市議会だより

平成

ま

し

年９月定例会の

ら

平成 年９月定例会は、９月

あ

22

日から 月８日までの 日間

22

15

24

開会日の 日には、まず、市

の会期で開かれました。

10

日、 日、 日、 日及び

報告がありました。

件について提案理由の説明及び

て」などの議案５件及び報告１

部を改正する条例の制定につい

長から「米子市営住宅条例の一

15

22

24

日の５日間は、 人の議員に

21
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●市政一般に対する質問……… P3〜16

●12月定例会の日程… …………… P16

●議案等審議結果一覧表…………… P16

して審査することになっていた

最終日の８日には、まず、各

て審査することに決しました。

別委員会に付託をかえ、継続し

議案３件についても決算審査特

おり決しました。次に、議員発

の議案が提案され、原案のとお

財産区管理委員の選任について」

次に、市長から「米子市伯仙

議により「平成 年度米子市一

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

計の決算認定について」などの

21

委員会の委員長から議案及び陳

開催されました。

「平成 年度米子市水道事業会

経済教育委員会に付託され継続

また、既に建設水道委員会及び

して審査することに決しました。

●定例会のあらまし………………… P1

及び６日の６日間は、議案及び

日から 月１日まで、４日

われました。

よる市政一般に対する質問が行

26

陳情の審査等のため、委員会が

10

ら「平成 年度一般会計等の決

可決されました。次に、市長か

議案が提案され、原案のとおり

に対する附帯決議について」の

般会計補正予算（補正第２回）

した。続いて、議員発議により

て」などの２件の報告がありま

米子市の健全化判断比率につい

から「平成 年度決算に基づく

り同意されました。次に、市長

22

ついて」の議案が提案され、原

見直しを求める意見書の提出に

の議員で構成する決算審査特別

案のとおり可決されました。

「原子力施設に係る防災指針の

委員会を設置し、閉会中に継続

算認定について」の議案につい

21

て提案理由の説明があり、９人

21
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報告

３

陳情

６

合計

２１

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。

29

■中海問題等調査特別委員会

【９月 日開催】

30

■行財政改革問題等調査特別委

員会

【９月 日開催】

■都市機能整備問題等調査特別

委員会

【 月１日開催】

別委員会

逝去

■議員定数・議会改革等調査特

議員

【 月４日開催】

10

16 18

９月定例会で可決された意見書は、次の１件です。

原子力施設に係る防災指針の見直しを求める意見書
島根原子力発電所では、今年になってから、点検時期を超過している機器等は511件、点検記録の不整合は1,160件という点検漏れ
の実態が明らかになり、原子力発電所の安全性に対する周辺住民の不信感が増大している。
米子市は島根原子力発電所から25キロメートル圏にあり、各地で発生する原発事故に対する市民の不安を受け、平成８年以降、中国
電力株式会社に対して原子力安全協定の締結を要望し続けてきた。
しかし、中国電力株式会社は、国が定める「防災指針」の原子力施設における「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（ＥＰ
Ｚ）」の外に当たることを根拠に、一貫して協定締結を拒絶している。島根原子力発電所の風下に位置する米子市民にとって、こうした
電力会社の対応は到底容認できるものではない。
「防災指針」では、
「地域防災計画（原子力災害対策編）を作成する範囲については、対象とする原子力施設ごとにＥＰＺの目安を
基準として、行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案」して具体的な地域を定めるとしており、近年、広域的
な原子力防災計画を策定する自治体がふえている。例えば、宮城県では16キロメートル離れた地域までを対象区域とし、兵庫県では、
最も近い原発から約40キロメートル離れていながらも原子力防災計画を策定、鳥取県も17キロメートル離れた島根原発を対象に防災
計画を策定している。
広範囲な被災が想定される原子力災害への当然の対応であるが、こうした防災計画が有効に機能するためには、日常的な情報の共
有、異常時等における情報の迅速な連絡・通報、必要に応じた地方自治体による立入調査や安全措置要求の受け入れ、施設の新設ま
たは増設、変更に対する地元の事前了解などが当然の前提となることは明らかであり、約８キロメートルから10キロメートルを原子力発
電所等におけるＥＰＺとする現在の「防災指針」は、原子力発電所を近隣に持つ住民感情に合わない。
また、住民の安心と安全のためにとるべき方策を国外等の例に求めると、アメリカでは緊急時計画区域として、発電所から半径16キ
ロメートルを避難や屋内退避などの防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（第１区域）、半径80キロメートルの範囲を食物供給
などの対象となる計画区域（第２区域）と定められている。また、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）は、緊急防護措置計画範囲として30キロ
メートル圏域を設定するという概念（ＵＰＺ）を提唱している。
米子市議会は、市民の不安軽減と防災対策の確立、電力会社への信頼構築のためには、島根原子力発電所に関する安全協定締結
が欠かせないと考えている。
よって、国会、政府におかれては、原子力発電所に係るＥＰＺを30キロメートル程度に拡大する等、
「防災指針」を早急に改定される
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22年10月８日
米
衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 経済産業大臣 原子力安全・保安院長

様

子

市

議

会

なお、今回審議された案件は、

議案

別表のとおり 件で、審議結果

件数

については、 ㌻の一覧表のと

靖

篤
10

区分

（）

おりです。

別表

決算審査特別委員会の構成

国頭

〇安田

吉岡知己

吉岡知己議員（ ）が 月

５日、逝去されました。

11

伊藤ひろえ

松本松子

湯浅敏雄

〇副委員長）
63

◎野坂道明

中田利幸

山川智帆

渡辺穣爾

（◎委員長

吉岡議員は、平成７年の

初当選以来、旧米子市議会

議員３期、新米子市議会議

員３期（合併による特例期

間１期を含む）を務められ、

その間、新米子市議会第２

代議長のほか、数々の要職

を歴任されました。

吉岡議員のご功績に敬意

を表しますとともに、心か

らご冥福をお祈り申し上げ

ます。

▽意見書▽

※委員長、副委員長以外

は五十音順

会派の解散及び結成について

青嵐（所属議員：国頭靖、小

林重喜、松井義夫、矢倉強）及

び民主・連合（所属議員：伊藤

ひろえ、稲田清、西川章三）が

月５日付けで解散し、同日付

けでよなご会議を結成しました。

11

平成22年12月1日

市 政 一 般に対する質 問
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。

が行われた。この意見交換会が

びトーク」と称した意見交換会

育委員会と十分協議し、順次設

し学級は９か所だが、学校、教

余裕教室で実施しているなかよ

級で午後６時まで開級するよう

る。今後、すべてのなかよし学

⑶昨年度より順次実施してい

淀江地区の活性化戦略の基礎に

公明党
）
議員団

（
議員

置する方向で検討したい。
か さ や え つ こ

笠谷悦子

なると考える。この意見交換会
が行われた経緯、当日の議論の
内容について伺う。
■市長 鳥取県漁協淀江支所が

校に３４７、中学校には１５３

ている。また、普通教室は小学

るため相当な金額になると考え

特別な電源工事などが必要とな

全教室に設置となると、さらに

１４０万円程度かかっている。

り、その実績からは１教室で約

■議員 今回は漁協関係者、歴

見交換されたものである。

と観光施設の連携等について意

プロジェクトによる国指定史跡

リズムの実施、古代の魅力発見

歴史的財産を生かしたエコツー

淀江地区の豊かな自然の貴重な

温泉旅館組合との連携、さらに

漁協淀江支所と白鳳の里や皆生

べきと考えるが、現在の設置状

ごせるようエアコンの設置をす

どもたちにも少しでも快適に過

⑵校舎内の空き教室利用の子

確保のための待機児童解消につ

■議員 ⑴安心・安全・居場所

ある。周辺に有料駐車場がある

複すると駐車場の確保が大変で

が、会議や健診等の諸行事が重

側奥に約 台のスペースがある

は、正面右側に約１００台、左

みについて進ちょく状況を伺う。 ■議員 ふれあいの里の駐車場

いて、考え・具体的方法・取組

とはいえ、高齢者や子ども連れ

関係機関と協議を重ね、実施し

の教室がある。

史・観光施設関係者と非常に有

⑶共稼ぎ世帯の方から夕方５

況と設置の考えについて伺う。

小中学校の猛暑対策につい
て

ていきたい。

■議員 近隣他市も含めて全国

意義な意見交換が行われた。今

検討中の浮漁礁や小型定置網、

的に扇風機の配備計画が動き出

回の意見を踏まえ、今後の地域

の方はできるだけ敷地内の駐車

なかよし学級の諸課題につ
いて

していると聞いている。また、

振興戦略を練るべきと考えるが、 時までの時間では迎えに行くの

場が利用できるよう配慮する必

るのではなく、既に施設を有し、 る上で駐車場の台数確保は必要

■市長 ⑴施設を新たに建設す

⑴年間の利用状況について伺

■教育委員会事務局長 これま

児童の健全育成に豊富な経験が

⑵エアコンを仮に全小中学校

ふれあいの里の環境整備に
ついて

グリーンカーテン、芝生化も非

が困難であり、延長してほしい

要があると考える。

そうせいかい

常に高い効果を発揮するもので

今後の考え方について伺う。

取組みについて、考えを伺う。

との声が多いが、今後の拡大の

議員
（蒼生会）

■議員 ⑴猛暑解決法としてＰ

ある。これら扇風機の配備、芝

いの理解も深まった。今後それ

■市長 意見交換を通じてお互

ただし

ＴＡなどから要望のあるエアコ

生化、グリーンカーテンなどを

ま つ だ

ンの配備が考えられるが、検討

検討してはどうか。

松田 正

できないものか。

でも議会等から意見があったが、 体的な方策につなげていきたい

う。今後もさらに利用促進を図

に配備すると、概算で幾らぐら

これらも含めて研究してみたい。 と思っている。また、今後の淀
淀江支所内に産業振興等を促進

の解消につなげたい。

事業の実施を依頼し、待機児童

国が定める放課後児童健全育成

江地区の活性化を推進するため、 ある幼稚園や保育園等に対し、

きどまりに見えるため、初めて

がなく、障がい者用駐車場で行

⑵左側奥の駐車場は案内看板

数で十分だと考えているのか。

の来館者にもわかりやすい看板

するための新たな部署の設置を

⑵昨年度より順次、余裕教室

の設置が必要と考えるが、今後

エアコンを設置している。現在、 の取組みについて所見を伺う。

で実施しているなかよし学級に

検討している。

な整備だと考えるが、現在の台

いかかるのか。

■議員 鳥取県漁協淀江支所な

淀江地区の活性化戦略につ
いて

■教育委員会事務局長 ⑴学校
へのエアコンの配備については、
現在、特に必要な教室、特別教
室等の整備を優先的に行ってい
る。今後、学校の環境改善につ
いて研究したい。

交えての「鳥取力創造・伸びの

⑵現在試算は行っていないが、 ど淀江地区各所で鳥取県知事を
必要な教室に整備した実績があ

らを踏まえ、参考にしながら具

40
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⑴不登校児童への対応はどの

ＤＶ被害者で住居がなくて探し
所得で住居費が限られている方

認識していないが、社会情勢の

数増があり、なり手がないとは

⑵本年の一斉改選で５名の定

いては提供を考えている。

⑵対応実行上の課題は何か。
など、本当に困っている人が入

ておられる方、生活保護者や低

での催し物や予防接種事業が重
⑶不登校の傾向が見え始めた
入居件数の中での優先入居の戸

れないという声がある。そこで

ように行われているのか。

なったとき等には６００人を超
児童生徒への対応はどのように

戸、

・３ ㌫、平成

・０㌫、平成 年度は 戸に
対して

否確認も満足に行えないなどの

観光振興策について

態の確認ができた。

ての１００歳以上の方の居住実

療保険の給付実績などからすべ

⑶介護保険及び後期高齢者医

るため、できる限り支援したい。

ており、対応が困難になってい

変化に伴い職務が多種多様化し

しているのか。

そうせいかい

える日もあり、多くの皆様にご
数・割合を伺う。

いわさきやすろう

迷惑をおかけしている。今後、
■教育長 ⑴小学校では生徒指

とり親世帯等の優先入居戸数等

■市長 高齢者、障がい者、ひ

議（
員 蒼生会）

来館の際には自家用車の乗合わ
導主任が、中学校では不登校対

岩﨑康朗

いただくよう広報等で呼びかけ、 応担当教員が中心となり校内で

■議員 ⑴民生児童委員は、業

地区民生児童委員の抱える
諸問題について

に対し優先入居戸数 戸、公募

務の性質上、個人や世帯の情報

は、平成 年度は公募戸数 戸

戸数に占める割合は ・４㌫、

の共通理解を図りながら取り組
んでいる。また、学校体制を組

平成 年度は 戸に対して 戸、 が必要となるが、個人情報保護

協力をお願いしたい。
⑵案内看板については、設置
と連携をとりながら改善を図っ
⑵指導の中心となる担任や担

関係機関との調整を行う必要が

の高い人というのを調査して決

■議員 真に住宅困窮の度合い

て８戸、 ・２㌫となっている。 をどのように取り扱っているの

地区民生児童委員への個人情報

生徒も含めて一人一人の児童生

⑶教員は、不登校ぎみの児童

■建設部長 入居基準見直しに

慢ではないか。

公開抽せんにしているのは、怠

順位を定めがたいとしてすべて

な対応ができないケースもある。 定すべきと考える。一概に困窮

■市長 ⑴生活保護制度や家庭

はどのような状況であったか。

高齢者が発覚した問題で、本市

うな対策をとっているのか。

ている問題で、本市ではどのよ

性から、なり手不足が常態化し

⑵民生児童委員の職務の多様

松葉の問題があり、せん定する

めされ、景観が損なわれている。

⑵皆生海浜公園の松がしんど

客様を出迎える環境が必要では

り、道や通りの樹木が訪れるお

どのおもてなしの心が必要であ

通りのベンチで休んでもらうな

人気質に触れてもらう、また、

りにあると考える。自然や米子

ードは町歩きができる観光づく

年度は 戸に対して 戸、 ・ 弊害が発生している。本市では、 ■議員 ⑴温泉地の観光キーワ

あり、多忙な現場の中で時間的

徒を日々観察し、少しの変化で

ついては、公営住宅入居収入基

登校の傾向が見え始めた児童生

公開抽せんとなっている。厳し

準があるにもかかわらず、毎回

■議員 市営住宅は優先入居基

んまつをどうつける考えか。

ことは結構だが、しんどめまで

■市長 ⑴８月に皆生海浜公園

児童相談業務では、法令に基づ

者リストの作成では、同意が得

きるよう法案が国会に上程中で

られた場合のみ提供している。

に潮風の足湯を整備し、 月に

する必要があったのか。このて
〇なかよし学級について

（その他の質問項目）

在宅高齢者実態調査では、孤独

あり、動向を注視していきたい。 く範囲で提供し、災害時要援護

ないか。

も見逃さず対応していくよう心

準を各自治体で定めることがで

徒に対しても不登校状態になる

い環境で生活しておられる方、

⑶全国各地で多くの所在不明

がけている。

か。

に解決に結びつけるだけの十分

がら家庭訪問や保護者への連絡、 ８㌫、平成 年度は 戸に対し

当者は、日々の授業等を行いな

法の影響により、お年寄りの安

んだり、必要に応じて関係機関

何らかの対策を講じたい。

民主・
）
連合
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（その他の質問項目）

（
議員

〇障がい者支援の充実について

いとう

伊藤ひろえ
不登校対策について
■議員 不登校対策については、
すべての児童生徒にとって学校

ことを抑止できる学校であって

市営住宅の現状と課題につ
いて

ほしい。そこで、以下伺う。

後、氏名、住所、年齢などにつ

死問題などへの対応のため、今

などの展示をするギャラリーを

は観光センターの素鳳ひな人形

11

を安心感や充実感の得られる生

12

36

55

22

21

ている。

に向け、指定管理者と協議し、

17

せやだんだんバス等を利用して

人の利用がある。特に大会議室

■市長 ⑴年間約 万から 万
14

き生きとした活動の場とし、不

23 19 44

27 17

62
11

43

18

10

25

20
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多くなると期待している。

皆生温泉地内を散策する方々が

であり、この２つの施設により

リニューアルオープンする予定

で強調、さらに文字の大きさを

生した上で、対応する文章を色

通常の教科書の文章を音声で再

科書はパソコンなどを活用して

ろいろな情報がほしいときなど

役立つ講座を受けたいとき、い

きる仲間がほしいとき、就労に

参加したいとき、身近に相談で

きたとき、親子で楽しい行事に

て

〇ゲリラ豪雨災害への対応につ
いて

○地籍調査の迅速な実施につい
て

ら実施していきたい。

■議員 予算編成において、経

常経費を５㌫マイナスするシー

リング方式はいかがなものか。

幾ら経常経費といえども、毎年

といにたまって困っている、松
べての小中学校においてマルチ

がふえている現状を踏まえ、す

がある。発達障がいの児童生徒

ト、社会人講師による講座、生

集いの広場では、親子のサポー

⑵倉吉市にあるぎんなんの館

■市長 事業によってはマイナ

つけるべきではないか。

リハリや優先順位、進度調整を

件ずつ査定し、選択と集中でメ

毎年削減できるわけがない。１

を伐採してほしいとの苦情があ

活相談、困り事相談ができる。

の本市の対応について伺う。

変えるなどの工夫を施すことで

⑵公園に隣接する住民から公

った。また、倒木等の危険性も
メディア・デイジーの活用を進

園の松葉が宅地敷地内に飛散し、 教科書の内容の理解を促す効果

考えられるため、ことし３月に

このようなだれでも気軽に寄れ

り、平成 年度予算の査定の際

スシーリングが困難な場合もあ

めることは有効と考える。実施

せいらん

議（
員 青嵐）

しんどめを実施した。事前に地

こばやししげよし

小林重喜

る子どもと親の居場所づくりが
本市でもできないか伺う。

について考えを伺う。
■教育長 学校では、読むこと

元関係者の方々への説明が不足
しており、申し訳なく思ってい

■市長 ⑴母子自立支援員を配

には各課へのヒアリングを行う

中で、それらを１件ずつ確認し

母子会が実施している事業だが、 力がないと感じる要因の一つと

が困難な子どもがいる場合、そ

して、投資的事業の削減がある

る。今後このようなことがない

ながら判断させた。今後も同様

のではないか。市全体を見渡し

置し、相談者の立場で必要な助

市の窓口に相談に来られた方に

■議員 受益者負担金の見直し

れぞれの子どもの課題に応じた

対し、母子会事務局と連携をと

は、下水道使用料の値上げなど

の対応が必要と考えている。

覚障がい、文字に関する学習障

りながら事業の案内をしている。 ても、町並み整備はなされてい

を実施しているが、受益者負担

よう注意していきたい。

来年度予算編成方針の考え
方について

がいのある子どもたちにも効果

ない。国の社会資本整備総合交

を強いる余りサービスが低下し

■議員 米子に元気がない、活

が期待されるものと認識してい

付金を活用し、投資的事業を前

言や情報提供等を行っている。

るが、電子教科書自体が目新し

また、ひとり親家庭向け情報発

向きに検討してはどうか。

議員説明の内容は、米子市連合

く、その活用方法が十分に検証

戸配布したくらしのガイド２０

信の手段としては今年度市内全

ないか懸念する。今後、財政状

支援を個別に行い、学習効果を

されていないことや、その活用

■市長 本市では、これまでも

上げている。電子教科書は、視

には電子黒板や専用パソコンの

１０でひとり親家庭への支援を

投資的事業を実施してきた。国・ 削減ありきでは市民の満足感が

行財政改革の今後の考え方
について

配備が必要なこと、教職員の研

況が好転する気配は見えないが、

〇指定管理者制度について

の り こ

公明党
）
議員団

議（
員

財政状況を勘案しながら必要な

（その他の質問項目）

はら

紀子

詳しく紹介している。

県の補助金についても、補助率

得られない。受益者負担の是正、

援モデルプロジェクト事業補助

などを十分に比較検討した上で、 見直しをする考えはないか。

⑵民間団体等が県の子育て支

修などを考えると直ちに導入す
ることは考えていない。今後状
況を見ながら考えていきたい。

金を利用し取り組んだものであ

財政状況を踏まえつつ、緊急性、 見直すことは慎重に対応したい

した見直しをさらに逆の視点で

と考えているが、今後は、見直

■市長 現段階では、既に実施

し後の利用状況などを踏まえ、

積極的に活用している。今後も

重要性、費用対効果などを十分

投資的事業の推進に当たっては
協力していきたい。

勘案し、優先順位の高いものか

したいという団体がおられれば

〇子どもを育てる取組みについ

（その他の質問項目）

る。本市でも事業を利用し活動

毎日の暮らしの中で困り事がで

■議員 ⑴ひとり親家庭の方が

ひとり親家庭の支援につい
て

など、読むことに困難を覚えて

読んでいるのかわからなくなる
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いる子どもがいる。デイジー教

を読み飛ばしてしまう、どこを

児童生徒の中には教科書の文章

■議員 発達障がいなどがある

電子（デイジー）教科書の
普及について

原
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約 ㌫を占めている。今後この

年代に建設されたものが全体の

る公共施設は昭和 年代から

■議員 現在、市が所有してい

しを行っていきたい。

まざまな観点から定期的な見直

適正な受益者負担となるようさ

本市にとって大変大きな問題で

よくわからない。公会堂問題は

取り組もうとされているのか、

がされておらず、これからどう

簡単な報告だけで、十分な説明

送られた。このことについて、

答弁されたが、今回、計上は見

よう準備に取りかかっていると

査費を９月補正予算に計上する

他都市との差別化が必要と考え

ては、米子らしさを前面に出し、

は何か。また、経済戦略につい

体的に成果が上がっている事業

並々ならぬ決意を感じるが、具

が新設され、市長の経済政策に

■議員 今年度から経済戦略課

受けたところである。現在、

犯灯の管球取替等に係る要望を

ら、７月に自治連合会から、防

ふえることが考えられることか

工事店等に依頼し、費用負担が

答は得られなかった。今後、

施設が次々と老朽化していき、

るが、経済活性化につながる米

要望書を提出したが、継続の回

維持・修繕に膨大な経費を投入
あり、拙速に結論が出せるとは

子らしさとは何か、経済戦略と

ソーラーパネル・バイオテクノ

することにより、市財政を大き
思っていないが、市民の納得が

して何か米子らしさを出した経

ロジー関連産業の誘致などに活

く圧迫する。この１２７８の公
る。見解を伺う。

いく方向づけは必要と考えてい

たけうち え い じ

竹内英二

そうせいかい

議（
員 蒼生会）

■市長 管理運営体制の効率化
現場追加調査として行う箇所の

進出決定、崎津がいなタウンへ

のでは、ニッポン高度紙工業の

算計上について協議してきたが、 ■市長 既に形として現れたも

には非常に危険が伴うが、今後、

しないと報道された。管球交換

中国電力が防犯灯の管球交換を

■議員 ⑴今年度３月をもって

米子市の安心・安全につい
て

や目的転用等も含めたさまざま

特定等、多岐にわたる内容を検

のボートピアの進出計画、ふる

べく最大限の努力をしたが、結

ないと判断した。間に合わせる

は、豊かな自然や水を有する環

米子のアピールポイントとして

連携型」は、自治体が取り組む

ＬＥＤ照明導入促進事業・地域

た。採算性など、もう少し詳細

タート」という記事が載ってい

と考える。幸い本市には来年か

に検討は必要と思うが、本市と

るに十分な寿命があり、かつ補

ら、電気自動車生産を始める環

しても取り組めるのではないか

助が受けられる。本市でも積極

ＬＥＤ化である。単価的には少
医学部を初めとする医療機関の

的に進めるべきと思うがどうか。 境ベンチャー企業の進出をいた

し高くつくが、それをカバーす
集積、電気自動車やマイクログ

境、航空路・鉄道・道路・境港

からの取組みについては、利用

リッドなどの新産業分野に取り

の港湾といった交通の便、鳥大

状況、文化財的価値、行財政需

だくことになっている。これに

は申し訳なく思っている。これ

要全体における費用対効果、都

■市長 ⑴中国電力から、平成

市機能における役割などについ

組む企業の進出計画等が上げら

果として計上できなかったこと

用メガソーラー発電、新潟でス

■議員 新聞に「日本初の商業

ソーラー発電施設の設置に
ついて

せ、順次、取り替え始めている。

故障等による灯具の交換に合わ

している。市有街灯については、

⑵補助金の活用に向けて検討

この結果も参考に検討したい。

他市町村の状況を調査しており、

自治会によっては取替えを電気

共施設のあり方について速やか

用できるのではと考えている。

に検討し、年次対策をとるべき

済活性化を考えているのか伺う。

な視点から個々の施設の再点検

討する必要があることなどから

どう対処する考えか。

米子市の経済活性化策につ
いて

と考えるが、市長の見解を伺う。 ■市長 追加調査の９月補正予

を行い、利用者、関係者の声を

さと納税を活用した地元特産品

そうせいかい

議員
（蒼生会）

⑵鳥取県の「環境にやさしい

の全国発信等である。他にない

お ざ わ み つ お

尾沢三夫

より本市の低炭素社会の足がか

との通知があったため、昨年

取替え等の維持協力を廃止する

■議員 公会堂の存廃問題につ

・物流等の促進、電気自動車・

東アジア・極東ロシアとの観光

ージの全国へ向けての発信、北

無料取替廃止の見直しを求める

国電力に対し、防犯灯の管球等

月に全国市長会中国支部から中

いなタウンに計画、検討してみ

を、山陰初の試みとして崎津が

に動くと思われる太陽光発電所

の成長産業であり、全国が設置

りができたことでもあり、将来

年３月末をもって街灯の管球
品等を活用した本市の地域イメ

現時点では自然環境・水・特産

れる。これらの米子らしさは、
早い段階での存廃の判断ができ

て引き続き検討し、可能な限り
るよう努力していきたい。
いて、さきの７月議会で市長は、

12

さらに精査する必要があり、調

米子市公会堂について

23

せ見直しを行っていきたい。

想定外の時間がかかり、９月補

50
正予算の計上は断念せざるを得

40

伺いながら、施設の実情にあわ

60
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改築されることになっていたが、

〇防災対策について

その方式によるので推計するの

は困難と思っているが、いずれ

ーラーの設置が急がれる。現在

い、平成 年度に解体撤去し、

の設置状況と今後の方針を伺う。 そのまま放置され、基本的には

ることは確かであり、簡便性に

ため、なかよし学級を含め、ク

■市長 技術の進歩に伴い、今
使用できない状況で今日に至り、

行形式での使用をお願いしたい。

難はあるとは思うが、当面は現

てはどうか。
後、太陽光発電が再生可能なク
■市長 保育園は現在、全室に
この経緯と今後の考えを伺う。

授業に支障を来す状況である。

全量買取制度が開始される予定

生可能エネルギーによる電力の

来年度から、太陽光発電など再

らなかった。しかし、早ければ

るが、いずれも検討にまでも至

有力企業に持ちかけた経緯があ

については、これまでも複数の

後、順次設置する方向で、学校

か所が未設置となっており、今

は、余裕教室で実施している８

整備を進めたい。なかよし学級

が、これで十分だとは思ってい

部屋に今年度、全園に整備した

歳未満児室に加え、お昼寝用の

り組んできた。旧体育館の改築

は耐震化を最優先課題として取

その後、義務教育施設について

理経費が多額になるということ

スベストが使用されていること

の予算化をしたが、屋根材にア

老朽化により平成 年度に解体

■教育長 旧体育館については

スコアボードの選手名表示が現

元気が出る。しかし残念ながら、

プロ野球阪神 広
― 島戦が開催さ
れた。一過性ではあるが、町に

から解体を見送った経緯がある。 ■議員 ３年ぶりに市民球場で

助事業メニューがあれば活用し、 がわかり、処分方法の検討や処

ないので、今後、取組可能な補

計画については、今後、整備の

て農業は大切な産業であると、

■議員 市長は、米子市にとっ

■議員 電光掲示板は１億数千

があるなど、制度上の好材料も
及び教育委員会と協議したい。

頭では非常によく理解されてい

よう働きかける考えはないか。

める文部科学省に、実行できる

■議員 学校環境衛生基準を定

さらに研究を重ねていきたい。

今後、学校の環境改善について

壊の危険性があるＩｓ 値０・３

０平方㍍少ない状態である。倒

育館は１０３５平方㍍で、４０

■議員 後藤ヶ丘中学校の新体

平方㍍である。

的に実施しているところであり、 ■教育長 基準面積は１４７６

で特に必要な教室の整備を優先

未満の校舎の耐震化も、今年度

ためプロ野球の開催ができない

かに旧式なものであるが、その

設置後 年が経過しており、確

■市長 現在のスコアボードは

また、工事費は幾らぐらいか。

を図るためにも、早急にスコア

もとより、プロ野球などの誘致

よって異なってくるものと考え

備事業等の大型の事業の有無に

土地基盤整備事業、農業施設整

本市でも年によっては大規模な

業構造や農業環境等が異なるし、

に改善すべきと考えるがどうか。 他市町村との比較であれば、産

ボードの選手名表示を電光掲示

耕作放棄地対策、自給率向上対

ている。本市では、担い手対策、

■市長 農業予算については、

算が少ないのか。

要な産業と言いながら、なぜ予

農業について

なければいけないと思っている。

何ができるかということを考え

■市長 全体の歳入歳出の中で

断できないか。

万円でできると聞いている。決

あるので、いろいろな方策を研
■教育長 小中学校は、特別教

在、手書きで行われている。地

るが、現実はどうか。農業は重

にしても多額の経費が必要にな

リーンエネルギーとしてますま
除き、体温調整機能が未熟な３

エアコンを設置している２園を

せいらん

す注目されると思っている。崎

ま つ い よ し お

究し、崎津がいなタウンの活用

方向で検討していきたい。

振興や観客の利便を図ることは

元の社会人野球、学生野球等の

議員
（青嵐）

促進につながる可能性があるの

室と防音対策施設を除き、普通

施設等設置基準による後藤ヶ丘

■議員 文部科学省の義務教育

■教育長 また機会をとらえ、

で一応完了する。来年度はぜひ

という話は、今のところプロ野

（その他の質問項目）

画の中で検討していきたい。

■市長 学校施設全体の整備計

識しているが、経費については

れば利便性の向上になるとは認

全面的に電光掲示板を改修でき

基盤整備対策等の各種事業を実

地消・特産品の振興対策、土地

策での戸別所得補償制度、地産

中学校の体育館面積は幾らか。

要望していきたい。

球関係者からは聞いていない。

■議員 旧体育館は老朽化に伴

後藤ヶ丘中学校旧体育館に
ついて

置すべきと考えるがどうか。

16

建替えが実施できるよう予算措

市民球場の整備について

か、さらに模索していきたい。

教室にはエアコンは設置されて

松井義夫

津がいなタウンでの太陽光発電

16

いない。整備については、学校

おかむら え い じ
日本共産党
議員
（ 米子市議会）
議 員 団

岡村英治
小中学校・保育園の暑さ対
策について

本的にクーラーが設置されてお

■議員 小中学校の教室には基
らず、市立保育園ではクーラー
未設置の保育室が多数残されて
いるが、異常な暑さに対処する

20
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農者を支援するための「就農応

特に担い手対策として、新規就
アンケートもとって意見を伺っ

いろお話いただき、また、市民

■市長 ワークショップでいろ

ぞれの地域の実態に合った取組

課題分析はしていないが、それ

■市長 個々の実施主体ごとの

実施主体の課題と対策を伺う。

いるが、この基本計画における

なものが必要だと思うがどうか。 実現のための実施主体を掲げて

■議員 今後、どのように平準

員採用を行っていきたい。

や年齢構成も考慮しながら、職

定員適正化計画の進ちょく状況

■市長 将来的には、定員適正

化の状況、年齢構成を考慮しな

地区ふるさと農道整備事業」、
思っている。

できるだけ反映していきたいと

いう中で、市民の皆様の意見も

づくりや、各団体・組織のネッ

地域全体で支え合うという意識

環としての人件費の削減、職員

そこでの話合いの過程を通じて、 ■議員 近年、行財政改革の一

会といった場をつくってもらい、

定員適正化の方向性から、市職

施するとともに、平成 年度は

援交付金事業」や「就農基盤整
執行部で素案をつくり、それを

ている。それをベースに、まず
みが必要だと思う。そこで、地

「新農業水利システム保全対策
■企画部長 何をやるにしても

員の新規採用が非常に少なく、

■議員 小中学校の教室へのエ

採用も考える必要が出てくるの

がら、特定の年齢を対象とした

事業」などの事業の取組強化を

異なる意見というのはあるので、 トワークや、その地域の実態に

結果として市役所の職員構成が

て、考えを伺う。

アコン設置及びエコ対策につい

市の職員構成について

化を図っていくのか。

備事業」、認定農業者等を支援

区版地域福祉活動計画をつくっ

に し か わ しょうぞう

する「チャレンジプラン支援事
審議会で議論いただき、パブリ

ていくための地域福祉推進委員

民主・
）
連合

ックコメントを経て、最終版に

（
議員

業」、集落営農組織を支援する
固めていく手はずになる。そう

西川章三

土地基盤整備対策として「彦名

「多様な集落営農支援事業」、

図っている。今後も本市農業の

合った体制づくりにつなげても

いびつになっているのではと危

ではないかと思っている。

維持発展のために必要なものを
個々具体的な事業を進める上で

ぐする。職員の年齢構成、今後

もし廃止となった場合の市当局

■議員 公会堂問題について、

■福祉保健部長 例えば高齢者

と今後の対応を伺う。

て、引きこもりについての認識

歳代が 人、 歳代が２６７

■市長 本年４月１日現在で、

の職員採用の考え方を伺う。

要な教室等の整備を優先的に実

いては、学校施設の中で特に必

■教育長 エアコンの設置につ

の段階でもって市民合意をどう

ゆる角度から検討しており、そ

■企画部長 存続・廃止をあら

への表現の仕方について伺う。

る社会的引きこもりについては、 業業務の民間委託による職種転

■議員 新たな問題の、いわゆ

要があると思っている。

る施策も、これからは考える必

の方、聴覚障がい者の方に対す

図るため、定員適正化計画に基

換職員の一時的な増加の解消を

るスケールメリット効果と、現

旧米子市と旧淀江町の合併によ

が２３３人である。本市では、

人、 歳代が２９０人、 歳代

か、再度伺う。

が、積極的に進める考えはない

■議員 研究するということだ

重ねていきたい。

学校の環境改善について研究を

太陽光発電等エコ対策を含め、

職員数が少なくなっている。持

果、全職員数に占める 歳代の

づき退職不補充を進めてきた結

ないかとか、その辺は冷静に考

と続くということもないのでは

今年のような夏がこれからずっ

涼しい夏だった。したがって、

に考えてみると、昨年は非常に

上初めてとも言われるが、冷静

■教育長 今夏の状況は観測史

が 歳から 歳である。現実と
施策が全然かみ合っていない。

めには、一定の採用者数を確保

ンケート、聞取り等を提案する。 続可能な組織体制を維持するた

不登校だった方の追跡調査、ア

図ることも重要と考えており、

しながら、年齢構成の平準化を

施しているところである。今後、

とっていくか検討すべき話であ

も言われるが、これは調査対象

30
準引きこもりを含めると 万と

49

り、その結果なり、検討の進ち

20

ょくに合わせて対応していく。

地域福祉計画について
■議員 地域福祉計画の基本計
協働体制を明記し、地域福祉の

40

の市民合意のとり方、総合計画

小中学校の猛暑対策につい
て

予算化し、農業振興に取り組ん

はそういった場が必要なものも、 らえるよう支援している。

でいきたい。

かどわき く に こ

門脇邦子
総合計画策定審議会につい
て
■議員 総合計画に関しては、
集中と選択、財源が大きな問題
になる。その点を考慮し、例え
ば公会堂の存続など、賛成、反
対の意見があるような課題につ
市民同士の意見交換の場のよう

７０

議員
（ムスカリ）

可能性としては出てくると思う。 ■議員 今後の新しい問題とし

22

いては、市民意見の反映のため、 画では、項目ごとに役割分担と

34

50

20

15
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環境で確保していくことは当然

子どもたちの教育環境を快適な

える必要があると思う。ただ、
■市長 ⑴平成 年度は８７２

ものがあるのか。

支援策は、それぞれどのような
の合併と現業業務の民間委託に

■市長 ⑴旧米子市と旧淀江町

れをどのように解消するのか。

⑶現在、生産者グループの農

りながら取り組んでいきたい。

る。今後も関係団体と連携を図

の加工・販売を検討している農

業を実施するとともに、農産物

を支援するいきいき直売支援事

産物の加工・販売など直売活動

そうせいかい

よる職種転換職員の一時的な増
ゆ あ さ と し お

議員
（蒼生会）

名中 名、平成 年度は８５４
⑵メンタルヘルスを正しく理

数の減が市民サービスの低下に

湯浅敏雄

必要であり、重ねて研究してい
エコ対策については、エアコン
解するための一般職員に対する

化計画を推進しているが、職員

加の解消を図るため、定員適正

の設置イコールエコ対策という

県の食のみやこ担当課、農業改

いきたい。

■議員 ⑴農業の維持には多様

業者等の思い、要望等を聞き、

■議員 人事評価システムと、

欠であると考えるが、本市の対

な担い手を確保することが不可

遊休農地対策について

昇格・降格、昇給・降給、配置

つながらないよう、職場の業務

際は、本人、所属長、職員課の

転換等の人事施策の連動につい

量や状況を考慮しながら進めて

施設の問題、全体を含めて検討

配慮事項などを確認するなど、

耐震補強もたくさん残っており、 面談により復職の際の業務への

していく必要がある。今後まだ

再発防止に努めている。

て伺う。

⑵農業経営を維持・発展して

間行い、復職可能と認められた

する際は、復職訓練を約１か月

制度の周知を図っている。復職

修会への参加を促したり、相談

市の発展に貢献した。こういっ

ァッションモデルとして参加し、 う。

プライベートの時間を使ってフ

ーが行われ、市の職員が自分の

ションというファッションショ

■議員 ８月 日に米子コレク

れる方に対し、農業改良普及所、 ある小学校が４校、中学校が５

■市長 ⑴農業を始めようとさ

やすような支援ができないか伺

価値をつけ、農業者の所得をふ

販売も行う６次産業化し、付加

⑶農家自らが農産物を加工・

現状については、経年により排

■教育長 小中学校等の校庭の

いて伺う。

排水工事の現状と整備方針につ

くれている。小中学校の校庭の

■議員 耐震工事の影響のため

小中学校の校庭の排水工事
について

ら取組みを進めている。

良普及所、Ｊ Ａ等と連携しなが

にあわせて検討していくことに

大規模改修等もあるので、それ
■教育長 ⑴平成 年度は８４

■市長 人事評価の結果は、当

いくためには、規模拡大が必要

場合に復職できるようになって

た取組みの評価として、表彰な

⑵メンタルヘルスに関する研

１名中５名である。

いる。復職後は、必要に応じて

間外勤務について配慮している。 どの制度を活用してはどうか。

就農相談会の開催、ふるさと就

金等の関係団体と連携しながら

Ｊ Ａ、鳥取県農業担い手育成基

や学校の整備計画等を勘案しな

方針については、各学校の現状

校と把握している。今後の整備

工方法なのか。工事方法の違い

る小中学校については、同じ施

がら進めていきたい。

⑵農地の利用集積を図る利用

農体験研修の募集、就農計画の

権設定等促進事業、農地のあっ

大変うれしく思っている。これ

〇情報セキュリティについて

（その他の質問項目）

人事制度について
■議員 ⑴定員適正化計画によ

■議員 排水工事が終了してい
り、今後も人員を減らすことが

により排水効果、工事費用、工

⑵療養により職員が減り、市

せん、耕作放棄地再生利用緊急

民に対し十分なサービスが行わ

○滞納問題について

見込まれているが、市の発展の

ないか。

期などに違いが出てくるのでは

れているのか、あるいは今後保

対策事業等に取り組み、現在、
増加するなら、この相反する流

ため市職員に課せられる業務が

３２４㌶の利用権を設定してい

たれるのかを危ぐする。り患に

からも積極的に参加してほしい。 相談等を実施している。

ランティア等に参加しており、

水機能が低下し、改修が必要で

出張の制限や長時間にわたる時

応について伺う。

なると考えている。
０名中６名、平成 年度は８４

と考えるが、本市の考えを伺う。 小中学校の校庭の排水工事がお

きよし

民主・
）
連合

面は昇任、あるいは人事配置に

い な た

（
議員

21 20

■市長 職員がいろんな形でボ

30

活用したいと考えている。

実施等を行っている。復職する

名中 名である。

21 20

ことではなく、学校の環境問題、 研修、産業医による健康相談の

くというぐあいに思っている。

13 11

対する予防策、また復職の際の

の状況、推移について伺う。

市及び市教育機関の職員のり患

国で増加の一途をたどっている。

■議員 ⑴うつ病の患者数は全

精神的疾患への対応につい
て

稲田 清
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⑵鳥取県西部広域行政管理組
するなど、多剤耐性菌の動向把

行う旨の通知を都道府県に発出

たＮＤＭ１について実態調査を

責任をとるようなものではない

うなったということで市の方で

ギャンブルでその生活がどうこ

行われるものだと思っている。

いて伺う。
合消防局管内及び本市における
握に向けて本格的な対策に乗り

模によっては、施工方法、工事
費用、工期に違いは出てくると
過去３年間の住宅火災の状況と

■教育委員会事務局長 工事規

考えるが、校庭の全面改修につ

プを各戸に配付し、災害発生時

治療するのか、日常生活で感染

うに感染するのか、どのように

市での状況、その症状、どのよ

管内 件のうち本市 件、平成

⑵住宅火災は平成 年は西部

吸器関連肺炎、血流感染症など

抵抗力が低下した患者に人工呼

状は、主に細菌感染症に対する

のところ確認されていない。症

た菌のことである。県内では今

抗菌薬がほとんど効かなくなっ

■市長 経済効果としては試算

いと考えているのか。

れる。それに経済的な影響がな

お金がボートピアに吸い上げら

から、毎年 億円と想定される

に超える大きなお金が市民の懐

土地が売れても、それをはるか

どうするつもりか。平成 年度

のもつくらないなら、受け皿は

し廃止となり、それにかわるも

フル稼働している。公会堂がも

■議員 米子の４つのホールは

するべきである。

で市民のためになる土地利用を

ちゃな選択はやめて、市民参加

ギャンブル場しかないというむ

致することを問題にしている。

■議員 市が市有地を売って誘

と思っている。

出している。多剤耐性アシネト

における自助・共助への呼びか

バクターとは何なのか、県や本

行うため、排水効果の違いはな
けなど、防災意識の高揚を図っ

する危険があるのか、感染を防

■議員 市に売上げの１㌫の還

■市長 ⑴市報やハザードマッ

いては、一般的に表土の入替え、 課題について伺う。

いと考えている。

ぐための日常生活での注意点、

元金が入っても、４億円であの

傾斜、こう配、暗きょ排水等を

■議員 １校当たりの整備費用
ている。自主防災組織の結成促

病院での対策について伺う。

いしばし よ し え
日本共産党
（ 米子市議会）
議員
議 員 団

はどのぐらいかかるのか。
進と住宅用火災警報器の普及促

■市長 アシネトバクターとは

石橋佳枝

■教育委員会事務局長 整備規
進が急務である。

住宅火災による死者数は、平成

さまざまな病気を引き起こす。

年は西部管内 件のうち本市

件、平成 年は西部管内 件

のうち本市 件である。本市の

火災による死者の半数以上が高

週間以上生存でき、医療器具や

好む一方、乾燥した環境でも数

感染経路は、湿度の高い環境を

税等の税収、環境整備費として

毎年度の固定資産税・法人市民

４３９日、文化ホールだけでは

は、土地分譲代金として４億円、 文化ホールは２４０日、足すと

はしてないが、市の収入として

間に合わない。活発な市民の活

から寝室及び階段に住宅用火災

の患者に伝ぱする。治療は抗菌

売上げの上限１㌫が入る。また、 動の場をどう保障するのか。

徹底することが重要である。

ち、医療器具の消毒や手洗いを

防対策は、院内環境を清潔に保

投与量は確立されていない。予

に、市としてはその人に対しど

い。もしそういう人が出たとき

ンブルにおぼれさせてはならな

■議員 ただ一人の人でもギャ

が発生する。

も相当の期間使用停止が続くた

会堂が存続ということになって

いただいている。今後、仮に公

はさまざまな工夫や調整をして

災思想の普及、功労者の表彰、
防災訓練等が実施され、防災の

決定してから利用団体の皆様に

（その他の質問項目）

画的に工夫して使い、活動を続

■教育長 公会堂の使用停止を

新たに 人から 人程度の雇用

■議員 最近、抗生物質が効か

〇ジェネリック医薬品について

けていただくことになる。

日、９月は防災月間であり、防

日を含む１週間を防災週間とし

ない新型の多剤耐性菌の感染例

いろいろあり、個人で判断して

■市長 ギャンブルといっても

ういうふうに責任がとれるのか。 め、現在使用できるホールを計

て全国各地でさまざまな防災訓

が各地で確認されている。厚生

多剤耐性菌対策について

薬の投与を行うが、その選択や

の公会堂の稼働日数は１９９日、

齢者であり、就寝中の火災によ

医療従事者の手などを通して他

平成 年は死者はいない。住宅

米子市公会堂の存続・耐震
強化の問題について

年は１名、平成 年は４名、

崎津がいなタウンへのボー
トピア進出について

模により違いがあるが、全面改
修すると１０００万円から２０

そうせいかい

とが課題である。平成 年６月

る逃げおくれなどを防止するこ

35

００万円の工事規模になると考
えている。

ふ じ お のぶゆき

34

警報器の設置が義務化される。

23

労働省は国内で初めて確認され

45

議員
（蒼生会）

19 19

20

⑴本市における取組状況につ

40

藤尾信之
防災対策について

18 21

26

33

21

練、国民運動が行われている。

■議員 毎年９月１日は防災の

21

12 20
19
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松本松子
議

員

団

■議員 どんなに苦労して活動
る世帯は何世帯で何人か。また、
しているのか、利用団体の意見
７割、５割、２割の減免世帯は
をよく聞いて考えるべきである。 それぞれ幾らか。
これまでにどういう団体とどの
⑵これらの方が手おくれにな
ように話し合ってきたのか。
られても自業自得というのか。
■教育委員会事務局長 市民劇
⑶青森市では、調査により資
場、労音の方の話も聞いたと思
格証の世帯のほとんどが所得の
う。その後、要望等に市庁舎に
低い世帯で、払いたくても払え
来られて副市長を中心に話をお
ない実態が明らかになり、法定
聞きした記憶がある。
減免世帯には資格証を発行して
■議員 利用団体からは、ほと
いない。本市はどんな調査をし
んど市の方からは話を聞きに来
たのか、調査できないのであれ
られない、申し入れたときだけ
ば法定減免世帯へは資格証の発
だと聞いている。積極的に話を
行はやめるべきであるがどうか。
聞いて進めるべきである。
■市長 ⑴平成 年６月末現在
（その他の質問項目）
で６５８世帯、８８９人、この
〇介護保険の抜本的な見直しに
うち７割軽減の世帯が１３６世
ついて
帯 、５ 割 軽 減 の 世 帯 が 世 帯 、
２割軽減の世帯が 世帯、合計
２０９世帯である。
⑵資格証には、注意事項とし
て、病気、けがの場合は保険年
金課窓口で相談するように記載
しており、必要な医療の機会を
まつもと ま つ こ
日本共産党
議員
（ 米子市議会） 妨げるものではない。

国民健康保険資格証明書の
発行中止について

発行をやめ、すべての被保険者

■議員 資格証、短期保険証の
に正規保険証を交付し、命と健
⑴現在、資格証を交付してい

康を守ることを求め、以下伺う。

センターの会員から、公園の草

〇子育てについて

きたいと考えている。

月３万円ほどの収入と４万円の

調査等の業務委託において標準

示について、本市は、測量設計

■議員 委託費の積算根拠の開

国民年金でやっと暮らしてきた

歩掛かりが適用できず、見積も

前公表しない場合、入札参加業

開示していない。予定価格を事

うな場合でも積算根拠を事前に

りにより予定価格を設定するよ

取りや駅前駐輪場の仕事をして

そうせいかい

議（
員 蒼生会）

が、仕事が減って困っている、

の ざ か みちあき

野坂道明

者がより正確な積算ができるよ

う国・県では特記仕様なども示

仕事にできないか。

火災報知機の設置もシルバーの

事や義務づけされている家庭用

⑵ごみ袋を販売業者へ卸す仕

っていない。過去の実績をもと

ており、地元の業者が指名に入

企業と他県の中堅業者を指名し

進工事の設計委託の場合、大手

ついて、下水道工事で大口径推

■議員 委託業務の指名基準に

は非公表としている。そのため、

おいては、予定価格は入札前に

測量や設計などの業務の入札に

■総務部長 本市においては、

と考えるが、見解を伺う。

制度の観点からも見直すべきだ

算という観点からも、また入札

きりと明示している。適切な積

建設行政について

何とかもとのように仕事ができ
るようにしてもらえないかと真
⑴公園の草取りや駅の駐輪場

剣に訴えられた。
の管理は高齢者の生きがいだっ
た。仕事がなぜ減ったのか、具

■市長 ⑴平成 年度まで契約

に指名しているとのことである

して、その中で歩掛かりもはっ

金額が減少した理由は、業務の

が、実績に偏重せずに現在の技

体的な説明を伺う。

の直接実施などによるものであ

廃止や効率化、職員による業務

は大幅に増加している。

事業を委託しており、契約金額

の緊急雇用創出事業を活用した

る。平成 年度には、新たに国

を伺う。

指名すべきだと考えるが、見解

ている。そのような地元業者を

対応可能な業者がいると認識し

の業者を詳細に実態調査すれば

術的に対応可能かどうか、地元

あるいは公平性の観点から、入

もあるが、入札としての透明性

ることもあり、問題のある場合

あるはずの予定価格が推測され

開示することによって非公表で

予定価格の積算根拠を入札前に

り組むことになる。

習得し、体制を整備した上で取

ターの会員が簡便な取付技術を

需要があればシルバー人材セン

庭用火災報知機の設置業務は、

一体の委託業務としている。家

可能と判断されれば指名してい

者についても今後技術的に対応

基づき指名してきたが、地元業

なるため、これまでの実績等に

ついて専門的な技術職が必要に

工事を設計する場合、本工法に

センチ㍍以上の大口径管の推進

で委託業務の金額入りの内訳書

ついて、本市では予定価格のみ

■議員 予定価格の事後公表に

ている。

合には公表していきたいと考え

持つことが必要と考えられる場

加者が同一の積算根拠の情報を

⑵指定ごみ袋の搬送業務は、

■下水道部長 下水道の直径

（その他の質問項目）

札金額の算出に当たり、入札参

み袋の製造及び保管管理業務と

本市に保管場所がないため、ご

上で発行している。

対し、その実情の把握に努めた

⑶資格証は保険料を１年以上

19

滞納し納付折衝に応じない者に

13

米子広域シルバー人材セン
ターについて

21

22

60

■議員 米子広域シルバー人材
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の透明性、正当性の観点から、

などは公表していないが、入札
■市長 ⑴医師会から寒い時期

公表内容の現状について伺う。
場を中心に定期的に実施してい

■市長 遊休地の除草は毎年夏

費についても伺う。

であることの通知、勧告までの

所有者等に対し指導、遊休農地

ないと見込まれる農地について、

検診は、今年度胃がんと乳がん

は、約１００万円である。

占用料を低額に設定し草刈り等

し、解消のための取組みを強化

等により遊休農地の発生を防止

出す。耕作放棄地マップの作成

門は古代史と聞く。古代史、中

■議員 文化施設の学芸員の専

地の解消に努めていきたい。

機関と連携を図りながら遊休農

調査による情報をもとに、関係

⑶農業委員会が行う利用状況

う。

地パトロールにあわせ調査を行

月、図面を農業委員に渡し、農

はインフルエンザなどがはやる

にじ

これも国・県では事後公表に伴

ほ

手続きを行うこととされた。今

て管理を行っている。市民から

やまかわ ち

る。不法駐車等が予想される土

除草に対して指摘があったとき

議（
員 虹）

ので、 月までがいいとの意見
⑵乳がん検診は、マンモグラ

には、その都度対応している。

地については、ロープ等を張っ

フィ併用検診導入に伴い２年に

遊休地の除草や立木の伐採など

を参考に 月までとしている。

■総務部長 入札後の積算内訳
成 年度から隔年とした。休日

１回が適切とされたのを受け平

山川智帆

い詳細に開示している。これら
も見直すべきだと考えるが、見

の公表方法については、県の公
施する方向で検討していきたい
を１日ずつふやしている。事業

■議員 管理経費削減策として、 会は遊休農地の実態調査に乗り

遊休農地の実態把握とその
解消方法について

と考えている。

ホームページに掲載してきたが、 公共施設アダプト制度の導入や

結果は、これまでも受診状況を
今年度はさらに広報に検診受診

の管理をするかわりに利用を許

し、５年以内に遊休農地ゼロを

世史、近代史、現代史など歴史

指定管理期間延長における
メリット・デメリットにつ
いて

率の推移を掲載した。

可する自治体もあるが、こうい

⑴市の基本的な解消方法に対

った取組みをする考えはないか。 目指す。そこで以下伺う。
■市長 遊休地は貸付け、交換、

できる機関が少なく、年末に詰
めかけるので、年明けもできな

学は幅広くあるが、なぜ古代史

を受け継ぐべきで、中世史、現

うな時代背景の歴史を受け継ぐ

⑵改正農地法を踏まえた農業

する考え方について

べきと考えているのか。

売払いができる。本市において

について

■教育長 原始古代から現代に

は、新たな財源確保の観点から
原則として処分することにして

■市長 ⑴解消には、農業者自

至る歴史事象を学ぶことを基本

延長すべきではないか。

いるが、売払いが難しい遊休地

らの農地の利用、農地のあっせ

としながら、長い歴史の中で特

代史などは受け継ぐべきでない
は、貸付けで対応している。既

ん、新たな農産物の取組みなど

に米子を特徴づける歴史的事象
■議員 遊休市有地は、存在す

委員会の役割について

■福祉保健部長 特定の医療機

に自治会等に使用いただいてい

が必要と考え、米子地域耕作放

を取り上げ、展示、調査・研究、
る地域の住民から管理について

作されておらず今後も耕作され

は年１回利用状況を調査し、耕

■農業委員会長 ⑵農業委員会

■議員 指定管理期間を５年か

た事業展開を図っていきたい。

主導しながら、メリハリのつい

と判断したのか。市民にどのよ

関や年末に受診が集中し、希望

ば貸付けの可否を判断し、可能

棄地対策協議会を設置し、農地

講座等の事業に生かすなど教育

ると思うが、他市と比べ期間を

で管理しているのか、また、経

⑶今後の農業委員会のあり方

日時に受けられないことは承知

であれば貸すことはできる。

中の受診の周知徹底を図りたい。 るケースもあり、申し出があれ

している。これまで以上に期間

（その他の質問項目）

流動化対策、耕作放棄地再生利

委員会が指定管理者を積極的に

いか。最大限この部分だけでも

■議員 マンモグラフィは受診

■議員 県農業会議と農業委員

○観光政策について

（その他の質問項目）

そうせいかい

議員
（蒼生会）

○公の施設について

わたなべじょうじ

渡辺穣爾
がん検診について

は、県内４市で本市が一番短く

■議員 ⑴がん検診の受診期間
６か月間である。受診期間は毎

○洪水ハザードマップについて

討に取り組んでいる。

用緊急対策、新たな農産物の検

短く設定している原因を伺う。

のクレームを伺うことが多くな

遊休市有地・法定外公共物
について

○県道のカラー舗装について

⑵受診率向上策として、受診

年度ごと医療機関と協議してい

に要した平成 年度の管理経費

表方法を参考にして、公表を実

解を伺う。

11

12

制限の考え方、土日受診の拡大、 っている。現在どのような指針
がん検診事業結果の公表方法、

21

17
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一般的にイベントの評価は単な

ら 年に延長するが、市民サー

とができないため、調査してき

しているように思われる。また、 者が判明しなければ対応するこ

ビスよりも事業の継続性を重視

い。今後は早急に顧問弁護士に

たが、現時点まで判明していな

■副市長 不法占有建物の所有

術館も、その横に新しいものを

長の中にはあった。図書館・美

また同じことになると当時の市

ものを建てないと何十年後には

きに、 億円かけるなら新しい

ういう指導監督をしてきたのか。 円かけて楽屋施設をつくったと

を進めている。米子港について

整備計画を作成するよう、協議

等を基本方針とし、本年度中に

住者と来訪者の交流拠点とする

関してどのような対応をするか

し、国自身も所有者が相手方に

成 年の段階で確定していたの

■議員 市有地であるのは、平

密にし、対応していきたい。

加えて警察との連携をより一層

■議員 公会堂を廃止しておい

ろうかと思っている。

をしていくことは必要ではなか

中であわせて整理整とん、議論

見、発想も出ており、そういう

いくわけだが、多様な提案、意

ては対策本部等で鋭意検討して

■副市長 今後のあり方につい

ているのではないか。

な事態が生じることが目に見え

建てたとき、公会堂と同じよう

が進んでいる米子港再生構想へ

討すべきではないか。現在検討

てくるか、そういう視点から検

光客、交流人口をどう引っ張っ

遊軸をどうつくるか、そこへ観

る旧加茂川に沿った人の東西回

のではなく、中心市街地におけ

⑵まちかど広場単体で考える

業の経緯と進ちょく状況を伺う。

■議員 ⑴まちかど広場整備事

に入れ、商業と公共公益機能な

車場との回遊性も全体的に考慮

ライトキャンパスや市庁舎、駐

計画がされているまちなかサテ

業エリアとの回遊性、また今後

公会堂、高島屋から四日市町商

業を個別に検討するのではなく、

■議員 図書館・美術館整備事

向性を見出すよう考えているが、

は、県とともに米子港再生の方

る入場者数で評価するのではな
でいただいたか、その企画、仕

に尽きると県の財務局が私に回

て、図書館・美術館の 億円な

の取組みとまちかど広場整備事

どの多様な都市機能が一体とな

すぎたにだ い し ろ う

く、どのような知識を得て学ん
掛けづくりが大事ではないか。

答している。７年間にもわたっ

画書なり企画書が重要となるが、 ではないか。あれから２年後あ

■総務部長 入場者数だけでは

て相手が回答できないという状

指定管理者に任せきりではなく、 たりに市有地であることは確定

はかれないものもある。事業計

況なのか。問題は、市長自身が

で議会が市民に説明ができるの

らいいという決議をどんな理由

業の連携が必要ではないか。

って構成される魅力あるゾーン

事業内容や事業主体、実施時期

企画等の内容も市が主体性を持

市民の財産である財産管理につ

か。増改築問題は公会堂問題の

■市長 ⑴まちかど広場は、街

議員
（コモンズ）

って指導しながら進めていく必

いて真剣に対応しているかどう

行く末を見ながら方向性を定め

なみ環境整備事業で整備を予定

杉谷第士郎

要があると考えている。

かということではないか。

ていく。そして当面の金が要る

で市土地開発公社から土地を買

事業の基本設計に取り組むべき

図書館・美術館整備事業に
伴う中心市街地における都
市機能配置の方針について

可能な限り連携を図りたい。

米子港再生構想が具体化すれば、

などは決まっていない。今後、

（その他の質問項目）

■副市長 この問題に対する対

部分については維持管理だけに

米子港再生構想への取組み
とまちかど広場整備事業の
連携について

○米子市公会堂の存廃問題等に

応については、十二分ではなか

形成という視点から、周辺環境

ついて

ったと反省している。平成 年

している立町二丁目の旧加茂川

２月に米子警察署刑事第二課に

■副市長 最小の経費で最大の

ではないか。

相談し協議を重ねてきているが、 はないか。
行政として不作為がないような

い戻し、平成 年度は整備計画

■議員 公会堂は 年前に 億

図書館・美術館増改築問題
について

いきたいと考えている。

効果を上げるというのは地方自

22

10

17

方向で、き然とした対応をして

21

とおる

限定した中でやっていくべきで

えんどう
議員
（

進展していない。内部に対しど

治の基本である。今後、プロジ

辺のまちづくりを進める会、笑

の作成のため旧加茂川・寺町周

環境整備の中で、憩いの道を初

■市長 図書館・美術館の周辺

いるが、高島屋や四日市町商店

い通り協議会、米子商工会議所、 め国道９号や市役所駐車場から

街方面からのアクセスもわかり

ェクトチームなり対策本部なり

⑵まちかど広場は人々が気軽

でも検討をするわけだが、固定

に憩える空間として整備し、居

市観光協会等と協議をしている。 の動線の整備を図ることとして
していきたい。

観念にとらわれない発想で対応

22

遠藤 通
普通財産の管理について

に建築されている民間の建物に

■議員 両三柳の海岸の市有地
ついては、平成 年 月定例会
12

21
15

一 院
）
クラブ

整備を含む図書館・美術館整備

15

沿いの用地で、平成 ・ 年度

10

から７年を経過しているが全く

30

15
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やすくするための工夫をし、図

動して市民の生活を支えていく

遊性の確保や一体化に努めたい。 保険料を下げ、なおかつ財政出

書館・美術館と周辺施設との回

ことが求められてくるのではな

ることはかなわず、むしろ税や

からといって税や保険料を上げ

行財政需要全体における費用対

■市長 利用状況、文化的価値、

すべきではないか。

来の百年の大計を考えた判断を

ず、中海圏拠点都市としての将

ると訴えてきた。本市のみなら

についてはどのような考えか。

である四条通りの一方通行問題

の交通量の問題、観光地入り口

■議員 労災病院方面から県道

年の間に元気再生の

■議員
いか。本市においても、自らの

いのため、歩道や植栽を撤去し

るとなると、観光バスのすれ違

■経済部長 一方通行を解除す

ーンの設置要望を行っている。

■建設部長 県に対して右折レ

道筋をつくれなければ、人口の

や す ぎ た つ や

増も税収の増もない。生産年齢

公明党
）
議員団

効果、都市機能における役割な

議（
員

財政基盤、財政力を高めておく

角度から検討を急がせ、可能な

どについて、対策本部に種々の

安木達哉

人口が減り高齢者人口がふえる
うな方策をとっていく考えか伺

中、ほっておけばじり貧になる。 必要があると考えるが、どのよ
そういう意味で中心市街地の都

■議員 まちづくりは、その時

なければならない。困難である。

々の財政事情での対応ではなく、

皆生温泉のまちづくりにつ
いて

つ慎重、迅速に判断し、方向性

将来像を描き、皆生温泉の復活

■議員 地元紙に、市内の女性

らば 月定例会前にも総合的か
を示していきたい。

と発展に向けた青写真を示すべ

のアパートに侵入し女性に乱暴

市機能整備は重要な課題である。 う。
る財政や市民生活の状況は、不

■議員 公会堂は、結論的には

きと考えるが、見解を伺う。

し逮捕という記事が載っていた。

年以上の長期にわた

子港、まちかど広場、図書館・
確定要素が多く、具体的な見通

解体をしてほしい。今、米子も

■市長 検討委員会の提言を基

としては、現時点で想定される

等として使い、 年、１００年

解体後の土地は、当面は駐車場

よりも多く使える立場にある。

のと期待している。

ったまちづくりが加速されるも

住民、行政の間で官民一体とな

していないのであれば、理由を

トワークで配信したのか。配信

この件は、安心・安全情報ネッ

■市長

美術館整備事業を単体で終わら
しに基づく目標は立てていない

境も安来も一体として、中海圏

本に取り組んでおり、事業者、

そのことを踏まえて公会堂、米

せないよう要望する。
が、少子高齢化の進展、人口の

の施設を共有していくことにな

の増進を図る観点から、市民生

傾向を見据えた上で、市民福祉

安心・安全情報ネットワー
クについて

（その他の質問項目）

っており、ホールは他の自治体

せいらん

議員
（青嵐）

つよし

減少、厳しい社会経済情勢は今

や く ら

強

年後には団塊の世代

年後の市の財政と市民の
経済見通しについて
■議員

が 歳を超え、超高齢化社会が

対応するため、持続可能な財政

来都市像の実現や市民ニーズへ

の確保を図りながら、本市の将

選択と集中、歳出の抑制と歳入

適宜推進していくよう、事業の

活の動向に応じ、必要な施策を

■副市長 さまざまな角度から

と考える。見解を伺う。

十分に時間をかけて議論すべき

の全体のまちづくり、都市像を

先の中海圏、あるいは拠点都市

国、地域、関係機関の協力が不

の意見があるのは承知しており、 スが必要と考えるが、それには

である。海岸遊歩道の散策コー

日本海、大山、島根半島の風景

きは厳しい。唯一の観光資源が

いたいが、今の状況からは町歩

■議員 町じゅう観光資源と言

の問題もあり、警察からの情報

る。防犯情報の配信は、捜査上

供なり依頼がなかったためであ

い。理由は、警察からの情報提

ットワークでの配信はしていな

■総務部長 安心・安全情報ネ

伺う。

がっていく重大問題であると思

■経済部長 なぎさの遊歩道の

可欠である。見解を伺う。

載っている。知っているのと知

■議員 既に逮捕された記事が

一つにしている。

の配信依頼があることを条件の

基盤の確立を目指していきたい。 将来の米子の町のあり方につな
っている。大変重い仕事ではあ

活用は重要なポイントの１つと

っていないのでは大きな違いが

考えている。県が開催する鳥取

と思っている。

県西部海岸管理協議会、国交省

るが、職責を果たしていきたい
（その他の質問項目）

ある。何のための安心・安全情

公会堂問題について
■議員

と本市で行う事業調整会議の場

年前から本議場で、

税・保険料等が、払いたくても

〇環境問題について

を通じて協議を深めていきたい。 報ネットワークか。一番大事な

地の活性化の拠点にすべきであ

公会堂を解体し、跡地を旧市街

困層が拡大するものと見られ、

50

る。したがって、財政が苦しい

到来し、多くの年金生活者や貧

70

払えない状況に陥ると推測され

10

10

矢倉

後も続くものと見られる。本市

12

〇公会堂問題への対応について

10

10

10
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力することを要望する。行方不

くことである。抑止を重点に努

政や私たちが最善を尽くしてい

ことは被害に遭わないこと、行

合った臨時的、短期的な就業の

とともに、会員の能力と適性に

材センターへ補助金を交付する

■市長 ⑴米子広域シルバー人

ように認識しているのか。

委託金額が少ない現状を、どの

減のため、施策例として、小児

療等にかかわる経済的負担の軽

っとりプランの中で、保育、医

⑵県が策定した子育て王国と

の考え方を伺う。

ルティーの問題、市条例改正等

ようなことがあってはいけない。

将来の利用計画のネックになる

たいからといって飛びついて、

とを考えると、３㌶をすぐ売り

■市長 ボートピアの進出が今

方がいいのではないいか。

もう少し時間をかけて検討した

明者の捜索についても、境港市

なかがわけんさく

は氏名まで公表するなど、身近

特別医療費助成制度の対象年齢

議（
員 市民派）

場の提供に努めている。

中川健作

な問題を配信している。なぜ同

無条件に本市から吸い上げられ

げの ㌫の８億７５００万円は、

■議員 ボートピアの年間売上

後の他の崎津がいなタウンの土

負担を求めるべきではないか。

る。入場者の６割が米子市民と

■議員 ６月 日に鳥取大学か

地の活用促進の支障になるとは

市で約５３４０万円、米子広域

■市長 ⑴システム改修費は、

見込まれており、５億２５００

容であったのか、それに対して

らあった要請は、どのような内

の拡充を掲げて積極的に推進を

で約２３９４万円、倉吉市で約

県が２分の１を負担すると伺っ

万円が吸い上げられていくこと

している立場から、県に応分の

４２７９万円、境港市で約１１

ている。医療費助成の対象を拡

になる。環境整備費３５００万

この間の本市としての検討状況、

⑵平成 年度実績では、鳥取

■総務部長 行方不明者の捜索

２６万円であり、決して少ない

大することによって生じる国民

円、固定資産税１７５万円、雇

しているのか。

大学に対してどのような対応を

じ行政でこうも違いがあるのか。
依頼のメール配信は、インター

額だとは考えていない。

健康保険療養費等国庫負担金減

用経費約１億円が本市に戻って

史跡米子城跡整備計画につ
いて

えるが、見解を伺う。

済にとってマイナスになると考

部１年次生の教育に必要なグラ

ため、湊山球場の敷地を、医学

学部が所有する敷地が狭あいな

■市長 要望内容は、現在の医

人材センターの繰越金の額や事

制度改正に伴う事務経費の補正

■市長 ボートピアは市外から

ウンド及び医学部附属病院外来

市民から吸い上げられ、地域経

した。シルバー人材センターへ

⑵特別医療費助成制度は県と

予算案を上程する予定である。

多数を集めることのできる娯楽

用したいというものである。湊

患者用の駐車場の一部として使

では 月議会に条例改正並びに

の補助金は、事業内容、国の動

協調している事業であり、国保

の消費が期待できる。地域経済

施設であり、ある程度は市内で

業費の精査を行い補助額を見直

向、本市の財政状況などを総合

への国のペナルティー及び特別

〇市民相談体制の充実について

（その他の質問項目）

願いを考えている。

費についても、応分の負担のお

出のみをとらえて地域経済にマ

と考えており、ボートピアの進

範囲において回っているものだ

はこの地域のみでなく一定の広

取大学医学部用地として利活用

もに民有地も存在しており、鳥

まな制約がある区域であるとと

山球場は、都市公園法等さまざ

ら中学３年生まで拡充すること

の観点から、本市も就業ニーズ
の対象年齢を現行の未就学児か

的に簡易な仕事を提供すべきと

ついて、システム改修費、ペナ

を県と市町村が合意したことに

⑵県内他市と比較した場合、

思うが、見解を伺う。

の可能性を持った土地というこ

■議員 これからのまちづくり

■議員 湊山球場は米子城三の

ているところである。

イナスになるとは考えていない。 を考えたときの課題等を整理し

■議員 ⑴子どもの医療費助成

小児医療費助成について

的に判断したい。

医療の実施に係る事務費、人件

18

25

考えていない。

ネット上で氏名が履歴として残

センターの運営基盤の強化のた

額調整、いわゆるペナルティー

きても、約３億９０００万円が

ボートピア計画について

り、発見以降も個人が特定され

めにも平成 年度当初ぐらいの

を県費で助成するよう要望し、

補助金を交付すべきと考えるが、 は、本市は県に対し減額調整分

ら名前を上げずに配信している。 ■議員 米子広域シルバー人材

るため、プライバシーの理由か

見解を伺う。

国に対して減額調整の措置を廃

あつし

止するよう要望している。本市

や す だ

公明党
）
議員団

議（
員

20

に応じた就業の機会を確保し提

者等に対する就業の機会の確保

安定等に関する法律、定年退職

■議員 ⑴高年齢者等の雇用の

シルバー人材センターにつ
いて

安田 篤

■市長 平成 年度にシルバー

21

17

供していくものであれば、積極

12
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丸、内堀の跡であり、球場内の

24日(金) 本会議（付議案の処理、閉会）

民有地が開発されたら史跡の価

10日(金)（各個質問予備日）

（16）

値は台なしになる。国 県
･ の補
助で民有地を取得し、国史跡に

本会議
21日(火) 予算審査特別委員会
（各個質問、議案質疑、委員会付託）

拡大申請すべき。なぜしないの

17日(金) 建設水道委員会

か。

本会議
（各個質問）

■市長 借地を返還する場合に

８日(水)

は法の規制を外せることがわか

16日(木) 経済教育委員会

ったので、公園にした方がいい

本会議
（各個質問）

のか、原点に返って検討してい

７日(火)

る。その中で医学部から要望が

15日(水) 市民福祉委員会

あったので、鳥大に使ってもら

本会議
（各個質問）

うことが可能かどうかを含めて、

６日(月)

今、問題点を整理している。

本会議（開会、議案上程）14日(火) 総務企画委員会

（その他の質問項目）

13日(月) 予算審査特別委員会

２日(木)

９日(木)

〇公会堂について

12月定例会日程

平成22年12月1日

平成22年米子市議会９月定例会提出議案等審議結果一覧表
番

号
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議案第 86 号
議案第
議案第
議案第
議案第
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89
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号
号
号
号

議案第 91 号
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名
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（補正第２回）
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流通業務団地整備事業経営健全化計画の実施状況について
平成21年度決算に基づく米子市の健全化判断比率について
平成21年度決算に基づく米子市の公営企業における資金不足
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付託委員会

結

果
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－
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告
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継続審査となっていた議案審議結果一覧表
番

号

議案第 79 号
議案第 80 号
議案第 81 号

件
名
平成21年度米子市水道事業会計の決算認定について
平成21年度米子市水道事業会計剰余金の処分について
平成21年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について

付託委員会
決算審査
決算審査
決算審査

結
継続審査
継続審査
継続審査

果
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平成22年米子市議会９月定例会受理陳情審議結果一覧表
番

号

陳情第 ９ 号
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陳情第 11 号
陳情第 12 号
陳情第 13 号

件
名
日本軍「慰安婦」問題の解決を目指す法制定を求める意見
書の提出を求める陳情
新たな保育制度改革の導入に反対し、すべての子どもの健
やかな育ちを保障するための意見書提出を求める陳情書
「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出を求める陳情書
崎津がいなタウンの土地を場外舟券売り場に売却すること
に反対する陳情
子宮けいがんワクチン接種の米子市における公費助成を求
める陳情書

付託委員会

結

果

総務企画

不 採 択

賛成少数

市民福祉

不 採 択

賛成少数

市民福祉

不 採 択

賛成少数

経済教育

不 採 択

賛成少数

市民福祉

不 採 択

賛成少数

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 ７ 号

件

名

付託委員会

米子市公会堂の存続と早期改修を求める陳情

議会だより編集委員会
委 員 長
伊藤ひろえ
副委員長
松井 義夫
委
員
石橋 佳枝
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員
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五十音順
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議会に関してのお問い合わせは

米子市議会事務局

〒683-8686
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ＴＥＬ：（0859）32-0302 ＦＡＸ：（0859）35-6464
ＵＲＬ：http://www.yonago-city.jp/
米子市ホームページの中の

メール：gikai@yonago-city.jp
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