周知啓発するための新規事業を令和3年度
当初予算案に計上しました。

アートの灯を守る︕新型コロナ対策
とっとりアート支援事業

32,022

2,500

新型コロナウイルス感染症医療環境
整備等事業

9,515,049

新規 ⻘少年健全育成条例普及啓発事
業

1,574

（単位︓千円）

（令和2年4月1日～令和2年11月30日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要

担当所属

反映・対応状況

事業
区分

事業名

予算額
※補正対応等は
「－」表示

⼭の人が⼊りづらい所では檜や杉の皮がかなり剥 緑豊かな⾃
猟友会への委託による奥⼭でのシカ捕獲事業を継続す
けているのが目⽴ちます。森林組合の⽅にも駆除 然課
る予定です。
をしていただけないでしょうか。

継続 特定⿃獣保護管理事業（指定管
理⿃獣捕獲等事業）

65,233

⽝猫の統計が更新されていない。また、⻄部⽝管 くらしの安心
⽝猫の統計については、平成30年度及び令和元年度
理所の移転先はどこになるのか。
推進課
のデータをホームページにおいて令和2年12⽉22日に公
表しました。
令和３年度に⻄部⽝管理所の移転に関する検討委
員会を開催し、移転先を含む全体構想や運営体制につ
いて検討します。

新規 ⿃取県⻄部⽝猫センター（仮称）
整備事業

3,278

障がい者枠が少ないと思います。デスクワークやテ 雇用政策課 障がい者へのテレワーク導⼊に取組む企業及び障がい
新規 障がい者雇用におけるテレワーク等導
レワークを中心とした企業を増やしてほしい。また、
者への支援を⾏うとともに、障がい者に対するリモート相談
⼊モデル事業［R2.9補正］2,250
病院受診に配慮した企業実習が受けられるように
支援を⾏うなどの好事例モデルを作り、県内展開を図るた
千円
してほしい。
め、令和2年9⽉補正予算で障がい者雇用におけるテレ
ワーク等導⼊モデル事業を事業化しました。

和⽜増頭対策事業（⼦⽜の導⼊支援）を令和 畜産課
3年度以降も続けてほしい。

飼育数の増頭ための繁殖用雌⽜の購⼊費や肥育素
⽜の購⼊支援、国の事業を活用した増頭用⽜舎等の建
設費用を支援し、⿃取県産和⽜の振興を図っていきま
す。

拡充 ⿃取県和⽜振興計画推進事業
新規

－

224,603

⼭の人が⼊りづらい所では檜や杉の皮がかなり剥 森林づくり推 森林組合など林業事業体による造林地周辺でのシカ
けているのが目⽴ちます。森林組合の⽅にも駆除 進課
捕獲を進めるため、シカ捕獲のモデル事業を新たに実施し
をしていただけないでしょうか。
ます。

継続 未来を伐り開く皆伐再造林推進事
業（シカ被害対策モデル実践事
業）

2,000

⼭の人が⼊りづらい所では檜や杉の皮がかなり剥 森林づくり推 森林組合など林業事業体による造林地周辺でのシカ
けているのが目⽴ちます。森林組合の⽅にも駆除 進課
捕獲を進めるため、シカ捕獲体制の構築や、技術的課
をしていただけないでしょうか。
題の解決等を含めたモデル実践事業を新たに実施するこ
ととしています。

新規 未来を伐り開く皆伐再造林推進事
業（シカ被害対策モデル実践事
業）

2,000

⾼速バスの空きを利用して⿃取の特産品を京阪
神に輸送してはどうか。

継続 ⾷のみやこ⿃取県推進事業（おいし
い⿃取PR推進事業・地域商社育成
事業）

1,000

継続 樹木伐採・河道掘削等緊急対策事
業（国補正）

698,000

樹木伐採・河道掘削等緊急対策事
業

555,070

販路拡⼤・
東京への輸送については、関係先との調整が終わり、令
輸出促進課 和2年9⽉から⾼速バスを利用した新たな輸送ルートとし
て、週１回のペースで県産品（梨、柿、⻑いもなど）を
輸送しています（現在は東京の緊急事態宣言発令によ
り一時中断中）。また関⻄圏への輸送についても、引き
続き、検討を⾏っています。
令和３年度も⾼速バス等を利用した県産品の⼤都市
圏への輸送ルートの構築に取り組んでいきます。

堤防の雑草や雑木、川底の土砂堆積が⾒受けら 河川課
れるが、豪雨に備えた河川整備や排水設備の整
備が必要ではないか。

空き家からの枝が河川に伸びているが、所有者を 河川課
調べて管理させるべき。不法占有は摘発し撤去し
てもらうべき。

河川における氾濫の防⽌を図るため、河川改修（堤
防整備）、樹木伐採・河道掘削を実施しているところで
す。

適切な河川管理を実施するために、河川、海岸等の巡 継続 河川維持管理費（土木監視員人
視を⾏い日常点検を⾏っているところです。
件費）

⼩中学校の休校による授業の遅れに対して、オン ⼩中学校課 ○遠隔授業実証実験
ライン授業やケーブルテレビの活用をしてはどうか。
県内の８市町村において、児童生徒を集めた地域の
公⺠館に授業を配信する⽅法（寺⼦屋⽅式）や、家
庭や学校の複数の教室に授業を配信する⽅法での遠隔
授業実証実験を実施しました。
○オンライン会議システム接続テスト
教員がウェブ会議の開催⽅法を理解するとともに、各学
校のネット環境を確認することを目的として、県内全⼩・
中・義務教育学校でウェブ会議システム（Google
Meet）を利用した接続テストを実施し、接続できなかっ
た学校には市町村教育委員会と協⼒して問題解決に向
けた支援を⾏いました。

新規 臨時休業中における家庭学習支援
事業

1,008

27,746

（単位︓千円）

（令和2年4月1日～令和2年11月30日に受けた意見・提案）
意⾒、提案の概要

担当所属

反映・対応状況

文化祭における吹奏楽の発表について、人数制 ⾼等学校課 「⿃取県文化部活動における新型コロナウイルス感染
限されるのはどのような根拠に基づくものでしょう
症対策ガイドライン」を作成して、感染症対策を実施した
か。また、未だに吹奏楽の代替⼤会が示されない
上での活動としています。また、県内の文化部活動及び
ことにも納得していません。
運動部活動の⼤会については、「わかとり夢の特別⼤会」
と銘打って、中⽌になった県⾼校総合文化祭や県⾼校
総合体育⼤会等の代替⼤会を開催しました。

事業
区分

事業名

新規 コロナに打ち勝て︕わかとり夢の特別
⼤会文化支援事業

予算額
※補正対応等は
「－」表示

3,885

