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鳥取県中部地震

【各地の震度（鳥取県関係）】

震度６弱 倉吉市、湯梨浜町、北栄町

震度５強 鳥取市、三朝町

震度５弱 琴浦町、日吉津村

※この地震による津波の心配なし

発生日時： 10月21日 14時07分

震源： 鳥取県中部（N35度22.8分、E133度51.3分）

マグニチュード： 6.6（暫定値）

震源の深さ： 11km（暫定値）

＜住家被害＞ ＜文教施設被害＞

○主な被害の状況（１０月２６日１８時現在）
・人的被害 １９名（重傷３、軽傷１６）
・住家被害 調査中（10月26日18時時点）１，４０７棟

（全壊２、半壊４、一部破損１，４０１）
・農作物被害 ８．４４ha

・農地・農道 ２１箇所
・公共土木施設 １０１箇所（道路９３など）
・文化財 ３０件（打吹玉川伝統的建造物棟保存地区、

三仏寺文殊堂、大神山神社ほか）
・その他 文教施設、学校・学校関連施設、公営住宅、

警察施設ほか

全国からの温かい御支援ありがとうございます

＜熊本県からブルーシートの提供＞

＜農作物被害＞ ＜倉吉白壁土蔵群＞

＜広島県による建築物応急危険度判定活動＞

※広島県撮影



連携と支援の輪

平成２８年
鳥取県中部地震

10/21(金)14：07
地震発生

ボランティア
センター開設

発生日当日(10/21) ２日目(10/22) ３日目(10/23) ４日目(10/24)

※以降、熊本県、島根県
岡山県からも到着

関西広域連合・
徳島県から
リエゾンが到着

県から被災市町に
「災害時緊急支援チーム」
を派遣

県から被災地に
専門職(土木・建築・農業土木)
を派遣

小･中･特別支援学校
全校で通常どおり
授業実施

＜H12鳥取県西部地震時＞
11日目で全校再開

り災証明
受付開始

＜H12鳥取県西部地震時＞
11日目で受付開始

徳島県から
専門職(土木・建築)
の派遣 ※以降、他県からも派遣

他市町村から
被災市町村へ
職員派遣

県・市町村・他県・民間の垣根
を超えた連携と支援の輪で、
平成12年鳥取県西部地震時を上回る
スピードで復興が進んでいます。
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【地方財政決算の推移】
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国と都道府県の職員数（Ｈ１３=１００）

国（非現業）

（注）H27は見込

都道府県（一般行政）

（注） 職員数は独立行政法人化及び地方独立行政法人化による減員を除いて指数化

都道府県は国を大きく上回る行財政改革を断行

H11～H27累計
２兆６,７２７億円

国 H24･H25の２ヵ年
で約6,000億円

都道府県

H13～H26の間
都道府県は国の７倍削減

一般行政経費等

▲4.2兆円 ＋10.1兆円 ▲9.4兆円

(注)社会保障関係費は、一般行政経費（単独分）相当分（乳幼児・妊産婦医療費助成、保育
料軽減事業費補助金など地方独自の取組み）を含む。なお、東日本大震災分を除いている。

これ以上の
対応は限界

⇒社会保障関係費が増加する中、
給与関係経費や投資的経費を
大幅に削減

（全国知事会調べ）



≪総務省資料を基に作成≫

単独は社会保障関係
費を含めて、この10年
間ほぼ横ばい

高齢化の進展等
に伴う社会保障

関係費（補助）が
年々増加

（兆円）

一般行政経費の増加要因は、主に社会保障に関する国庫補助事業の増
一般行政経費（単独）はほぼ横ばい

一般行政経費（総額）

一般行政経費（補助（社会保障））

一般行政経費（補助（その他））

一般行政経費（単独）
一体乖離是正（※１）

※１ 平成17～19年度にかけて、決算対比計画額が過小であった一般行政経費（単独）の加算をする一方、投資的経費（単独）の縮減を同時に実施。
※２ 一般行政経費のうち、地域の元気創造事業費（H26）、まち・ひと・しごと創生事業費（H27、28）を除く。
※３ 一般行政経費（補助（社会保障））は、一般行政経費のうち、生活保護費、児童保護費、障害者自立支援給付費、介護給付費、児童手当（子どものための金銭給
付交付金）、老人医療給付費、国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費、保険基盤安定等負担金、臨時福祉給付金給付事業費補助金の合計額の推移を
示したもの。

地財計画総額
85.8兆円
（対前年度比
＋0.5兆円）85.3兆円

（＋1.9兆円）
83.4兆円
（＋0.3兆円)

83.8兆円
（▲0.9兆円)

82.1兆円
（▲0.5兆円)

82.5兆円
（＋0.4兆円)

81.9兆円
（▲0.6兆円)

81.9兆円
（－兆円）

83.4兆円
（＋1.5兆円)

82.6兆円
（▲0.8兆円)

83.2兆円
（▲0.6兆円）

83.1兆円
（▲0.1兆円)

地方財政計画の歳出（一般行政経費）の分析
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地方の財政力や行政コストの差は、人口や地理的条件など、歳出削減努力以外の差によるところが大きく、
一律の行政コスト比較になじまない。
地方歳出の大半は国の制度や法令等による義務的な経費であり、大幅な一律削減は事実上不可能。

地方財政の構造的課題

※ 財政力指数は、H24～H26の３ヶ年平均
※ ラスパイレス指数は、同一グループ内の平均
※ Ｈ26人件費は、東日本大震災分を除く

①国庫補助関連事業、②国が法令等で基準を設定している
もの（警察官や高校教員数など）、③国が法令でその実施を
義務付けているもの（戸籍、保健所、ごみ処理など）

地方財政計画（平成28年度）【85兆7,593億円】

地方の一般歳出の大半は、国の法令等
の関与が存在する等の義務的な経費

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ ～Ｄ

国の法令等の関与の
ない地方単独事業

＜ラスパイレス指数・人件費の状況＞

（千円）

財政力指数 ～0.3 0.3～0.4 0.4～0.5 0.5～0.7 0.7～1.0 全都道府県

ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ

（H27.4.1） 97.9 98.9 99.5 100.3 101.2 99.7

人件費削減率
（H17→H26）

▲14.6%
～▲6.7%

▲18.2%
～▲7.1%

▲16.2%
～▲2.9%

▲13.7%
～▲4.3%

▲11.5%
～▲2.1%

▲18.2%
～▲2.1%

既に、財政力の低い団体はより大幅な行革を実施

人口１人当たり歳出（H26決算）【左軸】
※民生費・衛生費・警察費・教育費
（主に法令による義務的経費）の合計

財政力指数【右軸】

＜人口１人当たり歳出・財政力指数の状況＞

地方財政の構造的課題



鳥取県の歳出予算に係る構造分析

歳出予算の推移（一般財源ベース）

n 歳出総額３，５３１億円（Ｈ２７年度６月補正後予算）に対し、国庫支

出金や県債を充当した経費などを除いた一般財源は、２，５１７億円

n このうち、国の法令等の関与が存する等の義務的経費が約８割（７
６％）を占めている状況

⇒ 国の制度や法令の見直しがない状態で、一律の歳出削減が行
われれば、地方創生に向けた取組はもとより、県民の安全・安
心を確保することさえできなくなるため、地方の安定的な財政
運営に必要な一般財源総額を確保すること。

歳出予算の構造（一般財源ベース）

n 年々増加する社会保障関係費等を賄うために給与関係経費を

削減するなど行財政改革を進めているものの、９年間（Ｈ１９～Ｈ２
７）で義務的経費（人件費、公債費除く）は１９１億円増加

n 一方、毎年度多額の臨時財政対策債の発行を余儀なくされてお
り、その償還額が累増している

⇒ 臨時財政対策債の廃止や地方交付税の法定率の引上げを含
めた抜本的な改革等を行うとともに、歳出特別枠（地域経
済・雇用対策費）を実質的に堅持すること。
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臨時財政対策債残高

（臨財債残高は各年度末の残高額。Ｈ２７年度については、６月補正予算時見込額。）

（いずれも６月補正後。Ｈ２３年度以前の数値については一部推計値。）

（億円）

Ｈ２７年度

歳出（６月補正後）

(一財ベース)

2,517億円 【主なもの】
・少人数学級対応教員等
単県措置分… ３０億円

国の法令等の関与が存する経費

歳出総額の７６％

【主なもの】
・商工関係補助費等… ６４億円
（経営革新・雇用奨励補助、産技センター交付金

等）
・農林関係補助費等… ４０億円
（間伐材搬出、みんなでやらいや農業支援等）

・教育関係物件費… ３８億円
（ICT環境整備、学校裁量予算等）

・商工関係普通建設（単独）… ３４億円
（立地補助金等）

・総務関係物件費… ２２億円
（県庁基幹ｼｽﾃﾑ刷新、庁内LAN管理運営等）

・文観関係物件費…… １９億円
（体育施設運営、県民文化会館管理委託等）

・福祉関係補助費等… … １８億円
（軽費老人ﾎｰﾑ補助、多子世帯保育料軽減等）



地方財政に対する誤った認識
鳥取県の財調基金残高の推移

n 平成22 年度以降、継続して発生している地方税収
等の決算増収については、後年度の地方財政計画
上で反映することは行われておらず、結果として、財
政調整基金等の残高の増加や標準的な行政経費と
して当初は予定されていなかった経費への支出等
につながっており、いわば不必要な国の借金によっ
て地方の基金残高の増加等を作り出している状況と
も考えられる。

地方の基金残高に対する財務省の主張

地方の財源不足額と地方税収の推移

（億円）
（億円）

地財ショック、リーマンショック等の厳しい時期をのりきるため基金の残高は大幅に減少し以後
も減少傾向。現状は、不断の行財政改革努力により、最低限必要な基金残高を死守している
状況。

折半対象財源不足に対する財務省の主張

n 内閣府の中長期試算によれば、29年度以降、地方
税収や交付税法定率分の増加を背景に折半対象財
源不足が解消し、フローベースの財源余剰が生じる
見込み。

n この財源余剰分については、2020年度の国・地方の
PB黒字化目標を着実に達成する観点から、地方の
PB歳出の積み増しに費消するのではなく、国・地方
のPB改善に着実につなげ、過去の財源不足期に累
積した債務の縮減を図っていく必要。

折半対象財源不足が解消されても、依然巨額の財源不足が生じており、地方に財源余剰が生
じるとの認識は誤り



鳥取県の行財政改革・効率化の取組

【参考】鳥取県の財政指標（Ｈ２７）

指数 鳥取県 全国平均 備考

財政力指数 ０．２５（４５位） ０．４９ 基準財政収入額／基準財政需要額の過去３年平均

経常収支比率 ９０．２％（４位） ９３．４％ 人件費・公債費など経常経費に充当した一般財源／地方税など経常一般財源

実質収支比率 ４．７％（２位） １．４％ 実質収支／標準財政規模

将来負担比率 １０５．６％（４位） １７５．６％ 一般会計等が将来負担する実質的負債／標準財政規模

○鳥取県においては、厳しい財政状況の中、積極的な行財政改革・効率化を行い、財源を生み出している。

取組事例 主な成果

◇事務の共同化
①県と市町村の共同組織での滞納地方税の徴収（H22～）

②地元町との除雪作業の連携共同化（H23～）

①個人県民税を除く県税徴収率は６年連続（H20～H25まで）全国１位、
滞納額に対する市町村の未処理率が約１０％低下

②除雪体制の強化・即時対応等による住民サービスの向上

◇集中改革プランの策定による見通しをもった定数削減 ９年間で約９％の削減（国は14年間（H13～H26）で３％の削減）

◇職員宿舎の廃止等による県有未利用財産の売却 ９年間で約３４億円の売却実績

◇給与制度の見直し（期末手当・給料月額の引き下げ等） 鳥取県のラスパイレス指数は全国最下位 ９１．８（H27.4.1時点）

◇県民共通の財産である森林を「県民全体」で守り育てていく
森林環境保全税の導入（H17～：全国３番目）

（約１．８億円/年の税収）

＜使途内容＞
・ボランティア等によるシンボル的な森林の保全活動
・森林の保全・整備、竹林対策

＜一般行政職ラスパイレス指数の推移＞
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＜森林環境保全税等による竹林対策＞

鳥取県の行財政改革・効率化の取組

※全国順位及び全国平均は他県調査結果に基づく暫定値。（将来負担比率除く）



平成28年4月から、全ての自治体において行政不服
審査会（第三者機関）の設置が義務化

県と市町村の連携(ハイブリッド行政の推進)

鳥取県行政不服審査会

知事

諮問 答申

一部事務組合・
広域連合の長(11団体)

市町村長
（16団体）

県・市町村等共同の第三者機関（事務局：県）

イメージ

県・市町村等で共同設置
※地方自治法に基づく機関等の共同設置

事務負担軽減 コスト縮減

ノウハウ集約による専門性・公正性の高い処理

不服申立ての件数が少ない市町村等においては
第三者機関の設置・運営が負担に

行政不服審査会（第三者機関）の共同設置

少子高齢化、日常生活圏の広域化、
行政需要の多様化・高度化等、厳し
い状況の中でも住民サービスを維
持・向上させる必要性

限られた人員や財源を効果的・効率的に
活用するため、鳥取県では県・市町村の垣根を
越えた連携（ハイブリッド行政）を推進中

県と日野郡３町とがそれぞれ地方自治法に基づく
連携協約を締結し、事務分野・業務ごとに適切に
役割分担し、連携して日野郡の地域課題に対応

※H27.7.1 法定協議会方式から連携協約方式に移行

（H28.4.1～）
・道路の維持管理・除雪
・鳥獣被害対策

・母子発達支援
・障がい者雇用

・消費生活相談 ほか

鳥獣被害対策の
実施隊を結成

鳥取県日野郡ふるさと広域連携協約の締結

江府町

日南町 日野町

県

日野郡
ふるさと広域
連携協約

共同処理事務

町内の県道、町道の
補修、除雪を一体的実施



県と市町村の連携（情報システム共同化の推進）

鳥取県自治体ＩＣＴ共同化推進協議会

県と県内全市町村が連携し、自治体の情報システムに係る
コスト削減などに協働して取り組むための協議会を設置

取組の３本柱
取組のキーワード

（コスト削減、集約化、標準化、効率化）

主な取組と成果

全国初

① クラウド技術を活用した情報システムの共同調達/共同運用
② 情報セキュリティに係る脅威に対する適切な対策
③ 自治体におけるＩＣＴ分野の人材育成

行政イントラ
県及び県内全市町村で、県内全自治体間を繋ぐ
グループウェアの共同調達を実現。

電子申請システム 県及び13市町村で共同調達を実現。
５年間で約２億円のコスト削減を実現。

自治体クラウド

学校業務支援システム
共同化の有効性について部会を設置し、
県内全市町村参加で検討中。

コスト減

全市町村



取組の進む隣県連携

鳥取県と岡山県は、情報ハイウェイを全国で唯一
相互接続している環境を有効に活用し、「自治体
情報セキュリティクラウド」を共同構築

構築に加え運用も共同化!!

約７億6千万円のコスト削減を実現!!
＜鳥取県におけるコスト削減効果（5年間総額）＞

（共同調達額）

約５億１千万円

【全国初】鳥取県・岡山県連携による
セキュリティ対策共同化を実現

【セキュリティクラウドの主な機能】
専門人材による高度なネットワーク監視、各種ログ分析、不正侵入検知、不正侵入
防止、ふるまい検知、Ｗｅｂフィルタリング、ホームページ改ざん検知等

（両県の全市町村参加）

（当初想定額）

約１２億７千万円

鳥取県・岡山県・広島県の３県共同
によるシステム調達の実施

マイナンバー制度の導入に際して、各地方公
共団体で整備が必要となる「統合宛名システム」
について、3県共通仕様により共同調達を実施。

＜鳥取県の場合＞
（国の想定事業費）

約7,000万円
（実際の契約実績）

約3,200万円
（国想定事業費の約46％）

構築費用が半分以下に!!



l基本方針2015に基づき、28年度より、歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるようなものを地方交付税の基準財政需要額の算定
に反映する仕組みを導入。
l28年度は、学校用務員事務、道路維持補修・清掃など16業務について着手。
l残る７業務（図書館管理、博物館管理等）についても、29年度以降、課題等を検討し、可能なものから導入。

本県におけるトップランナー方式の影響額

Ø 条件不利地域等、地域の実情に配慮するとともに、住民生活の安心・安全が確保されることを前提とした
合理的なものとし、地方交付税の財源保障機能が損なわれないようにすべき。
Ø 平成29年度以降の導入が検討されている７業務についても、地方自治体や当該業務の所轄官庁の意見

を十分に聞きつつ、導入の可能性について慎重な検討を行うこと。

トップランナー方式を含む地方の歳入歳出の効率化を議論する場合には、

対象業務
見直し

年数
H28

本県影響額
最終的な
本県影響額

改革の
内容

本県
状況

学校用務員事務 5年 7,360千円 36,800千円 民間委託等 △

道路維持補修・清掃等 3年 138,365千円 415,095千円 民間委託等 ○

本庁舎清掃、夜間警備、案内・受付、
電話交換、公用車運転

3年 40,941千円 122,823千円 民間委託等 ○

体育館管理、競技場管理、
プール管理、公園管理

－ 据え置き 据え置き
指定管理者、
民間委託等

○

庶務業務（人事、給与、旅費、福利厚生） 1年 7,873千円 7,873千円 集約化 ○

合計 194,539千円 582,591千円

※最終的な本県影響額には、「平成29年度以降、可能なものから導入予定」とされている７業務の影響額は考慮していない。
※別途、歳入のトップランナー方式導入により、影響額 82,170千円が見込まれている。

〇トップランナー方式は単位費用減による「一律の歳出削減」につながる恐れ。
○既に、歳出効率化に取り組んでいる自治体はインセンティブが相殺される。
（算定上、歳出削減努力が適切に評価され、有利になる訳ではない）
○条件不利地域ではコスト高となり、必要な歳出を確保できない。

トップランナー方式の問題点と本県の歳出効率化の取組

トップランナー方式の問題点

本県の行政体制スリム化の取組例

対象業務 本県の対応状況 定数削減効果

学校用務員事務
学校技能主事等の配置の見直し
・現業業務のスリム化（H18～） △23名

道路維持補修・清掃等
除雪業務も含めた民間委託の導入
・現業業務のスリム化（H9～） △76名

庁舎警備・案内受付、電
話交換、公用車運転

民間委託の導入・専任職員の廃止
・現業業務スリム化等（H18～） △53名

庶務業務の集約
庶務事務の集中処理体制の構築
・共通業務の集約（集中業務課の設置）、
部局主管課へ庶務集約（H15.7～H18）

△21名

●民間委託・業務集約等による職員体制のスリム化

対象業務 本県の対応状況

体育館管理、競技場管理、
プール管理、公園管理

指定管理者制度の導入

●民間活力の活用による効率化



鳥取県の取組（庶務業務の集中化）

ＩＣＴを積極的に活用し、ペーパーレス化、業務の効率化・迅速化、正確性を向上

・庁内ＬＡＮシステムなどＩＣＴを駆使しながら、共通事務の集約と職員個人による発生源入力を徹底し、
効率的な業務運営を実現。
Ø 庶務業務の効率化により生み出された行政資源（２１人）を政策部門へ投入

予算・決算

【各所属に共通する事務を集約して効率化】

調達や支払など各所属に共通する事務を集約処理
・公用車、コピー機、電気代、宅配便、物品の調達
・定型的な調達に係る入札業務
・その他経費（追録､定期刊行物､新聞代）支払事務

購入・リース

支払

庶務集中局

【ＩＣＴを活用した発生源入力徹底で中間作業を省力化】

旅費、時間外手当、
通勤・住居・児童手当、
年末調整など

給与等のシステムを刷新して更
なる効率化に向けて取組中
・システム対象範囲の拡大

など

旅費事務

給与事務

【人事給与・旅費】

予算・決算
事業執行と密接に関わる予算の執行管理は、担当部
局内で集約することで効率化 各部局主管課

業務の性格に応じて集
約方法を工夫

民間方式の「カ
イゼン」で効率
化を下支え

予算決算事務のDB
化・共有化で
時間外を削減



l地方が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にするため、「まち・ひと・しごと創生事業
費」（１兆円）が、27年度に創設された。
l地域の元気創造事業費（４，０００億円程度）は「行革努力分」及び「地域経済活性化分」を測定する指標により、人口減少等特別対策事業費（６，０
００億円程度）は「取組の必要度」及び「取組の成果」を測定する指標により、財政需要を算定することとしている。
lまた、人口減少等特別対策事業費については、今後、配分のウエイトが段階的に「取組の成果」にシフトすることとされている。

まち・ひと・しごと創生事業費について、
Ø 必要性や成果が適切に反映されるよう、成果

指標の見直しを行うこと。
Ø 人口減少等特別対策事業費の取組の成果へ

の移行の時期及びそのスピードについて慎重
に検討すること。

普通交付税 区分 指標（都道府県）

行革努
力分

3,000億円程度
人件費関係 職員数削減率、ラスパイレス指数、人件費削減率

その他 人件費を除く経常的経費削減率、地方債残高削減率

地域経済
活性化分

900億円程度

産業関係
第一次産業産出額、製造品出荷額、小売業年間商品販売
額、延べ宿泊者数

雇用関係 若年者就業率、女性就業率、従業者数、事業所数

その他 一人当たり県民所得

※地域の元気創造事業費４，０００億円程度のうち、１００億円程度は特別交付税。

成果指標の見直し例①

○「取組の成果」における各指標のうち、年少者人口比率や自然増減率は
短期的に状況が改善されるものではない。
〇「取組の成果」にシフトする場合、財政力が高く、特段の措置を講じなくて
も人口が増加する（「取組の成果」が上がる）団体がある一方で、財政力の
弱い地方圏においては、努力しても「取組の成果」が上がらない状況も生じ
うる。

まち・ひと・しごと創生事業費における取組・成果の指標について

「取組の成果」へのシフトの問題点

■地域の元気創造事業費
〇行革努力分の適正な配分

Ｈ２８取組・成果の指標

■地域の元気創造事業費

■人口減少等特別対策事業費

普通交付税 指標

取組の
必要度

5,000億円程度 人口増減率、転入者人口比率、転出者人口比率、年少者人口比率、自然増減率、若年
者就業率、女性就業率、有効求人倍率、一人当たり各産業の売上高

取組の
成果

1,000億円程度 人口増減率、転入者人口比率、転出者人口比率、年少者人口比率、
自然増減率、若年者就業率、女性就業率

人件費関係 その他

７ ２

［現行補正の割合］ ［見直し例］

人件費関係 その他

５ ５

・現行の補正の配分割合は、人件費関係に大きく偏っている。
⇒人件費関係の割合を下げ、全体的にバランスの取れた配分とすべき。

成果指標の見直し例②

■人口減少等特別対策事業費（取組の成果）
〇自然増減率を指標から削除
〇合計特殊出生率を新たな指標として追加

・自然減数が要素となる自然増減率は、取組により改善するものではなく、取組の
成果の指標としては適当でない。

・出生率の高さは、子どもを産み育てる環境の良さを表しており、そのような環境整
備を積極的に行う自治体に対して、適切に財政支援すべき。

成果指標は適切な
ものとなっている？

取組の成果にシフト
しても問題ない？



■保育料軽減

○行財政改革により節減した財源を活用して、子育て支援・少子化対策を充実させる
ことで、合計特殊出生率の回復 （ H20：１．４３【全国17位】 ⇒  H27：１．６９【全国４位】 ）
や子育て世帯の移住につながっている。

■豊かな自然を活かした保育

◎森のようちえん
・身体性、精神性、知性、
社会性ともに好ましい
発達に効果あり
（鳥取大学研究）

・県外、海外からも注目
→ 県内７施設１０３人が利用 （うち１８人が移住者）

◎とっとり森・里山等自然保育認証制度
鳥取県独自の認証制度を創設
運営費助成は、全国唯一の取組！

◎中山間地域の保育料を第１子から
無償化・軽減（Ｈ26～）
→ 保育料免除が移住者を呼び込み

◎第３子以降の保育料無償化（Ｈ27.9月～）
→ 所得制限・年齢制限なしの無償化は
都道府県レベルでは全国初

◎第２子以降の保育料無償化（Ｈ28～）
低所得世帯を対象に、第１子と同時在園の第
２子の保育料無償化

子育て王国とっとりの取組

今後の予定

■家庭内保育への支援

◎家庭で子育てをしている世帯への支援策を
検討中

今後の予定

■認可保育所等への波及

◎保育所・幼稚園等における自然体験活動
の認証制度の創設を検討中



増加する外国人観光客

2016年4月に新規造船された最新鋭の大
型クルーズ客船オベーション・オブ・ザ・
シーズが境港に初寄港（2016.9月）

⇒貨客船ターミナル整備に着手

u 国際チャーター便が続々就航
世界で唯一のマンガの愛称化された空港名が大きな話題に。

u 大型クルーズ客船の寄港ラッシュ
積極的な営業活動を展開し、2016年は寄港回数33回、
乗客数 約4万人と、昨年に続き、過去最高を記録！

チャーター便就航数 2015年度 2014年度
・鳥取砂丘コナン空港 4便 206人 5便 254人
・米子鬼太郎空港 21便 2,324人 33便 3,735人

⇒チャーター便の高評価を定期便に繋げる

海外でのＰＲ活動、国際チャータ便・大型クルーズ船の積極的な誘致活動等により
外国人観光客が大幅に増加！！⇒迅速な予算対応で受入環境整備を実施！！

39,490人泊(2,012年)→ 46,850人泊(2,013 年)→58,830人泊(2014年)→103,430人泊（2015年)
プロモーション、情報発信、受入環境整備等の充実により外国人宿泊者数10万人突破！

⇒香港及びトランジットによる誘客の促進

u 米子－香港定期便が9月14日に就航
米子－ソウル定期便に次ぐ県内２路線目の海外定期便

新たな目標１５万人に向けて取組強化！
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○ 地方歳出の大半は、法令等で義務付けられた経費や国の補助事
業であり、国の制度や法令の見直しを行わず、仮に一律に歳出削
減が断行されれば、住民の安全・安心を支える基礎的な行政サー
ビスの確保さえ不可能となる恐れがある。国庫負担金については
国と地方との役割分担を前提に国が義務的に支出しなければなら
ない経費であることから、ＰＤＣＡサイクルという名の下に一方
的に削減されるようなことがあってはならず、また、いわゆるパ
フォーマンス指標を設定してその配分に反映することにはなじま
ない。

いわゆるトップランナー方式を含む地方の歳入歳出の効率化を
議論する場合には、地方団体が効率的・効果的に行政運営を行う
ことは当然であるが、地方交付税はどの地域においても一定の行
政サービスを提供するために標準的な経費を算定するものである
という本来のあり方を十分に踏まえたうえで、条件不利地域等、
地域の実情に配慮するとともに、住民生活の安心・安全が確保さ
れることを前提とした合理的なものとし、交付税の財源保障機能
が損なわれないようにすること。

平成29年度 税財政等に関する提案（全国知事会）



地方から日本再生へ
地方創生の展開

大型クルーズ客船

成長と分配
の

好循環
働き方改革

子育て
環境整備

介護離職ゼロ
学びの機会
の提供

地方創生の歩みを着実に進めるためにも安定的な財源確保が不可欠

地方の実情を踏まえた多様な成果指標により自由度の高い取組を推進

一億総活躍の実現

子育て支援 移住定住 観光誘客 産業振興 人材育成
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