
令 和 ２ 年 ２ 月 定 例 県 議 会  

福祉生活病院常任委員会 予備調査日程 

 
令和２年２月 25 日(火)、26 日(水)   
第 ２ 委 員 会 室  

 
 
１ 開 会 
 
２ 会議録署名委員の指名 
 
３ 付議案の予備調査（執行部説明並びに質疑） 

※［25 日］病院局、福祉保健部、子育て・人財局、［26 日］子育て・人財局、生活環境部 
 
【病院局】 

議案第 21号 令和２年度鳥取県営病院事業会計予算     （総務課） 
議案第 32 号 令和元年度鳥取県営病院事業会計補正予算（第４号） 

（総務課） 
議案第 51 号 鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正 

する条例                  （総務課） 
 議案第 70 号 権利の放棄（病院事業診療費）について    （総務課） 
 議案第 71 号 権利の放棄（病院事業診療費）について    （総務課） 

議案第 72 号 権利の放棄（病院事業診療費）について    （総務課） 
議案第 73 号 権利の放棄（病院事業診療費）について    （総務課） 
議案第 74 号 権利の放棄（病院事業診療費）について    （総務課） 
議案第 75 号 権利の放棄（病院事業診療費）について    （総務課） 
議案第 87 号 鳥取県病院局企業職員定数条例の一部を改正する条例 

                              （総務課） 
 報告第 ２号 長期継続契約の締結状況について       （総務課） 
 
【福祉保健部】 

議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算    （福祉保健課ほか） 
議案第 ５号 令和２年度鳥取県国民健康保険運営事業特別会計予算 

           （医療・保険課） 
議案第 22 号 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（福祉保健課ほか） 
議案第 24 号 令和元年度鳥取県国民健康保険運営事業特別会計補正 

予算（第１号）              （医療・保険課） 
議案第 34 号 鳥取県無料低額宿泊所に関する条例    （福祉保健課） 
議案第 37 号 鳥取県附属機関条例の一部を改正する条例 （医療政策課） 
議案第 38 号 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例 

の一部を改正する条例     （子ども発達支援課ほか） 
 



議案第 39号 鳥取県立歯科衛生専門学校の設置及び管理に関する条例 
の一部を改正する条例          （医療政策課） 

議案第 59 号 財産を無償で貸し付けること（鳥取県赤十字血液センター 
用地）について             （医療政策課） 

 報告第 ２号 長期継続契約の締結状況について     （中部療育園） 
 
【子育て・人財局】 

議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算   （子育て王国課ほか） 
議案第 ６号 令和２年度鳥取県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別 

会計予算                  （家庭支援課） 
議案第 22 号 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（子育て王国課ほか） 
議案第 77 号 新生公立鳥取環境大学運営協議会規約の変更に関する 

協議について                      （総合教育推進課） 
 報告第 ２号 長期継続契約の締結状況について （米子児童相談所ほか） 
 
【生活環境部】 

議案第 １号 令和２年度鳥取県一般会計予算   （環境立県推進課ほか） 
議案第 17 号 令和２年度鳥取県天神川流域下水道事業会計予算 

  （水環境保全課） 
議案第 22 号 令和元年度鳥取県一般会計補正予算（第５号） 

（環境立県推進課ほか） 
議案第 25 号 令和元年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正 

予算（第２号）              （水環境保全課） 
議案第 38 号 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例 

の一部を改正する条例         （水環境保全課） 
議案第 40 号 鳥取県食品衛生条例の一部を改正する条例 

（くらしの安心推進課） 
議案第 41 号 鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例の一部を改正する 

条例                      （くらしの安心推進課） 
議案第 42 号 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例          （住まいまちづくり課） 
議案第 43 号 鳥取県被災者住宅再建等支援条例の一部を改正する条例 

           （住まいまちづくり課） 
議案第 44 号 鳥取県景観形成条例の一部を改正する条例 

（住まいまちづくり課） 
議案第 45 号 鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を 

改正する条例             （水環境保全課） 
議案第 50 号 鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

（住まいまちづくり課） 
議案第 62 号 財産を無償で譲渡すること（県営住宅高城第３団地） 

について                       （住まいまちづくり課） 
 



議案第 63号  財産を無償で譲渡すること（県営住宅手間第１団地及び 
手間第２団地）について    （住まいまちづくり課） 

議案第 66 号 権利の放棄（県営住宅家賃及び損害賠償金）について 
（住まいまちづくり課） 

議案第 67 号 権利の放棄（県営住宅家賃）について 
（住まいまちづくり課） 

議案第 85 号 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例及び鳥取県知事 
の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を 
改正する条例           （くらしの安心推進課） 

 
４ 請願・陳情の予備調査 
【新規分】 

陳情２年福祉保健第２号 
SNS 相談の相談体制の強化を求める意見書の提出及びとっとり SNS 
相談事業の利用の拡大・推進について 

陳情２年福祉保健第４号 
統合型リゾート施設整備方針の撤回等を求める意見書の提出に 
ついて 

陳情２年福祉保健第５号 
新型コロナウイルス対策及び疫学的検査体制の強化を求める意見書 
の提出について 

陳情２年福祉保健第６号 
厚生労働省による公立・公的病院名公表の白紙撤回と地域医療の充実 
を求める意見書の提出について 

陳情２年子育て・人財第７号 
保育関係者の早急な処遇改善について 

陳情２年子育て・人財第８号 
保育に係る公定価格の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のため 
の必要な措置を求める意見書の提出について 

陳情２年生活環境第９号 
被害の実態に即した性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める 
意見書の提出について 

 
５ 報告事項 
【福祉保健部】 
（１）鳥取県子どもの貧困対策推進計画 第二期（案）のパブリック 

コメントの実施について             （福祉保健課） 
（２）第７回全国高校生手話パフォーマンス甲子園の開催日の決定について 

                       （障がい福祉課） 
（３）鳥取県ロービジョン相談窓口の開設について   （障がい福祉課） 
（４）新型コロナウイルス感染症への対応について    （健康政策課） 
（５）「鳥取県医師確保計画」及び「鳥取県外来医療計画」のパブリック 

コメントの実施について             （医療政策課） 
 



【子育て・人財局】 
（６）第４回新時代子育て支援のあり方検討会の開催結果について 

                       （子育て王国課） 
（７）米子児童相談所施設内虐待事案及び当該事案に係る検証チームの 

設置について                  （家庭支援課） 
（８）公立鳥取環境大学の定員増等について     （総合教育推進課） 
（９）「令和元年度第２回鳥取県総合教育会議」の開催結果について 

                      （総合教育推進課） 
（10）「第３回今後の高校教育の在り方を検討する会」の開催結果について 

                      （総合教育推進課） 
 
【生活環境部】 
（11）令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン（案）について 

（環境立県推進課） 
（12）鳥取県自転車活用推進アクションプログラム（案）について 

（環境立県推進課） 
（13）2050 年脱炭素（二酸化炭素排出実質ゼロ）の表明について 

（環境立県推進課） 
（14）鳥取県廃棄物処理計画（案）について     （循環型社会推進課） 
（15）鳥取県生物多様性地域戦略（案）について       （緑豊かな自然課） 
（16）大山入山料徴収社会実験の結果と今後の取組について 

                      （緑豊かな自然課） 
（17）令和２年度鳥取県食品衛生監視指導計画（案）について 

                    （くらしの安心推進課） 
（18）鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正（案）に係る 

パブリックコメントの実施結果について  （くらしの安心推進課） 
（19）鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画（第５期）（案）について 

                  （くらしの安心推進課） 
（20）交通安全お守りマスコット・ドライブレコーダー搭載ステッカー 

デザインコンテストの実施概要について  （くらしの安心推進課） 
（21）ゲストハウス・民宿に係る建築基準法の取扱いについて 

                      （住まいまちづくり課） 
（22）令和元年度第３回上・下水道広域化・共同化に係る検討会の開催概要 

について                   （水環境保全課） 
（23）一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 

                         （水環境保全課） 
 
６ その他 
 
７ 閉 会 
 


