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■ 令和３年度国土交通省所管補助金の受入手続の不備について 

【県土総務課・道路企画課・道路建設課】・・・・・・２ページ 

 

 

 

■ 「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第９回会議の開催について 

【淀江産業廃棄物処理施設計画審査室】・・・・・・３ページ 

 

 

 

■ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 

【道路企画課・道路建設課・治山砂防課】・・・・・・４ページ 
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令和３年度国土交通省所管補助金の受入手続の不備について 

令和４年６月 17 日 

県土総務課 

道路企画課 

道路建設課 

 

令和３年度に係る国土交通省所管の道路事業補助金について、県が行う国費受入れ手続（国の法定受

託事務）に不備があり、令和４年度以降の処理となりましたので、御報告します。 

 

１ 対象の国費（国土交通省所管） 

 

 
内   容 収入予定日 金  額 

【平成３１年度設定国債】 
地域連携道路事業費補助・令和３年度現年 

 
R4.3.31 

144,507,000 円 

【令和２年度設定国債】 
地域連携道路事業費補助・令和３年度現年 

 
R4.3.31 

1,311,669,000 円 

【令和２年度設定国債（国補正）】 
地域連携道路事業費補助・令和３年度現年 

 
R4.3.31 

242,550,000 円 

【令和３年度設定国債】 
地域連携道路事業費補助・令和３年度現年 

 
R4.3.31 

427,404,000 円 

【令和２年度設定国債】 
地域連携道路事業費補助・繰越 

 
R4.3.31 

360,702,000 円 

     計  2,486,832,000 円 

 

２ 経 緯  

  ３月 30 日に国費の請求を行い、31日までに国費の支出決定がされたが、その後の会計処理に不備
があり、国の出納閉鎖（４月 30 日）を迎えた。 

  ５月 13 日に不備を把握し、国土交通省等と対応策について協議しているが、５月 31日（県の出 
納閉鎖）に令和３年度の歳入処理とならないことが確定した。 

 
     
  （国費受入れ事務の流れ） 

 

国の支払計画示達 → 県の請求書提出 → 国費の支出決定決議→ 支払確認入力 

 

→ 入金処理 → 県が収入 

 

 

３ 今後の対応 
  
 （１）国費の受入に向けた取組 

    会計処理上の対応方策について、国との協議を継続する。 

 

 （２）再発防止に向けた取組 

    今回の不備の主な原因は①事務処理の遅れ（支出決議書の作成遅延）と②確認漏れ（支出決 

定と支払確認の未突合）であり、複数名による確認や組織的な進捗管理などの未然防止を徹底 

する。 

 

法定受託事務 
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「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」 
第９回会議の開催について 

令和４年６月 17 日 

淀江産業廃棄物処理施設計画審査室 

 

「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第９回会議を開催します。 
 
１ 日時 

令和４年７月２日（土）午後１時から午後３時 30分頃まで 
 
２ 場所 

〔会議〕さなめホール（米子市淀江文化センター：米子市淀江町西原 708-4）イベントホール 

〔傍聴〕（会議室内）さなめホール イベントホール               （定員 30 名） 

     （モニター）[西部会場]さなめホール 大ホール             （定員 50 名）              
[東部会場]県民ふれあい会館（鳥取県立生涯学習センター： 

鳥取市扇町 21）講義室      （定員 30 名） 
 
３ 議題（予定） 
（１）追加調査結果及び水理地質総合解析の見直し 
（２）地下水シミュレーションの解析結果 
（３）調査・解析結果のまとめ 
 
４ 開催方法 

全委員が会場にて参加される予定。 
   (注)新型コロナウイルスの感染状況によっては、会議室内傍聴の取り止め又は定員数の減、インターネットを介したウェブ

会議での開催となる場合がある。 
 
５ 会議の傍聴 
（１）会議室内傍聴の希望者が定員を超える場合は、午後 0 時 40 分に抽選を行う。抽選に外れた方には、大

ホールでモニターにより傍聴していただく。 
（２）マスク着用、受付での手指の消毒、連絡先等（氏名、住所、電話番号）の記入、検温などをお願いす

る。（協力いただけない方、風邪症状がある方、味覚・嗅覚に違和感がある方などの傍聴はお断りする。） 
（３）スマートフォンをお持ちの方は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)のインストールをお願

いする。また、会場に設置する「とっとり新型コロナ対策安心登録システム」の二次元バーコード（QR
コード）の登録をお願いする。 

（４）録音、撮影は禁止する。 
（５）会議の資料、傍聴方法、その他のお知らせは、当室のホームページに掲載する。 

（https://www.pref.tottori.lg.jp/sanpai/） 
＜参考＞（調査の経過） 
 R2. 2.16 第 1回調査会 … 調査方針決定 
   5.17 第 2回調査会 … 調査計画決定 

7. 6  パイロット調査開始（パイロットボーリング(3本)、塩川流量連続観測等） 
9.22 第 3回調査会 … パイロット調査結果を踏まえ調査計画の見直し 

(＊)パイロット調査により計画地周辺では概ね３つの帯水層を確認 
            → 本格調査(ボーリング(28 本)、地下水位連続観測、水質調査、シミュレーション解析等)へ移行 

11 月 各種通年観測スタート 
R3. 2.23 第 4回調査会 … 地質構造、地層及び地下水（帯水層）の分布を概ね推定  

(＊)3 つの帯水層と 2つの難透水層が広く概ね連続して分布 
5.22 第 5回調査会 … 水理地質構造（地下水の賦存状態を含む地質構造）の解析（途中段階）とシミュレーションモデ 

ルの設定条件の検討 
(＊)第 3帯水層(地表から 3番目の地下水の地層)は、孝霊山や鍋山など周辺の山で貯えられた地下 
水が流れ込んでいる可能性がある。 

(＊)モデルの平面分解能(格子の大きさ)は約 30～150m、モデルの底面は標高マイナス 1000ｍ程度
〔参考〕解析領域：140 ㎢（うち詳細評価範囲：30㎢） 

9.25 第 6回調査会 … 水理地質構造の解析（途中段階）とシミュレーションモデルの検証（初期設定値による解析） 
(＊)地下水位の等高線図（コンター図）によると、福井水源地の主要供給源である第３帯水層は計 
画地周辺及び淀江平野では、概ね南東→北西方向へ流れていると考えられる。 

(＊)シミュレーションモデルに用いた地質データ等を検証し更に詳細な地下水の流れ等を解析する 
12.25 第 7回調査会 … 水理地質構造の見直しとシミュレーションの現況再現解析（途中段階） 

(＊)水理地質構造の見直し及びシミュレーションの解析方法は適切であり、実測値と計算値が段々 
と整合してきた。 

(＊)シミュレーション(途中段階)では、(現場調査に基づく)水理地質構造の解析から推定された地 
下水の大まかな流れ（南東→北西方向）と概ね同じ方向の流れが解析された。 

R4. 3.26 第 8回調査会 … 各種解析の結果から地下水の流動状況を確認 
① 計画地付近の地下水は「福井水源地」の方向には向かっていない。 
② 計画地付近の地下水の一部が「三輪山の清水」近傍を流れる可能性がある。 

(＊)「三輪山の清水」は、当該地点の地層が複雑で湧出構造も不明なため、同清水近傍で追加ボー 
リング調査を行い、計画地地下水の影響を明らかにすることとなった。 

4～6月 追加ボーリング調査（実施中） … 地質構造の確認、地下水位観測、水質調査、シミュレーション解析 
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 【新規分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 入札方式

道路建設課 倉吉市 97,900,000円  令和4年5月20日 令和4年5月20日 制限付
中部総合事務所 小鴨 ～ 一般競争入札

県土整備局 （予定価格） 令和5年2月9日 （4社）
106,036,700円  

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

国道313号（倉吉関金道
路）函渠工事（小鴨工区）
（補助改良）（国補正）

有限会社前嶋組
代表取締役　前嶋　辰雄

-
4
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

道路企画課 鳥取市 株式会社技工社 （当初契約額） 令和3年8月20日 (当初契約年月日）
鳥取県土整備 河原町 代表取締役　今西　正一 93,500,000円  ～ 令和3年8月20日 -

事務所 今在家 令和4年3月15日

（第1回変更後契約額） （変更後工期） （第1回変更契約年月日）

97,832,900円  令和4年5月31日 令和4年3月15日
（変更額）

4,332,900円  

（第2回変更後契約額） (変更後工期） （第2回変更契約年月日）

112,101,000円  令和4年5月31日 令和4年5月13日
（変更額）

14,268,100円  

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

県道郡家鹿野気高線（河
原歩道橋）橋梁塗装工事
（補助橋補修）

・現地再調査の結果、既
存の塗膜除去作業にお
いて、安全衛生保護具の
数量、剥離剤塗布量等
が増となったことによる
工事費の増
・橋梁補修工事の鋼部材
補修工の施工数量が増
となったことによる工期
の延伸

週休2日モデル工事を実
施したことによる工事費
の増

-
5
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路企画課 倉吉市 （当初契約額） 令和3年10月4日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 宮川町 104,500,000円  ～ 令和3年8月12日 -

県土整備局 ～巌城 令和4年3月22日

（第1回変更後契約額） （変更後工期） （第1回変更契約年月日）

108,163,000円  令和4年6月9日 令和4年3月18日
（変更額）

3,663,000円  

（第2回変更後契約額） （第2回変更契約年月日）

120,067,200円  令和4年5月30日
（変更額）

11,904,200円  

道路企画課 米子市 （当初契約額） 令和3年8月25日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 尾高 148,940,000円  ～ 令和3年8月24日 -
米子県土整備局 令和4年3月18日

（第1回変更後契約額） （変更後工期） （第1回変更契約年月日）

151,309,400円  令和4年5月31日 令和4年3月16日
（変更額）

2,369,400円  

（変更後工期） （第2回変更契約年月日）

令和4年7月10日 令和4年5月17日

小鴨川の河床高が当初
計画より低下しており、
国土交通省・漁協との協
議により仮設計画を変更
したことによる工事費の
増及び工期延伸

週休2日モデル工事を実
施したことによる工事費
の増

県道米子大山線（尾高
橋）橋梁下部工事（Ａ１橋
台）（補助）

平井工業株式会社
代表取締役  平井　圭一

杭施工にあたり、地盤の
玉石の混入率が想定以
上に大きく、掘進に日数
を要したことによる工期
延伸

・進入路として利用する
市道(堤防道路)について
路肩部の保護のため敷
き鉄板の設置が必要に
なったことによる工事費
の増
・交通誘導員確保及び仮
設用の土砂流用調整等
に日数を要したことによ
る工期延伸

県道倉吉江北線（三明寺
橋）橋梁補強工事（4工
区）（補助）

株式会社井木組
代表取締役　井木　敏晴

-
6
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 東伯郡 （当初契約額） 令和3年12月1日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 北栄町 147,620,000円  ～ 令和3年10月27日 -

県土整備局 弓原 令和4年9月20日

（第1回変更後契約額） （第1回変更契約年月日）

149,711,100円  令和4年5月24日
（変更額）

2,091,100円  

国道313号（北条倉吉道
路（延伸））橋梁基礎工事
（Ｐ3橋脚）（補助改良）

馬野建設株式会社
代表取締役社長　馬野　慎一
郎

施工ヤードにおいて、場
所打ち杭の施工機械が
必要とする地盤支持力を
得られないことが判明
し、地盤改良を追加で実
施したことによる工事費
の増

-
7
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 日野郡 サワタ建設株式会社 （当初契約額） 令和3年10月19日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 日南町 代表取締役　澤田　信介 92,840,000円  ～ 令和3年10月19日 -
日野県土整備局 河上 令和4年3月25日

（第1回変更後契約額） （第1回変更契約年月日）

94,323,900円  令和4年1月12日
（変更額）

1,483,900円  

(変更後工期） （第2回変更契約年月日）

令和4年5月31日 令和4年3月25日

（第3回変更後契約額） (変更後工期） （第3回変更契約年月日）

92,284,500円  令和4年6月30日 令和4年5月31日
（変更額）

△2,039,400円  

道路建設課 日野郡 有限会社住田組 （当初契約額） 令和4年8月1日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 江府町 代表取締役　住田　孝昭 168,300,000円  ～ 令和4年3月29日 -
日野県土整備局 俣野外 令和5年1月31日

令和4年6月1日 （第1回変更契約年月日）

～ 令和4年5月31日
令和5年1月31日

工事の施工に伴う通行
規制の安全対策につい
て、地元との調整に日数
を要したことによる工期
延伸

・現地地形に合わせるた
め、一部計画見直しを
行った結果、盛土工等の
数量が減となったことに
よる工事費の減
・施工時期について、地
元及び関係工事との調
整に日数を要したことに
よる工期延伸

本工事は、余裕期間設
定工事であり、受注者の
意向で工事開始日を前
倒しすることによる工期
変更

国道181号江府道路俣野
地区道路改良工事（7工
区）（補助改良）（国補正）

国道183号（河上Ⅱ期工
区）道路改良工事（7工
区）（交付金改良）

盛土施工時における現
道交通の通行帯確保の
ため、補強土壁工を追加
施工したことによる工事
費の増

-
8
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

治山砂防課 鳥取市 （当初契約額） 令和3年3月29日 (当初契約年月日）
鳥取県土 佐治町 103,400,000円  ～ 令和3年3月29日 -

整備事務所 尾際 令和4年3月18日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第1回変更契約年月日）

103,400,000円  令和4年3月18日 令和3年5月13日
（変更額）

0円  
（第2回変更後契約額） （変更後工期） （第2回変更契約年月日）

114,793,800円  令和4年3月18日 令和3年8月17日
（変更額）

11,393,800円  

（第3回変更後契約額） （変更後工期） （第3回変更契約年月日）

132,426,162円  令和4年3月18日 令和3年11月15日
（変更額）

17,632,362円  

（第4回変更後契約額） （変更後工期） （第4回変更契約年月日）

137,461,962円  令和4年5月27日 令和4年3月16日
（変更額）

5,035,800円  

（第5回変更後契約額） （変更後工期） （第5回変更契約年月日）

138,414,562円  令和4年5月27日 令和4年5月17日
（変更額）

952,600円  

掘削面に転石が出現し
転石破砕が必要になっ
たこと、また伐木処理に
ついて実施数量により設
計変更を行ったことによ
る工事費の増、及び工期
の延期

廃プラ処分数量を実施
数量にて変更したこと、
及び現場内除雪を追加
実施したことによる工事
費の増

契約約款の改正に伴う
変更契約

法面工施工に際し、表層
部の不安定土砂撤去に
伴い当初計画の変更が
必要になったこと等によ
る工事費の増

７月豪雨により仮設物が
流出する等の被害が発
生したこと及び再度災害
防止のため仮設計画を
変更したことによる工事
費の増

北谷川災害関連緊急砂
防工事（堰堤工）

北谷川災害関連緊急砂防工
事（堰堤工）
福上・いなば緑化
特定建設工事共同企業体
代表者
福上工業株式会社
代表取締役　福石　幸平

-
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 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

治山砂防課 西伯郡 （当初契約額） 令和3年7月1日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 伯耆町 88,550,000円  ～ 令和3年6月30日 -
米子県土整備局 上細見 令和4年3月10日

（第1回変更後契約額） （変更後工期） （第1回変更契約年月日）

98,397,200円  令和4年3月28日 令和4年3月7日
（変更額）

9,847,200円  

（変更後工期） （第2回変更契約年月日）

令和4年5月31日 令和4年3月25日

（第3回変更後契約額） （第3回変更契約年月日）

105,894,800円  令和4年5月23日
（変更額）

7,497,600円  

・現場内の転石を搬出す
るため、不整地運搬車に
よる小運搬が必要となっ
たことによる工事費の増
・仮設用防護柵を設置す
る範囲の借地交渉に日
数を要したことによる工
期延伸

現場内の転石が想定以
上に多く、処分・撤去に
日数を要したことによる
工期延伸

前回変更時に判明して
いた転石の増について、
全体数量が確定し、処
分・撤去数量が大幅に増
となったことによる工事
費の増

上細見南地区急傾斜地
崩壊対策工事（2工区）
（交付金）

有限会社　小倉興産
代表取締役　小倉　裕平

-
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