
米子市議会

議会報告会

本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。

～開かれた議会をめざして～
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議会について
 

米子市議会基本条例第1条 (目的)
   

   この条例は、二元代表制の下、合議制の機関で
ある議会の役割を踏まえ、市民及び市⾧等との関
係、米子市議会(以下「議会」という。)及び米子
市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等
の議会に関する基本的事項を定めることにより、
市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上
と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目
的とする。

（平成２６年７月１日施行）
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議会報告会について
米子市議会基本条例第５条の２ (議会報告会)

   議会は、市政の諸課題に対処するため、市民と
市政に関する情報及び意見を交換する場として議
会報告会を開催するものとする。

米子市議会議会報告会開催要綱抜粋   
   米子市議会議会報告会開催要綱を定め、自治連
合会４ブロックごとに、年１回開催する。
   報告会は、会派及び議員個人の見解を述べる場
ではないことに留意し、市民からの質問に対して
は、議会としての考えをもって回答する。
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市民・市議会・市⾧の関係

市民の声を市
政に反映させ
る
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委員会の構成について
議会運営委員会（8人）

【常任委員会】
総務文教委員会（9人）
市民福祉委員会（8人）
都市経済委員会（9人）
予算決算委員会（全議員26人）

【特別委員会】
基地問題等調査特別委員会 (８人)
原子力発電・エネルギー問題等調査特別委員会 (９人)

広報広聴委員会（８人）
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本会議と委員会の関係について
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委員会の様子

【予算決算委員会】 【総務文教委員会】 【市民福祉委員会】

【都市経済委員会】 【原子力発電・エネルギー
問題等調査特別委員会】

【広報広聴委員会】
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陳情:市民からの政策についての提案
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平成30年9月議会に提出された陳情書

同性パートナーシップの承認制度の導入に向けた協議開始を求める陳情

【日本海新聞、山陰中央新報】
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平成２９年度 決算
【一般会計決算】
歳入660億4,932万円、歳出646億3,269万円となり、
収支は13億2,555万円の黒字決算となった。

【前年度比較】
子育て関連経費やクリーンセンター⾧寿命化事業の
大幅増等により、民生費・衛生費が伸びた結果、全
体で対前年度比2.5％(15億7,617万円)の増となった。
・クリーンセンター⾧寿命化事業 24億4,721万円増
・保育所等整備計画 6億9,569万円増
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平成３０年度 予算
主な事業 金額（千円）

公共交通活性化推進事業 5,235
シティプロモーション推進事業 1,500
大山開山１３００年祭関連事業 81,401
米子城跡保存整備事業 33,903
ブロック塀緊急対策事業 131,346
準要保護児童・生徒就学援助事業(入学前支給分) 22,136
こども総合相談窓口運営事業 45,231
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平成３１年度 予算
主な事業 金額（千円）

非常用電源整備事業 117,467
本庁舎設備等整備事業 17,230
「ずっと元気にエンジョイ!よなご」フレイル対策モデル事業 8,163
未利用エネルギー活用調査事業 3,261
Ｙｏｎａｇｏ ヒカリ☆マチ アートプロジェクト事業 7,500
合併処理浄化槽設置事業 91,500
部活動指導員配置事業 3,202
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総務文教委員会
総務部
・シティプロモーションの推進による本市認知度の向上 
・自主防災組織の結成促進及び活動支援

総合政策部
・公共交通の利便性の向上（地域交通のビジョンづくり） 
・中心市街地（角盤町エリア・駅前周辺地区）活性化の推進 

教育委員会
・公共施設等総合管理計画に基づく施設の個別施設計画の策定  
・特別支援教育に係る取組の推進
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自主防災組織育成事業

平成３０年度 当初予算で可決

   災害時の被害の軽減を図るため、市民の共
助の精神に基づく自主的な防災活動を支援す
るとともに、地域の防災リーダーを育成する
必要がある。
   平成３１年３月現在、結成率が約７０％へ
向上した。
   (平成３２年度 計画目標である６４％を上回る。)
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小中学校普通教室空調施設整備事業

地球温暖化の影響による近年の猛暑の
影響により、児童の学習環境は以前と比
べて厳しいものとなっているため、児童
の学習環境を整え、健康を保持する必要
がある。

平成３１年度中に事業完了の予定。

平成３０年度 補正予算で可決
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本庁舎設備等整備事業

 

①１階多目的トイレ内
               ベビーチェア等設置
②自動火災報知設備改修
③スロープ等整備（東側玄関）
④本庁舎防犯カメラ設置事業等
       

平成３１年度 当初予算で可決
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市民福祉委員会
市民生活部
・自然環境の保全及び活用の取組
・米子市クリーンセンター⾧寿命化事業の実施 

福祉保健部
・介護予防・フレイル対策の推進 
・障がい者(児)の総合的な相談支援の充実 

こども未来局
・５歳児健診の適正な実施及び早期支援の実施 
・公立保育所の民営化、統廃合計画の構築
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５歳児健康診査事業について

平成３０年度 当初予算で可決
 

   発達や情緒に課題を持ち、集団行動の場面
で、社会性に課題がある子どもを早期に発見
することで児童や保護者の困り感に寄り添い
ながら早期に支援を開始する。
   児童への就学に向けて早期に適切な対応を
行い、併せて保護者の子育てや就学への不安
を解消することで、児童の健全な成⾧のため
の支援につなげていく。
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「ずっと元気にエンジョイ!よなご」
フレイル対策モデル事業

平成３１年度 当初予算で可決
 

   フレイルとは、運動機能や認知機能の低下、慢性
疾患などの影響で高齢者の心身が虚弱となった状態
のこと。
   要介護状態の発生を防ぎ、誰もがより⾧く元気に
活躍できるように健康寿命の延伸を図るために、早
期発見・早期支援を行う必要がありフレイル予防・
改善に有用な介入プログラムを作成し、フレイル状
態の進行抑制及び要介護状態の発生防止を図る。
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21

公立保育所の統廃合について ①

今後の方向性について議論を重ねていきます。

   公立保育所を統合建替えすることで、機能 
強化し、子育て支援拠点として整備する。
   幼児教育をより充実することで就学に向け
て円滑な移行ができるよう取り組む。
   関係保護者、保育需要、民間事業者の動向、

整備の緊急性等勘案したうえで柔軟な見直
しを行いながら進める。 
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公立保育所の統廃合について ②
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経済部
・企業誘致の推進と新たな工業用地の確保 

文化観光局
・米子城跡の保存整備の推進 

農林水産振興局
・６次産業化と農商工連携の推進 

都市整備部
・米子駅南北自由通路等整備事業の推進 

下水道部
・水洗化普及促進の強化

都市経済委員会
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市道安倍三柳線改良事業 ①

   市道外浜街道線から県道両三柳西福原線
（外浜産業道路）までの間の整備を行う。
   弓浜部の骨格道路と位置付けられている重
要な道路であり、市街地へのアクセスを容
易にし、交通渋滞の緩和を図るために事業
を実施する。
   ２０２０年度中の完成予定。

平成３０年度 補正予算で可決
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市道安倍三柳線改良事業 ②

【産業道路側より】 【浜橋交差点側より】
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特定空家等除却補助金

平成３１年度 当初予算で可決
 

   著しく管理が不全な特定空家等を対象として所有
者等が自ら除却する場合に必要な経費を助成する。
 

   特定空家等の除却を促し、地域住民の生命、身体
又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全
を図る。
   

   所有者等が自ら特定空家等の除却に取り組みやす
い環境を整備することで、所有者等による特定空家
等の除却が期待できる。
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米子城跡保存整備事業

今後の方向性について議論を重ねていきます。

米子城跡を適切に保存し後世に伝えていくとともに、その
活用を図るため、保存活用計画（平成28年度策定）及び整備
基本計画（平成30年度策定）に基づいた史跡整備を行う。

史跡として適切に保存し、後世に伝えていくとともに、市
民がその価値や魅力について理解を深められるよう、活用・
整備を図っていくことが必要である。

平成31年度は、史跡保全と来訪者の安全を確保するため、
危険木の伐採を行い、倒木による遺構への影響を防止し、ま
た発掘調査を行い、園路整備に向けた資料収集を行う。
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広報広聴委員会（その１）
【議会だより】
より読みやすい広報紙をめざし、
①文字を大きく、 ②紙面のレイアウト変更、 
③表紙の写真の募集、④裏表紙をカラーに変更。

【議会ホームページ】
より議会の情報を公開するために、
①予算決算委員会のインターネット中継開始
②インターネット中継の案内をわかりやすく
③委員会の会議録の公開開始
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広報広聴委員会（その２）
【議会報告会でのアンケートより】
・事前に資料の掲載をしてほしい。
   → ４月１日より掲載しました。
・意見交換の時間を⾧くしてほしい。
   → 時間配分を見直しました。

より開かれた議会報告会の開催をめざします。
また、皆様の貴重なご意見をお待ちしております。
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