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平成

あ

ま

し

年 月定例会の

ら

開会日の４日には、まず、市

長から「工事請負契約の締結に

ついて（旧米子市清掃工場解体

工事）
」
などの議案 件について

審査の後、原案のとおり可決さ

のとおり可決されました。次

提案理由の説明があり、原案

について」の議案１件について

議案等審議結果一覧表………13・14

れました。次に、市長から「米

市政一般に対する質問……3〜13

子市職員の退職手当の支給に関

意見書……………………2 ・ 3

に、市長から「平成 年度米子

定例会のあらまし………1 ・ 2

件及び報告９件について提案理

の制定について」などの議案

て」などの議案４件について提

市一般会計等の決算認定につい
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政一般に対する質問が行われま

６日、７日、 日及び 日の

し、閉会中に継続して審査する

する決算審査特別委員会を設置

については、９人の議員で構成

日、 日、 日から 日ま

明があり、委員会審査の後、原

から「調停の受諾について」の

果、いずれも、委員長報告のと

情の審査報告があり、採決の結

委員会の委員長から議案及び陳

最終日の 日には、まず、各

改正に関する意見書の提出につ

議により「割賦販売法の抜本的

がありました。続いて、議員発

の額の決定について）」の報告

る専決処分について（損害賠償

に、市長から「議会の委任によ

いて」などの議案３件が提出さ

おり決しました。次に、議員発

業務及び学校給食調理業務の民

れ、いずれも、原案のとおり可

議により「公立保育園給食調理

間委託の実施に関する附帯決議
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案のとおり可決されました。次

議案１件について提案理由の説

ことに決しました。次に、市長

４日間は、 人の議員による市

11

20

び陳情の審査等のため、委員会

18

で及び 日の６日間は、議案及

した。
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14

25

が開催されました。

13

10

由の説明及び報告がありました。 案理由の説明があり、この議案

12

する条例の一部を改正する条例

提案理由の説明があり、委員会

容

内

9

平成 年９月定例会は、９月
27

期で開かれました。
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な

主

19

19

４日から 日までの 日間の会
米子市議会・境港市議会中海問題等調査特別委員会合同による中海の自然再生に関する勉強会のようす

（）
決されました。

なお、今議会は、平成

19

年

41

度米子市一般会計補正予算（補

合計

正第３回）における公立保育園

8

及び学校給食調理業務並びに一

陳情

14

般廃棄物収集運搬業務の民間委

10

託に係る債務負担行為について、

報告

13 41

特に議論が交わされました。

23

今回審議された案件は、別表

議案

のとおり 件で、審議結果につ

件数

いては、 ・ ㌻の一覧表のと

区分

おりです。

今定例会開会中に開催され
た特別委員会は、次のとお
りです。

■中海問題等調査特別委員会

（９月 日開催）

⑴第 回中海水質汚濁防止対

策協議会について

▽意見書▽

⑵第２回中海自然再生協議会

について

⑶中海沿岸５市町議会議長連

絡協議会について

⑷今後の取組について

■行財政改革問題等調査特別委

・民間委託等について

員会（９月 日開催）
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34 14

別表

9 月定例会で可決された意見書は、次の 3 件です。

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高
額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなるものである。
現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売
が繰り返されたり、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法その他の詐欺的商法の被害が絶えないところであ
る。このようなクレジット被害は、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちとなるクレジット契約の構造的危険性から
生じる病理現象であると言える。
経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、平成１９年２月か
ら、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込
みにある。今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジッ
ト被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。
よって、国会、政府におかれては、割賦販売法改正に当たっては次の事項を実現するよう強く要望する。
記
１ 過剰与信規制の具体化
クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
２ 不適正与信防止義務と既払金返還責任
クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・
解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
３ 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止
１～２回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象
とすること。
４ 登録制の導入
個品方式のクレジット事業者（契約書型クレジット）について、
登録制を設け、
契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成１９年９月２７日

米子市議会

衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 経済産業大臣 様

保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書

歯や口腔を健康な状態に保ち、そしゃくや口腔機能を維持・回復することは全身の健康の増進や療養・介護のＱＯＬを向上させ、国民医
療費節減にも役立っていることが「８０２０運動」によって実証されている。
また多くの国民は、歯科医療について保険の利く範囲の拡大と自己負担の軽減を強く望んでいる。
しかし現実の歯科医療では、歯科診療報酬が抑制されているため、このような国民の要望に反して保険給付範囲が年々縮小されている。
例えば平成１８年の診療報酬改定では、歯周病の定期的管理の条件が厳しくされ、日本歯周病学会員の８２％が「歯周病の治療ができに
くくなった」との調査結果 ( 宮崎・鹿児島・沖縄３県歯科医師会会員並びに日本臨床歯周病学会会員アンケート ) に端的に示されているように、
事実上歯周病の治療・定期的管理は保険で行えなくなった。
また義歯の作成・調整のための診療報酬が低く抑えられるとともに厳しい条件が付加されたために、従来以上に保険でよりよくかめる入れ
歯の提供が困難になっている。
これらのことから、歯科医師だけでなく、歯科衛生士、歯科技工士の労働環境も一段と厳しくなり、各地の歯科衛生士や歯科技工士養成
所で廃校、定員割れが起きているなど、将来の歯科医療確保さえ危ぶまれる状況に陥っている。
このような事態を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障をきたすだけでなく、国民医療費の節減にも逆行することになりかねない。
よって、国会、政府におかれては、保険で歯周病の治療・管理が十分にできるとともに、保険でよりよくかめる入れ歯が提供できるなど、
保険でよりよい歯科医療が行えるよう強く要望する。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成１９年９月２７日
衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣

米子市議会
様

（）

日豪ＦＴＡ交渉、畜産酪農危機・地域農業の確立に関する意見書

農畜産物輸出大国オーストラリアとの日豪ＥＰＡ・ＦＴＡにより輸入農畜産物関税撤廃となれば国内農畜産業は壊滅的な状況となる。単に農畜産物の
生産減少にとどまらず、約６割の耕作面積の減少による国土保全機能の破滅、さらには農業・食料関連産業等地場経済への影響も甚大である。
鳥取県の酪農は、全国と同様、牛乳の減産、乳価の低下、そして、海外の穀物・エネルギー事業によるえさの高騰と三重苦の影響にある。
平成１９年も、えさの高騰や生産調整がより厳しくなる見通しであり、近年夢を抱き、規模拡大した後継者にとって展望の見えない状況である。
また、和牛等肉牛農家にとっても、えさの高騰は死活問題となっており、危機的な現状である。
品目横断的経営安定対策等の新農政が今年度から実施され、鳥取県では、対象となる麦・大豆の作付も環境的に厳しく、メリットが少なく米の生産
意欲の減退は必至である。集落営農の組織化も進んでいない。中山間地では、米作すら放棄され、耕作放棄地の急速な増加につながる懸念がある。地
域農業は、農山村の環境を保全し、地域の人間関係・地域の文化をはぐくんできたものである。特に、集落の営農はよき共同社会であった集落の人間
関係を再生しつつ、地域農業を子どもたちに残し、つないでいく重要な手段であり、地域農業の確立につながる施策が必要である。
よって、国会、政府におかれては、下記の事項について実現されるよう強く要望する。
記
１ ＷＴＯ、日豪ＥＰＡ・ＦＴＡ交渉では、農畜産物の関税撤廃、上限関税などに反対し国内農業を守り、安全・安心・安定した食料を確保すること。
２ 畜産・酪農家が安心して生産を継続できるよう、金融対策はもとより、飼料稲等による自給飼料の確保、地産地消の拡大による、牛乳・牛肉等の
消費拡大に政府・行政挙げて取り組むこと。
３ 新経営所得安定対策は、中山間地域など農村の実態からかけ離れており、集落営農の条件の多様化・弾力化、中小農家支援などの地域農業の確
立策を講ずること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成１９年９月２７日

米子市議会

衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 農林水産大臣 様

公立保育園給食調理業務及び学校給食調理業務の民間委託の実施に関する附帯決議

平成１９年度米子市議会９月定例会に提案された「議案第１２３号平成１９年度米子市一般会計補正予算（補正第３回）
」のうち、債務負担行為に
ついては、一般廃棄物収集運搬業務の債務負担行為期間を修正の上で議決したところであるが、当該議決した債務負担行為の執行につき、下記のとお
り附帯決議する。
記
本市業務の民間委託の推進は、行財政改革等の観点から必要かつ欠くことのできないものであり、将来的に市財政の健全化に大きく寄与することは明
らかである。
来年度から地方財政を判断する新たな財務指標の導入等、この１、２年の決算値は大変重要な意味を持つものであり、短期的な経費の負担増をもた
らす民間委託については、健全な予算執行を図る観点から、その実施時期について慎重な判断が求められるものである。
同一業態との判断からあえて分割しなかった公立保育園調理業務及び学校給食調理業務の民間委託についても、それぞれの年度当たりの経費を精査
され、円滑な移行が図られるよう、同議案に係る附帯決議として強く求めるものである。
平成１９年９月２７日

市政一般に対する質問

員会に諮るため、 年に策定し

た旧基本計画の検証、総括、市

民アンケート、ヒアリング等の

結果をもとに活性化の基本方針、

目標設定、区域の設定、事業の

選定等の検討に取り組んでいる。

11

質問と答弁については、紙面の都合上、１人２項目以内として、

要約して掲載しました。

や わ た よしひろ

る市の方針及び整備費を伺う。

■議員 今回策定する基本計画

■市長 今後の方針は、現在策

議 員（ 未 来 ）

■議員 まちづくり３法の改正

定中の中心市街地活性化基本

八幡 美 博

を受け、国に対して計画の認定

計画との整合性及び地元調整

では、生活環境の整備に関して、

申請を行うため、本市では新た

を図りながら検討したい。な

紺屋町及び四日市町の下水道整

な基本計画の策定に取り組んで

お、整備費は、現在の材料費

備は欠かせないが、これに対す

いる。そこで、①協議会の設立

及び労務費等で推定すると、約

中心市街地活性化について

業の選定の検討③計画策定に関

１億３０００万円が必要である。

②数値目標、区域の設定及び事

する基本方針 を
―伺う。
■市長 ４月に商工会議所を中

年度末における公共

生活排水浄化対策について

■議員

心として、ＮＰＯ法人、行政で

下水道、農業集落排水、合併処

構成する協議会準備会を設立し、

の検討、答申などを目的とする

18

民間事業の調整、提案、計画案

活性化協議会の 月中の設立を

費、市債はそれぞれ幾らか。

目 指 し て 、 協 議 を 重 ね て い る 。 理浄化槽の水洗化戸数、総事業

基本計画の策定状況は、検討委

11

米子市議会

（）

問の考えはないのか。

約１年７か月となったが、市長

しようとしているのか、見えて

２０１１年７月までに講じたい

こない。そこで、市長として何

■下水道事業監 水洗化戸数は

ゃんの全戸訪問は、望ましいと

として何をやりたいのか、何を

は思うが、電話連絡等を行い訪

■市長 生後４か月までの赤ち

⑵市と県で区域を分け、障害

をやりたいのか、それを実現す

と考えている。
が残る区域の調査を行い、適切

問を依頼された家庭、訪問が必

約３万２２００戸、約４６００
費は約１１６４億７４０２万円、

戸、１９０１基であり、総事業
な対策を講じたい。

１８４億９１０４万円、９億９

るためにどのような手法を考え

の り こ
明 党）
議 員（ 公
議員団

要とされる家庭に対しては、母

はら

原 紀子

⑶現在の市営住宅のテレビ共

２４２万円であり、市債は合併

と思っている。厳しい財政状況

■市長 当面の課題は２つある
たい。

の下で、持続可能な財政基盤を

ているのか伺う。

年の完全移行までに改修してい

■議員 前述のように、交付金

子保健推進員による訪問を行っ

きたい。

ており、この対応を続けていき

地上デジタル放送対策につ
いて

るため、きちっと申請をして、 対に必要なことだと思ってお

確立することが本市にとって絶

対応していないので、２０１１

内及び認可区域外の戸数を伺う。
■議員 ２０１１年７月に地上

り、このことがひいては市民サ

デジタル放送へ完全移行するに

来年度からでも全戸訪問を実施

つながるものと考えている。ま

ービスの向上と米子市の発展に

■下水道事業監 それぞれ約３

されることを強く要望する。

万８６００戸、約１万４７００

（その他の質問項目）

た、財政の健全化を図ると同時

生後４か月までの全戸訪問
事業（こんにちは赤ちゃん
事業）について
■議員 生後４か月までのすべ

〇いたずらによるブロックや壁

に、総合計画の４つの基本目標

当たり、私たちの周りでも様々

すべて下水道で対応した場合、 こで、以下の公共施設周辺の受

ての赤ちゃんに対して、全戸訪

や家への落書き対策について

に沿ったまちづくりを進めてい

な問題や不安が生じている。そ
信障害対策をどのように考えて

問すべきと考えるがいかがか。

と事業所間の防災協力・連携

■市長 第２子以降に対しては、 〇災害時における地方公共団体

認可区域外の地域を

１００㌫普及するのに何年かか
いるのか。

訪問が必要とされる世帯への対

円である。総事業費の２分の１

■議員 本市の下水道は、公共

公共建築物の下水道本管へ
の接続がなぜできないのか

く所存である。

⑵市と県の住宅供給公社が安

⑴市庁舎を含む市有建物

の促進について

現在の予算

応としたい。

債は幾らか。

倍彦名団地に設置している受信

■議員 次世代育成支援対策交

■下水道事業監
規模で推移した場合、約 年を

障害対策用の共同アンテナ

付金は、 年度予算で３６５億

■市長 ⑴市が受信障害対策の

ずつを国と市町村で負担をする。

下水道と農業集落排水の２本立

⑶市営住宅

４６０億円である。

ために設置している共同受信施

子育て支援事業などの次世代育

７００億円で、うち市債は約
■議員 認可区域外の地域を市

成支援対策に関する事業の実施
に必要な経費は、個別事業ごと

と考えているが、デジタル放

交付額を決定し配分される。以

られたポイントの合計に対して

長に連続当選され、残る任期も

市米子」の実現を選挙公約に市

■議員 市長は、「生活充実都

排水で７か所が公共建築物と未

公共下水道で か所、農業集落

説明があったにもかかわらず、

きるだけ早く、遅くとも３年以

が開催され、本管との接続をで

た。供用開始前には地区説明会

快適な生活ができるようになっ

てで整備され、処理場も完成し、

設は、現在のアナログ放送にし
の対策が必要である。デジタル

に交付するのではなく、各市町

松井義夫

か対応していないため、何らか
放送は、アナログ放送と比較し

業計画を総合的に評価し、定め

村の次世代育成支援に関する事

は幾らか。
■下水道事業監

策が必要な世帯は減少するもの

て受信障害は起こりにくく、対

送においてもなお受信障害が懸

４か月までの赤ちゃんの全戸訪

上を踏まえて再度伺うが、生後

20

内には接続をお願いしたいとの

（その他の質問項目）

念される区域の調査を行い、そ

市長として米子市をどのよ
うにしたいのか

〇住民参加型公募債について

の区域に応じた適切な対策を

いて

○駅前サティ横簡易駐車場につ

１１０億円である。

１９０ 億円で、うち市債は約

設置費は約

応した場合、総事業費及び市債

19

31

町村設置型合併処理浄化槽で対

まついよしお

議 員（ 新 政 会 ）

要する。また、総事業費は約

■議員

るのか。また、総事業費及び市

戸である。

の配分方法等にもかかわってく

聴設備は、地上デジタル放送に

処理浄化槽を除き、６１２億４
４９５万円、 億 万円である。
70

■議員 現在の下水道認可区域

83

ないのか。なぜ接続できないの

市民にお願いするのが筋道では

接続である。市が手本を示して

相談又は相談機関の紹介、カウ

■福祉保健部長 被害者からの

分はあるのか。

その経費は国・県からの予算配

■議員 地球温暖化に対する対

地球温暖化対策について

か。

に対する市長の認識と自治体の

策は、国規模や世界規模で取り

果たす役割について伺う。

ンセリング、被害者及び被害者

援護等に関する制度の利用につ

■市長 地球環境問題は、人類

■市長 これまで主に財政的な

いての情報提供等々援助の項目

組むべき問題だと考えるが、地

り、市有施設は接続を推進して
が挙げてある。なお、県による

の同伴者の一時保護など多種多

いかなければならないと認識し

の将来にとって大きな脅威とな

様にあり、その他には住宅確保、 球温暖化をはじめ地球環境問題

ているので、今後、年次的に順
と、国からの交付税措置がなさ

る地球的規模あるいは地球的視

施設があるが、議員指摘のとお

次接続していきたいと考えてい
れる予定があるとのことであっ

野に立った環境問題で、その発

理由により接続がおくれている

る。

生源や被害が広範に及ぶことか

量は同基準年比６・８㌫の削減

の 年度に比べて ㌫、水使用

らスタートした財政健全化計画

大前提であるが、平成 年度か

サービス低下が生じないことが

議 員（ 新 風 ）

さかえ

という効果が生じている。

たにもと

谷本 栄

民間委託計画について

と、新たに年間５億円以上の財

政出動が必要な民間委託推進計

得できる説明をお願いしたい。

画との関係について、市民が納

■市長 行財政改革大綱及び実

施計画でも、民間委託の経費は

３億７０００万円程度盛り込ん

でいたが、その後、職種転換に

応じた職員が推計した当時より

が増加した。これについては、

多くなったため、その分委託料

ンターを設置する考えはないか。 ら、国際的な枠組みでの対策が

示 さ れ た 定 員 適 正 化 計 画 に は 、 強化することにより歳入の増に

■議員 配偶者暴力相談支援セ

必要とされている。地球環境問

た。

お願いをするという形をとって
■市長 県が昨年６月、西部福

人 の職 員を 削減 す る と あ っ た 。 これまで住民ニーズに対応でき

５年間で 人、 年間で１４１

職員の人件費削減や徴収体制を

いただきたい。

題の対策を効果的に進めていく

本市独自の設置は考えていない。 ェア、環境講習会の開催などを

の充実を図っ た ば か り で あ り 、 であるので、本市では、環境フ

実施内容には「平成 年４月か

また、今回示された民間委託の

住民サービスの向上に努めたい。

なかった部署にも職員を配置し、

努め、対応していきたい。また、
ためには、市民の協力が不可欠

いて

○ジャスコ日吉津店の増床につ

明することは大変な負担である

を回って特殊事情を繰り返し説

いる被害者にとって、担当窓口

■市長 精神的に憔悴しきって

どのようにされているのか。

バイオレンス被害者への対応は

■議員 本市のドメスティック

検証について伺う。

が、ＩＳＯ１４００１の成果の

でいきたい」と報告されている

し、今後とも積極的に取り組ん

出抑制、地域の環境保全等に関

得を機に、地球温暖化ガスの排

■議員 市長は「ＩＳＯ認証取

の現業職場には職種転換をしな

成 年 月の時点で、それぞれ

たのは、一括民間委託をした平

■市長 以前「段階的」と申し

との整合性を伺う。

適正化計画と民間委託推進計画

記載されている。そこで、定員

による業務の効率化を図る」と

通じて啓発の取組を行っている。 ら段階的に実施又は非常勤職員

換目標 人に対し、希望者が１

■議員 技能労務職員の職種転

の経費を見込んでいる。

費、衛生管理費、福利厚生費等

■市長 人件費のほか、消耗品

事業の委託料の内訳を伺う。

事業と保育所給食調理業務委託

■議員 学校給食調理業務委託

うにしている。

ともに、必要な手続が行えるよ

利用できる制度の説明を行うと

なデータを挙げると、 年度の

揚に大変効果があった。具体的

をするとともに、環境意識の高

一人ひとりが環境負荷の再認識

である。

民間委託をしていくという意味

の退職に伴って順次その部分も

い職員が残っており、その職員

約 ㌫と見込んでいたが、実際

■市長 職種転換希望者を当初

どおりに実施できなかったのか。

を抱えることになる。なぜ計画

２９人になったことで余剰人員

17

50

90

あらゆる暴力のない米子市
を目指して
■議員 配偶者暴力相談支援セ

には約 ㌫の希望者があり、増

76

しょうすい

口を設け、婦 人 相 談 員 に よ り 、 ■市長 この取組を通じて職員

ため、本市では福祉課に相談窓

20

■議員 民間委託は財政効果と

いとう

10
二酸化炭素の排出量は、基準年

議 員（ 未 来 ）

57

4

入の増大について

祉保健局に同センターの機能を

■議員 平成 年７月に議会に

17

持たせ、西部地区の被害者支援

■議員 今後の施策には、市が

23

（その他の質問項目）

18

〇土地規制の大幅な見直しと歳

手本を示して、それから市民に

11

20

ンターの業務内容を伺う。また、

伊藤ひろえ

（）

するよう努力している。そこで、 ていたということだが、現在ど

事務を市民のより身近なものに

国への特区申請を行い、自治体
介護保険給付費を不正に請求し

の期間があったにもかかわらず

ことであり、デメリットは 年

康状態を評価することができる

用により、職員の勤務実績、健

員になったためである。
■議員
市長の権限委譲に対する考え方

ういった処理がされているのか。

場合によっては図書館運営に影

間で培った経験や能力が失われ、

年度は約８億円の基

字が発生していないが、市民説

金を取り崩したため、単年度赤
■福祉保健部長 文書で行政指

かじめ市に協議し、条例を制定

対し、人員配置、資格等の監査

■議員 市内５か所の事業所に

確保する方策を検討したい。

加えるなどして、優秀な人材を

に実務経験や図書館司書資格を

規採用に当たっては、受験資格

響があることである。今後の新

を伺う。

なかがわけんさく

本当に５億円もの支出が可能な
することにより特例的に行われ

回答を待ちたい。

のか。５億円の支出に係る財政

館の学校図書館支援は、米子方

■議員 学校と保育所の給食調

■議員 市の公用車を使用して

式として全国的に注目されてい

学校図書館に毎日配本する図書

のではないか。

る。来年度から公用車を使用し

をした結果、不正が見つかった

■福祉保健部長 市に指定権限

理業務の民間委託は、保護者の

ということだが、ほかにもある

のあるグループホーム、小規模

た庁内文書等の配送が民間委託

不安が大きく、委託業者の選

るものであり、真に住民に身近

■副市長 逐一の数字の公表は、 性の高いものなどであれば、積

示してほしい。

なければならない。

極的に権限委譲を検討していか

される予定だが、学校図書館支

託業者選定委員会が設置されて

定は重要である。どちらにも委

な事務で、市が行った方が効率

控えさせていただきたい。

多機能居宅介護等には、来年度

■教育長 現在のサービスが低

援への対応はどうするのか。

いるが、専門的な能力が必要で

給食調理業務民間委託につ
いて

（その他の質問項目）

など現状はどうなっているのか。 中にその半数を訪問調査するこ

■議員 県との権限委譲の協議

■議員 市が信頼を受けるため

ととしている。

〇自治体財政健全化法について

■市長 県は、地方分権の議論

にも監査を実施すべきだが、人

選定基準を明らかにすべきでは

権限委譲の働きかけを一層推進

ないのか。

ある委員会の構成は万全なのか。

■議員 図書館の人員体制の都

員体制の充実が必要ではないか。 たい。

合で、学校への長期団体貸出し

し、これまで随時、権限委譲の

年度から県

必要ではないのか。

学校支援体制のさらなる充実が

学校長、栄養士のほか、保育園

安全課長、給食調理員、園長・

会は、県西部総合事務所生活

給食の調理業務受託者選定委員

と一緒に給付費の適正化に取り

協議を受けて き た 。 そ の 結 果 、 ■福祉保健部長

■議員 給付費の適正化をする

■教育長 本年度から図書館職

保護者の代表・ＰＴＡ役員等で

この 年間で 項目に及ぶ事務

ために、通知書を発行すべきで

員の勤務体制を見直し、教育委

構成されており、多方面から意

ま さ き

はないのか。

員会事務局が配本を実施するこ

もり

■福祉保健部長 不正なサービ

ととした。

組むが、人員配置等配慮したい。 が ３学 期 に で き な い よ う だ が 、 ■市長・教育長 保育所と学校

ス利用が見受けられる事業者を

見を聞くこととしている。なお、

の権限委譲を受けており、本年
月 日からは、２つの都市計

分析するなど、効率的な通知書

■議員 学校図書職員の 年上

選定基準は、公平な選考に支障

議 員（ 未 来 ）

画法関係の事務も追加して受け

の発送を今後の課題としたい。

限の任用期間設定について、メ

を来すため、現時点では公表し

森 雅幹

る予定である。

（その他の質問項目）

ていない。

真に市民生活の向上を第一義に

い」などの縄張り行政を廃止し、

県だ、これは市の事務ではな

■議員 「これは国だ、これは

■議員 市内で営業しているコ

■教育長 メリットは単年度雇

リット、デメリットを伺う。

介護保険給付費の適正化に
ついて

考えなければならない。自治体

〇現業業務の民間委託について

事務の見直しについて（県
の権限委譲について）

20

ムスンの施設を、６月に県と一

69

によっては、積極的に県に対し

30

10

下しない方法で引き続き実施し

が高まってきた９年度ごろから

的な根拠、きちんとした数字を

図書館について

中川健作

明会の資料でも明らかである
毎年基金を取り崩さない限り歳

11

入が不足しているように見える。 地方自治法に基づき、県があら

基本的な役割 分 担 が あ る 中 で 、 求に該当するかどうかは、県の

導をしているが、内容が不正請

議 員（ 未 来 ）

10

ように、決算では 年度を除き、 ■市長 権限委譲は、県と市の

18

て権限委譲の申入れを行う一方、 緒に監査をした際、職員の不在

10

11

（）

■議員 委託後の評価を専門的

に流出し、大気中に放射性物質
制度の改善が迫られている。こ

公正な選挙を実施していく上で

害する事例が報告され、自由で

営できるよう協力していく責任

今後のあり方、道筋を模索し運

政の一端を担ってきた福祉会に、

が市にあるのではないのか。

が放散するという事態を引き起
の不在者投票で投票権を侵害し

■市長 今後の本市の保育行政

こした。そこで、中国電力に島
根原子力発電所における安全性
たとされる事例はなかったのか。

員会を設置すべきではないか。
■福祉保健部長 評価委員会を
確保に向けての取組状況をただ

な視点で行うため、外部評価委

設置することにしている。その
■選挙管理委員長 通報事例は

どに関する評価はできる。

衛生管理や教育カリキュラムな
れるまでの間、住民を危険にさ

に対し、安全性の確保が確認さ

原発が稼働され続けている事態

から各指定病院等に行われてい

せるという働きかけが、県選管

第三者に依頼し透明性を向上さ

■議員 投票立会人を施設外の

■議員 市は福祉会を外郭団体

行 の 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 で は 、 修繕が必要な園舎、老朽化によ

■議員 校舎など学校施設の耐

校舎など学校施設について

な協力はしていきたい。

ることは重要であるので、必要

織、運営方法等の見直しをされ

運営に向け、長期的な視点で組

を推進する上で、福祉会が自主

なかった。

かどわき く に こ

すと同時に、現に不十分だった

議 員（ 未 来 ）

中には県の生活安全課長や本市

■教育長 学校給食運営委員会
らす原発の稼働を一時停止する

として、施設整備や運営費など

門脇邦子

の栄養士も加わっているので、 ことが明らかな耐震設計による

のメンバーを中心に評価委員会

るが、市内にある の指定病院

福祉会について

を設置したい。必要であれば、 よう求めることが必要だと考え

国の耐震設計審査指針に基づき

業の充実を図ってきたが、近年、

を補助し、本市における保育事

■市長

るがいかがか。

等での実施状況を伺う。

専門家を入れることも研究して
（その他の質問項目）

１・２号機の設備に与える影響

を基にした島根原子力発電所

子力発電所で観測されたデータ

主的な検討として、柏崎刈羽原

価実施計画書の見直しなり、自

査の実施による耐震安全性評

い。なお、安全対策は、地質調

停止を求めることは考えていな

付けがなされていないが、選挙

の立会人を選任することの義務

下では、施設職員以外の第三者

■選挙管理委員長 現行制度の

えるがいかがか。

による立会いは重要であると考

上させるためにも、この第三者

■議員 選挙事務の透明性を向

選任している。

施設が施設職員以外の立会人を

画や財政状況等を総合的に勘案

で、本市の公立保育所の改修計

会が整備計画を作成された段階

要であると考えているが、福祉

■市長 福祉会の自助努力が必

育園の改築は可能なのか。

ように、市の関与なしで河崎保

生保育園が移転改築したときの

要であると考えるが、 年の福

の要望も強く、緊急に改築が必

化の激しい河崎保育園は、地元

ままになっている。中でも老朽

ど早急に対応すべき問題がその

校舎、成実小屋内運動場、市立

⑶Ｉｓ 値０・３未満の和田小

６校 棟である。

湊山中、後藤ヶ丘中、淀江中の

である。

で ・１㌫（１０１棟中 棟）

■教育長 ⑴ 年４月１日現在

それのある施設

越沖地震クラス）で倒壊するお

⑶震度６強の地震（新潟県中

⑵未実施の施設

⑴実施状況

震診断について以下伺う。

の概略検討等について取り組ん

が自由かつ公正に実施されるた

受けながら運転されているため、 ち、投票を実施した 施設中

でいると聞いている。

めには、第三者等の公正な立会

米子養護学校屋内運動場、加茂

り改築が望ましい園舎があるな

市内にある の指定病院等のう

日本共産党
米 子 市 議 会）
議 員 団

設計され、国の認可及び指示を

おかむら え い じ
議 員（

原発の安全確保を求めて
（安全性が確保されるまで
運転停止を）
■議員 ７月に発生した新潟県
中越沖地震で、東京電力柏崎刈

し、対応していきたい。
（その他の質問項目）

と考えている。

⑵河崎小、就将小、淀江小、

19

14
人を選任することは重要である

中特別棟の４棟である。
〇狂犬病対策の充実を

羽原子力発電所では運転中の原

■議員 就将小及び湊山中の屋

内の地盤沈下、変圧器の火災、 ■議員 指定病院等の不在者投

子炉が緊急停止したほか、敷地

票において、施設関係者による

不在者投票の透明性の向上
を

■議員 市はこれまで実質、公

自然界に存在する量以下とはい

投票誘導など、公正な選挙を阻

88

そこで、設立以来本市の保育行

度が古いにもかかわらず耐震診

福 祉 会 の 運 営 に 関 わ っ て き た 。 内運動場は、市内で最も建設年

13

30

○旧加茂川の環境改善について

島根 原 子 力 発 電 所 は 、 ■選挙管理委員長 本年７月施

みたい。

32

立保育所に準ずる保育園として

32

え二次的に放射能を含む水が海

87

13

岡村英治

（）

考えていたので、耐震診断を行

■教育長 老朽化による改築を

施なのか。

断が行われていない。なぜ未実

動きがあると聞いており、本市

ネス交流なども活発に行われる

る。文化交流、民間交流、ビジ

際便も利用されるように思われ

り安全な空港としてますます国

容は、空港敷地外 ㍍は新駅に

検討がなされている。計画の内

路の供用開始までに整備を行う

土交通省、県等関係機関で滑走

どを総合的に考慮しながら、国

利便性、県道横断時の安全性な

なって、男女共同参画社会の実

体、関係機関、企業等が一体と

を与えるため、国、地方公共団

会経済全体に極めて深刻な影響

ドはエレベーターと階段で昇降

付きの横断歩道橋とし、両サイ

付きの歩道を、県道部分は屋根

に沿って、本市も米子市次世代

■議員 国の少子化対策基本法

に対し、平井知事が搭乗率向上

れた経過を説明された。これ

問題視され、今回運休を考えら

■市長 米子ソウル国際定期便

伺う。

を支出しているが、その現状を

■議員 米子ソウル便に負担金

責務の遂行が一番であり、一地

からない。少子化対策は国家的

をどう把握すればいいのか分

るのか、この計画の進ちょく度

どう少子化対策につながってい

対策なのか、やっていることが

いと思う。そこで、①どうして

約のあり方も検討してみてもい

して、１３０万円以上の随意契

に期待をしている。これに呼応

しされようとしているが、非常

制度が審議会にかけられ、見直

た。このたび、本市の補助金の

多さと膨大な金額には驚かされ

■議員 本市の随意契約の数の

随意契約の見直しについて

に努めていきたい。

世代育成支援施策の啓蒙・啓発

らゆる機会を通じて、本市の次

に、議員提案の行動も含め、あ

整備などの取組を進めるととも

現や子育てのできる雇用環境の

っていなかったが、耐震診断の
にとっても計り知れない経済効

する計画である。また、空港敷

たけうち え い じ

実施も含め、今年度を目標に策

果があると思 わ れ る 。 そ こ で 、 トイレ付き待合施設と平面屋根
いて伺う。

地内約２００㍍は平面屋根付き

育成支援行動計画「よなごっこ

議 員（ 新 風 ）

アシアナ航空との話し合いにつ

をはじめ行政関係者及び経済界

築することが明記されており、 ■市長 ８月 日に鳥取県知事

■議員 第７次総合計画には改

の関係者等と一緒にアシアナ航

未来応援プラン」を作成し、努

竹 内 英二

施年度を考えていきたい。

定する年次計画の策定の中で実

地域の災害避難場所にもなって

の歩道の設置を、県から国土交

力をしているが、どれが少子化

策、緊急支援策を提案され、そ

利用促進実行委員会に、旅行会

方都市の対応で前進する事柄で

少子化対策における企業へ
の啓蒙・啓発について

いるため、安心・安全の確保を

通省に直轄で事業化されるよう

の結果、 月 日からの運休決

社に対する商品造成支援やリム

はないが、できることは努力す

カンジュアン

空の本社に伺い、姜柱安社長と

働きかけをされている。

定は保留・再検討となり、当面

板による利用促進ＰＲなどを使

運航が継続されることとなった。 ジンバスの運行支援、広告や看

カン

最優先にし、緊急度の高い施設
便の他路線と比較した落込みを

議 員（ 新 政 会 ）

面談した。姜社長は米子ソウル

50

からの整備を要望する。

おざわみつお

尾沢三夫
米子空港のソウル便と滑走
路延長問題について

28

定期便で、この圏域の国際交流、 途として、 年度に約７００万

米子ソウル便は山陰唯一の国際

べき責務もあると思う。そこで、 もそこに頼るしかない、他をも

28

携して、搭乗率向上のための施

考えているので、関係機関と連

発展にとって大変重要であると

〇市長の政治姿勢について

（その他の質問項目）

円の負担金を支出している。

発活動を始めてみてはどうか。

深めていただくような啓蒙・啓

を要約し、市民や企業に理解を

「よなごっこ未来応援プラン」

を、随意契約から競争入札に切

入札が適当と思われる委託事業

適正価格の再設定を図る②競争

洗い直し、値下げ交渉を通じて

ってしてもかえがたい委託先を

野坂市長、中村境港市長等の素

どのような計画で進んでいるか。

境線新駅から空港への通路は、

■議員 滑走路延長に伴うＪＲ

の低下と採算面から休止すると

○米子駅バリアフリーについて

り替える 等の手段を考えてみ

早い対応で休止は回避され一安

■市長 新駅から空港ビルの間

いう報道を大変な驚きで聞いた。 策を実施し、官民挙げて存続に

■市長 少子化対策には、総合

心したところだが、米子空港は

約２５０㍍を直線で、利用者の

○線引きについて

山陰の空の玄関として２５００

幸いなことに平井鳥取県知事、 向けて努力していきたい。

㍍に滑走路延長が着手され、よ

た、急速な少子化の進行は、社

していくことが重要である。ま

もを生み育てられる社会を構築

ことによって、安心して子ど

の中、新たな受託能力を持った

っては、例えば、①時代の流れ

■市長 随意契約の締結に当た

てはいかがか。

￨

■議員 米子ソウル便が搭乗率

10

的な施策を有効的に展開する

18

（）

とが可能かどうか②１社としか

約から競争入札に切り替えるこ

業者が現れる等により、随意契

る祭として多くの市民に親しま

もまで誰でも参加でき、楽しめ

築き上げてきた。大人から子ど

手作りの祭として、その伝統を

いた祭である。そこで、「淀江

育て、愛されてきた地元に根付

志と行政による協力関係の下、

と同様、地元淀江地区の市民有

きる体制を整えている。

ついても専門的に助言・対応で

いる。

判所等への案内・誘導に努めて

■市長 ⑴旧淀江町では、町か

られるよう取り組まれている。

状態からの救済策等の知識を得

組みを学び、高校では多重債務

段階に応じて基本的な社会の仕

■教育長 ⑷小中学校では発達

⑶４人の相談員が多重債務に

契約できないとしても、市場価
れており、市民の一体感の醸成、 町 盆 踊 り 花 火 大 会 」 に つ い て 、

かさやえつこ

伝統ある郷土の祭に育っていく

ら 万円、町観光協会から 万

多重債務対策について

明党
議 員（ 公
）
議員団

格の変動を考慮した契約金額の

⑵観客動員数の推移

⑴財政支援の推移

年は 回という区切りの年でも
⑶今後の対応

笠谷悦子

地域の活性化及び観光振興のた

以下伺う。

適正さの検証や、その業務内容
さらなる契約金額の引き下げが
あるが、これからも回を重ねて、

のスリム化等の見直し等により、 めに重要なイベントである。来
可能かどうか 今後とも検討を
重ねていきたい。
ことを願っており、市としても

円の補助があった。合併後の

■議員 政府は多重債務対策本

■議員 検討ではなく、実施す
今後もできる限りの支援を行っ

跡周辺を会場に開催し、推定観

⑵第５回までは旧淀江保育所

年度までに全市町村で一定の対

口を整備するのを柱として、

で５００以上の市町村で相談窓

プログラム」を決定した。全国

保育士を配置し、託児スペー

て就職の相談を受けるために、

は、子育て中の母親らが安心し

■議員 「マザーズサロン」と

「マザーズサロン」の設置
について

客数５～６０００人と言われて

ス・授乳スペースを設け、気軽

目的とした「多重債務問題改善

ない予算の中で、なんとか「地

応ができるよう促している。そ

に訪問し、就職活動ができるよ

年度は 万円の補助をしてい

部を開き、消費者金融等からの

るという答弁はできないか。

年度及び 年度は市から 万円、 多額の借金に苦しむ人の救済を

域の皆さんに喜んでいただきた

いる。第６回からは現在の淀江

伺う。

こで、本市の対応について以下

る。

い」「子どもたちの笑顔が見た

海岸に会場を変更し、海辺の花

来年度においては、「 回」の
記念大会に恥ずかしくない予算
措置を要望する。

地域の「まつり」について

⑴本市の消費生活相談室が取

クのことである。子育て家庭の

⑵多重債務者への指導内容

と安心して探せるよう支援・配

経済支援のために、それぞれの

⑶相談窓口の設置への取組

り扱った多重債務の相談件数
⑶当面、地域住民が頑張って

■企画部長 ⑴ 年度が２５３

育現場での取組

考えるがいかがか。

の設置は本市にも必要であると

でもあり、「マザーズサロン」

家庭に応じた職場を、じっくり
いる「まつり」の支援は続けて

慮することが少子化対策の一環
■議員 引き続き「淀江町盆踊

５件中１２６件、 年度が２２

る限りの支援を要望する。

り花火大会」に対して、でき得

いきたい。

⑷発生の抑制・発生予防の教

１万人と推定される。

う支援・設置されたハローワー

火として人気があるため、推定

とする運営サイドは、「米子港

17

20
70

い」といった想いで「まつり」

（その他の質問項目）

35 18

50

19

財政状況は十分承知しているが、 観客数は年々増加し、現在は約

の花火会場の枡席販売」等々少

ただし

○信号機の設置について

ま つ だ
議 員（ 新 風 ）

米子がいな祭について

■議員 来年は 回目という節

■議員 淀江地区では、今年で

09

１０件中１４１件、 年度が１

■市長 今回、国は「マザーズ

所に設置したが、今年度からの

新しい事業で、各都道府県１か

サロン」を全国の公共職業安定

寧に聞き、状況に応じて弁護士

所の設置であると伺っているの

■市長 ⑵相談者から内容を丁

会、司法書士会、法テラス、裁

３８０件中１４９件である。

18

目の年を迎える「米子がいな
祭」について、今後の祭に対す

花火大会」が開催された。現在

回目を数える「淀江町盆踊り

■市長 がいな祭は、青年会議

の運営は、公民館・自治会に委

る想いを伺う。
所を中心に多くの市民の協力の

ねられているが、米子がいな祭

16

17

35

下、アイデアと英知を結集した

38

35

を作り上げられている。厳しい

施できるところは実施している。 ■議員 企画実行本部をはじめ

ていきたい。

35

■市長 検討を重ねた上で、実

￨

松田 正

（）

要望していきたい。

は、機会をとらえて関係機関に

意するとともに、本市での設置

で、今後の国の動向等に十分留

分移転の可能性も検討すること

方を検討することになる」「部

えて、今後の加茂中学校のあり

える。「耐震診断の結果も踏ま

性を打ち出す必要性があると考

政の健全運営と、特別教室棟の

■議員 向こう５年、 年の財

いる。

■教育長 そのように認識して

とを確認したい。

いう見解を持っているというこ

人である調理責任者を通じ、受

■市長 受託事業者の現場代理

いか検討したことがあるのか。

定法・労働者派遣法に違反しな

■市長 国が全国展開する施設

べきではないのか。

させている。

経費について教育委員会に検討

面移転、部分移転の場合の概算

て検討する必要があるため、全

対応するのが現実的ではなかろ

■市長 現時点では、現在地で

ないか。

新設なのかは判断できるのでは

現在地での対応か、移転しての

育基本法に基づいて食育推進計

状況があった。各自治体は、食

には子ども、国民の食の危機的

基本法が制定された。この背景

■議員 ２００５年６月、食育

算している。

場合、約 億８０００万円と試

いうのは、市長の方針決定に沿

■議員 「解決すべき問題」と

っている。

る検討を重ねる必要があると思

策定しているのか。

定・実施しなければならないが、 保険料負担のなかった 歳以上

組織的、発展的な食育計画を策

画を作り、保育計画に連動した

念がない。これまで扶養家族で

国保や健保と異なり、家族の概

■議員 後期高齢者医療制度は

高齢者の医療制度について

■議員 再検討を要望したい。

いと認識している。

業務の委託には、法令違反はな

然である。このたびの給食調理

行に関する指示を行うことは当

託事業者に対し業務の適正な遂

■議員 様々な事業で県庁所在
になる」との答弁以降、どのよ

まつもとま つ こ

地と同様な施設整備となり、劣

必要と考える。現実論として、

改修の緊急度から見て、決断が

日本共産党
米 子 市 議 会）
議 員 団

うな検討をされてきたのか。

議 員（

■市長 あらゆる可能性につい

松本松子

ービスを利用できるよう対処す

ることなく、市民がより早くサ

は、県庁所在地への整備が多い

うかと考えているが、解決すべ

保育所・学校給食調理業務
の民間委託について

が、誘致の可能性のあるものは
■教育長

き問題が多々あるので、さらな

道路のルートについて、都市計

■議員 現在地となった場合の

概算事業費につい

関係機関に要望していきたい。
億５０００万円、部分移転の

議 員（ 新 風 ）

○通学時の安全対策について

ては、全面移転の場合、約

10

（その他の質問項目）

な か だ としゆき

中田利幸

なるとともに、行政の公平性を

■市長 線形が現計画より悪く

度の検討がされているのか。

画決定の変更についてはどの程

校の全面移転か部分移転か、道

るというものではないのか。学

頭で熱意を示すことで解決を図

って、全庁を挙げて、市長が先

育所保育指針を基本とし、「食

たい。なお、保育所給食は、保

であるため、その動向を見守り

■市長 現在、鳥取県が作成中

発行するよう指導しており、

１年滞納したら資格証明書」を

は「半期滞納したら短期保険証、

かかることとなる。厚生労働省

の高齢者は、来年から保険料が

23

■議員 耐震診断の結果、加茂

とが相当であると考えている。

とから、現計画のとおりするこ

理解を得ることも困難であるこ

失うばかりでなく、地域住民の

〇道路橋の調査と修繕計画につ

（その他の質問項目）

■教育長 学校における食育は、 ため、広域連合議会に申し入れ

が、早期の方針決定を要望する。 目標に実施している。

路の線形変更か、選択肢はある

子どもたちの望ましい食習慣の

を営む力」の基礎を培うことを

たこれまでの制度を継続させる

歳以上は発行しないと決めてい

中心市街地の外側の土地利用に

改修が必要な教育施設であると

最優先させる観点から、早期に

生徒の安全と生命を守ることを

学校給食の献立内容の充実や学

被保険者証の返還を求め、資格

害等の特別な事情がない限り、

直接指揮命令することが職業安

られている。「短期保険証」は、

なると考えている。あくまでも、

託業務に従事する労働者に対し、 国民健康保険と同様の取扱いに

■議員 保育所長や栄養士が委

活用できるよう取り組んでいる。 証明書の交付を行うことと定め

校給食が「生きた教材」として

形成や食に関する学習のために、 ■市長 「資格証明書」は、災

る必要があるのではないか。

■議員 現在事業休止となって

中学校の特別教室棟などＩｓ 値

ついて極めて重要な役割を果た

いて

いる市道「安倍三柳線」は、国

０・４未満のものは、震度６で

す計画道路であり、早期に方向

交通渋滞の解消策として、また、 倒壊する危険 性 の あ る 建 物 で 、

道４３１号線や上後藤両三柳線

安倍三柳線について

75

35

とそれぞれの周辺地域の著しい

75

（10）

ている。

相談の機会を増やすためと考え

保険料の納付を促したり、納付
⑴ＡＥＤの設置の必要性

重要である。そこで以下伺う。

行うことが救命にとって非常に

負担と給付の公平を期するため、 に居合わせた人により除細動を

定に向けて取り組むことが計画

推進計画によると、本市でも制

ている。米子市市民参画・協働

定又は検討の動きが活発になっ

した定住対策を、市長自ら行う

いのノウハウと地域資源を生か

■議員 民間の協力を得て、互

ている。

たい。

る訪問等は積極的に行っていき

員会や可能性のある企業に対す

■市長 引き続き企業誘致推進

必要があるのではないのか。
やすぎたつや

明党
議 員（ 公
）
議員団

されている。そこで以下伺う。

■市長 ⑴心疾患により突然心

安木達哉

⑵ＡＥＤの設置状況
臓が止まった傷病者の命を救う
⑵全国での制定状況
■市長 ⑴まちづくりを進めて

■議員 厚生労働省が発表した

定住人口の増加策について

■議員 所得によって減免する
国の制度はあるが、さらに広域
ためには、心肺蘇生を行うとと
⑶制定の背景と目的

⑴自治基本条例とはどのよう

連合として取り組む必要がある
もに、心臓への除細動（電気シ

いくための、最も基本的な考え

なものか。

のではないか。
ョック）を速やかに行うことは
有効であるので、人の多く集ま

そ

運営主体は、鳥取県後期高齢者

■市長 後期高齢者医療制度の
医療広域連合であるため、保険

観光振興策について

■議員 本市には、皆生温泉が

都道府県別推計人口によると、

を割り込むことが明らかになっ

鳥取県は２０３５年には 万人

方と、それを実現するための取
体の頂点に位置付けられる条例

⑵昨年、市役所、市民体育館、 組方法や制度を定め、その自治

る施設への設置は必要である。
公会堂などの施設に８台設置し

あるものの、特に人目を引く観

料の算定、医療給付にかかわる
減免制度は広域連合が定めるこ

た。多くの自治体で人口増加策

ととなる。

た。その他に 寄 贈 が６ 台 あ り 、 である。

光施設があるわけでもなく、広

（その他の質問項目）

の様々な取組をしており、近隣

テンシャルを高めてきたが、こ

域連携によって、それぞれのポ

５台は小中学校に設置し、１台

の自治体でも首長自らがその先

○介護保険事業について

頭に立ち、Ｕ・Ｉターンの呼び

は貸出用にしている。

かけを官民共同で実施している。 のままでは今まで以上の成果を

民や、市議会、市長をはじめと

開策として「戦略的で攻撃性の

中学校へのＡＥＤの設置を進め

と書いてあるだけであり、もっ

ある体制」を構築すべきである

期待するのは非常に難しい現状

■教育長 いろいろな方策を持

じて連携・協力して、みんなが

と積極的に取り組む必要がある

と一貫して訴えてきた。そのた

である。私は観光行政の現状打

って、来年度には全小中学校の

幸せに暮らせる社会をつくって

めにも、観光協会の組織を周辺

しかし、本市では、総合計画の

設置を目指して取り組んでいき

■市長 本市の人口は、現在微

の観光協会と融合させ、計画的

と考えるがいかがか。

増傾向にあるものの、数年後に

で専門性の高い事業が展開でき

いくための制度や仕組みを用意
■議員 「自治体の憲法」と呼

は減少に向かうものと予想して

するものである。
小、五千石小、尚徳中以外の小

ばれる自治基本条例を制定する

■議員 彦名小、崎津小、尚徳
中学校 校にもぜひ、来年度中

るよう観光公社化を含めた検討
慎重に市民の関心を高め、少し

加策は、働く場所を確保するた

以前から、山陰中央リゾート協

■市長 大山周辺の観光協会は、

か。

議会を立ち上げて、広域連携に

めの経済の活性化や、安全・安

環境の整備などを総合的に進め

よる協力関係を結んでおられ、

心のための施策、良好な子育て

るよう要望する。

ていくことが重要であると考え

でも多くの意見の反映に努力す

が必要であると考えるがいかが

おり、人口増加策は重要である

■議員 地方分権改革の進展に

自治基本条例の制定につい
て

から現場到着に要する時間は平

伴い、全国で自治基本条例の制

だめなので、その過程を大切に、 と認識している。定住人口の増

に一斉に設置していただきたい。 際、「仏作って魂入れず」では

たい。

中で「若者の定住促進は必要」

50

を発揮し、それぞれの役割に応

⑶まちづくりの主役である市

町村が制定している。

⑵本年４月現在で、 の市区
87

る必要があると思うがいかがか。 する関係機関が、お互いの能力

■議員 本市においても、全小

○ごみ処理について

ふじおのぶゆき
議 員（ 新 政 会 ）

ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の現況について
■議員 我が国で病院外での心
停止が発生する件数は、年間２
～３万件程度と推定されている。

均６・５分であり、その間現場

一方、救急隊員が１１９番通報

30

藤尾信之

（11）

（12）
協議会でも、広域観光を目指し

海・宍道湖・大山圏域観光連携

に取り組んでいる。さらに、中

議会を立ち上げて、広域の観光

行政でも、大山山麓観光推進協

流しているが、このような取組

スト校庭芝生化」の取組に汗を

ィア等が中心となって、「低コ

■議員 ＮＰＯ法人とボランテ

いと考えている。

した場合、年間幾らの二酸化炭

ＤＦを本市のごみ収集車に使用

る燃料である。そこで、このＢ

ることができる軽油の代替とな

ディーゼルエンジンを稼働させ

絶対量を増加させることがなく、

ら、すべての行革項目の取組状

報でも、限られた紙面の都合か

省いたということではない。広

別職の報酬の削減理由の説明を

示したものである。意図的に特

ような取組の中で、融合、公社

底上げを図っていきたい。この

きこの連携に取り組み、地域の

査を実施したことがあるのか。

■議員 各学校への導入意向調

んあるが、視察等を実施したこ

る実施校が鳥取県内にもたくさ

■議員 先進的な取組をしてい

園では、ＢＤＦ精製プラントを

その使用は、自動車の排ガス等

室効果ガスの増加につながらな

を排出している。ＢＤＦは、温

用し、約８・４㌧の二酸化炭素

台で年間３２００㍑の軽油を使

り組んでいる主要施策を説明し

いきプラン」を中心に、現在取

いただくとともに、「米子いき

財政改革の進ちょく状況を理解

止を促進する有効な取組である。 市が置かれている財政状況と行

による大気汚染・地球温暖化防

た。市民には、財政健全化を目

ようにとらえているのか。

初めにかけて３会場で開催され

■議員 市長が８月末から９月

や松江市と同額（ 万５０００

仮に本市の議員報酬額を鳥取市

５０００万円も少ない。また、

る議会経費の割合は出雲市より

報酬額は同額だが、税金に占め

合、月額 万円に減額した議員

類似都市の出雲市と比較した場

■議員 本市の議会費を山陰の

■市長 市民説明会では、現在、 度の各地方の類似都市である。

■教育長 実施したことはない。 いクリーンなエネルギーなので、 た説明会の目的と効果を、どの

とがあるのか。

導入し、廃食油の回収からＢＤ

■議員 校庭芝生化のメリット、 ■議員 障がい者施設もみの木

■教育長 先般実施した。

Ｆの精製販売までを一貫して行

指して取り組んでいる行財政改

たが、どの都市と比較したのか。

問をした」との新聞報道があっ

であったため、報酬審議会に諮

いる。

め、主要な項目に絞って示して

況を掲載することができないた

素削減効果が見込めるのか。

とおる

をどう思うか。

■市長 市のごみ収集車は、１

えんどう

て、周辺の団体、組織が協調し
■教育長 教育効果は一層ある

遠藤 通

と考えている。

院
議 員（ 一
ク ラ ブ）

連携が深まっているが、引き続

て事業を行っており、広域での

化等の気運が高まれば、研究し

■教育長 メリットは、①けが

デメリットは何か。

っている。障がい者の自立支援

革の重要性や、「米子いきいき

■議員 「他都市との状況を比

てみたい。

をしにくい②照り返しが少なく

と雇用の面からも、積極的に導

明党
議 員（ 公
）
議員団

■市長 山陰及び人口 万人程

較した際、議員報酬額が不適正

（その他の質問項目）

涼しい③環境に優しい 等であ

入すべきではないか。

円）にした場合でも、税金に占

市民説明会（財政）につい
て

〇障がい児福祉について

り、デメリットは、①部活に支

プラン」に沿った今後の市政運

雲市より３０００万円も少な

める議会経費の割合はまだ出

あつし

障がある②管理作業への人的負

■市長 現在、もみの木作業所

かと考えている。

営を理解いただけたのではない

や す だ

担が大き過ぎる③維持管理費・

ら、当該作業所などで精製され

等の通所者の自立支援の観点か

安田 篤

設置費等の負担が大きい 等で

を決め、年内をめどに使用を開

であり、今後、対象とする車両

たものを使用する方向で調整中

いのか。

の削減理由を市民に説明されな

を説きながら、なぜ議員報酬額

員報酬の削減を含めた財政効果

■議員 市長は行財政改革で議

それを尊重したい。

検討した上での結果であるため、

■市長 審議会の委員が長時間

態をどう判断されるのか。

の中で執行しているが、この実

て、議会経費は削減された状態

い。本市では、他都市と比較し

ある。

始したい。

■市長 市民説明会では、行財

■議員 市長自身が「本市の議

低コスト学校校庭の芝生化
について

■議員 バイオディーゼル燃料

政改革の取組項目を、市民への

■議員 小中学校の校庭の芝生

（以下「Ｂ Ｄ Ｆ」という）は、

分かりやすさを主眼に整理して

用途があるため、芝生が望まし

■市長 学校の校庭は、多様な

化についてどう思うか。

い場合、土が望ましい場合の両

主に植物の含有油脂を原料とし

バイオディーゼル燃料の導
入について

方がある。

ているため、地上の二酸化炭素

15

■教育長 学校の校庭の芝生化

44

は、基本的に教育的には好まし

47

￨

￨

（13）

５日㈬ 本会議
（各個質問）
から、住民参加型市場公募債を

第３回）」については、森委員

米子市一般会計補正予算（補正

議案第１２３号「平成 年度

議案第１２３号の修正可決
について（予算審査特別委
員長報告から抜粋しました）

であり、その方向性に異議はな

必要かつ早期に実施すべき施策

行政運営の観点から、ぜひとも

民間委託は合理的かつ効率的な

債務負担行為の補正について、

の補正とする修正案が提出され

究極の住民参加とも言われてお

手数料について、市場公募債は

はないとして、３事業のうち一

べて同時に始めることは適当で

の二重負担となる民間委託をす

において、委託料と職員人件費

ス・施設整備等が削減ないし遅

原案可決

賛成多数

議案第１１４号 工事請負契約の締結について（皆生処理場監視設備改築工事）

建設環境

原案可決

全会一致

議案第１１５号 米子市職員の退職手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第１１６号 米子市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第１１７号 米子市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について

総務企画

原案可決

全会一致

総務企画

原案可決

全会一致

した上で学校給食調理業務のみ

６日㈭ 本会議
（各個質問）

いが、基金残高もほぼ底をつい

日㈮ 市民福祉委員会

り、今後も活用していくべきで

ました。さらに、中田委員から、

７日㈮ 本会議
（各個質問）

発行し、学校給食センター建設

た現在の本市の厳しい財政状況

月定例会の日程

日㈪ 本会議
（各個質問）

加型市場公募債発行に係る受託

の財源に充てようとする住民参

日㈪ 経済教育委員会

あるが、そのためにも市民の

果、森委員提出の修正案は賛成

滞する。対象業務を年次的に委

平成１９年９月定例会提出議案等審議結果一覧表（1）

員報酬額は適正でない」と言っ
らば、なぜ適正でないのかとい

て報酬審議会に諮問されたのな

日㈬ 予算審査特別委員会

月３日㈪ 本会議
（開会）

日㈭ 総務企画委員会

日㈫ 建設環境委員会

は、公開により行われています。 棄物収集運搬業務及び学校給食

少数で否決、中田委員提出の修

なお、傍聴に当たっては、議

託し、耐震問題で一日も早く改

果

結

う説明責任を果たさなくてはな
らない。説明責任を果たされな
いまま、これからも不問に付さ
れるのならば、市民に真実が伝
わらない。今後ぜひこの問題に
対する市民への説明の場を設け

日㈭ 予算審査特別委員会

般廃棄物収集運搬業務について、

年度から 年度までとする修

理解と協力が必要であり、市民

正案が提出されました。修正案

日㈫ 本会議
（閉会）

べきである。事業を見定め、十

その期間を２年間遅らせて平成
分な準備のもとに実施すべきと

の提案説明の後、これに対する

の多くが利用できる事業を選ぶ

議会を傍聴してみませんか

して補正額を削除し、また、公

質疑、討論を経て起立採決の結
調理業務の、それぞれ委託業者

正案は賛成多数で可決すべきも

会事務局での簡単な手続が必要

築・補強しなければならない学

野坂道明
森
雅幹
尾沢三夫
原
紀子

建設環境

政治倫理の確立のための米子市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

てほしい。
（その他の質問項目）
○借地料問題と市長の政治姿勢
について
○市道陰田町２号線の提訴問題
について

決算審査特別委員会の構成

立保育園給食調理業務、一般廃

議員の活動や市政の方針など

に支払うべき委託料に係る債務

のと決しました。次に、修正議

米子市議会の本会議と委員会

尾沢三夫

を実際に見聞きされてみてはい

決した部分を除く原案について

伊藤ひろえ 岩﨑康朗
遠藤 通
松田 正

負担行為の補正について、厳し

◎渡辺穣爾 ○八幡美博

原 紀子

い財政状況の中、３事業を同時

起立採決の結果、賛成多数で可

かがでしょうか。個人でも団体

に委託した場合、委託料と職員

でも自由に傍聴できます。

（◎＝委員長 ○＝副委員長）

傍聴席は、本会議が 席（車

決すべきものと決しました。

限させていただくこともありま

校施設整備事業などに財源を充

ですが、希望者が多い場合は制
すので、ご了承ください。

議会だより編集委員

人件費の二重負担を生じ、結果

（定数９人）

26

松本松子

22

いす専用の傍聴席もありま

す。）、委員会が 席あります。 的に住民生活に直結するサービ

60

付託委員会

12
25 20 18 17 14 13 12 10

19

てるべきとして、限度額を削減

議案第１１３号 工事請負契約の締結について（旧米子市清掃工場解体工事）

議案第１１８号

10

名

件

号

番

12

（14）

平成１９年９月定例会提出議案等審議結果一覧表（2）
番

号

件

名

付託委員会

結

果

議案第１１９号 米子市なかよし学級条例の一部を改正する条例の制定について

市民福祉

原案可決

全会一致

議案第１２０号 米子市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

建設環境

原案可決

全会一致

建設環境

原案可決

全会一致

議案第１２２号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約を変更する協議について

市民福祉

原案可決

全会一致

議案第１２３号 平成１９年度米子市一般会計補正予算（補正第３回）

予算審査

修正可決

賛成多数

議案第１２４号 平成１９年度米子市下水道事業特別会計補正予算（補正第２回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第１２５号 平成１９年度米子市駐車場事業特別会計補正予算（補正第２回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第１２６号 平成１９年度米子市市営墓苑事業特別会計補正予算（補正第１回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第１２７号 平成１８年度米子市一般会計等の決算認定について

決算審査

継続審査

－

議案第１２８号 平成１８年度米子市水道事業会計の決算認定について

決算審査

継続審査

－

議案第１２９号 平成１８年度米子市水道事業会計剰余金の処分について

決算審査

継続審査

－

議案第１３０号 平成１８年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について

決算審査

継続審査

－

議案第１３１号 調停の受諾について

議案第１２１号

米子市都市計画法施行令第３１条ただし書の面積を定める条例を廃止する条例
の制定について

建設環境

原案可決

全会一致

議案第１３２号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書の提出について

－

原案可決

全会一致

議案第１３３号 保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書の提出について

－

原案可決

全会一致

議案第１３４号 日豪ＦＴＡ交渉、畜産酪農危機・地域農業の確立に関する意見書の提出について

－

原案可決

全会一致

議案第１３５号

公立保育園給食調理業務及び学校給食調理業務の民間委託の実施に関する
附帯決議について

－

原案可決

賛成多数

報告第 １０ 号

議会の委任による専決処分について（米子市職員の育児休業等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について）

－

報

告

－

報告第 １１ 号

議会の委任による専決処分について（米子市企業職員の給与の種類及び基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について）

－

報

告

－

報告第 １２ 号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について）

－

報

告

－

報告第 １３ 号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について）

－

報

告

－

報告第 １４ 号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について）

－

報

告

－

報告第 １５ 号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について）

－

報

告

－

報告第 １６ 号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について）

－

報

告

－

報告第 １７ 号

議会の委任による専決処分について（訴えの提起について）

－

報

告

－

報告第 １８ 号

議会の委任による専決処分について（訴えの提起について）

－

報

告

－

報告第 １９ 号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額の決定について）

－

報

告

－

平成１９年９月定例会受理陳情審議結果一覧表
番

号

件

名

付託委員会

陳情第 ６２ 号 日豪ＦＴＡ交渉、畜産酪農危機・地域農業の確立に関する陳情書

結

果

経済教育

採

択

全会一致

総務企画

採

択

全会一致

陳情第 ６４ 号 「保険でよりよい歯科医療の実現を求める意見書」採択を求める陳情書

市民福祉

採

択

全会一致

陳情第 ６５ 号 「全国学力・学習状況調査」の調査結果を不開示情報とされることを求める陳情書

経済教育

採

択

全会一致

陳情第 ６６ 号

陳情第 ６３ 号

悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改
正を求める意見書を政府等に提出することを求める陳情

市民福祉

不採択

賛成少数

陳情第 ６７ 号 「ふれあいの里」・「老人憩の家」のふろの有料化を凍結し利用料の見直しを求める陳情

子どもの心身の健全な発達を保障する給食を求める陳情

市民福祉

不採択

賛成少数

陳情第 ６８ 号

経済教育

不採択

賛成少数

子どもの心身の健全な発達を保障する給食を求める陳情

継続審査となっていた陳情の審議結果一覧表
番

号

陳情第 １４ 号
※

件

名

島根原発プルサーマル計画の中止等についての決議を求める陳情

付託委員会
総務企画

結
継続審査

果
－

全会一致以外は、原案に対して可否を諮った結果を記載しています。

古紙配合率 100％
再生紙を使用しています。
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