市議会だより

月定例会の

会委員の選任について」などの

議案 件及び諮問 件について

早期制定を求める意見書の提出

発議により「緊急事態基本法の

り同意されました。次に、議員

提案され、いずれも原案のとお

1

開会日の 月 日には、まず、 について」などの 件の議案が

の会期で開かれました。

日から 月 日までの 日間

平成 年 月定例会は、 月

2

29

て（和解について）
」などの議

に、市長から「専決処分につい

については、 ㌻から ㌻の一

別表のとおり 件で、審議結果

した。

月 日、 日及び 日から

日までの 日間は、会派によ

る市政一般に対する代表質問が、

よなご会議、公明党議員団、日

本共産党米子市議会議員団、蒼

生会の順で行われました。また、

日及び 日には 人の議員に

よる市政一般に対する質問が行

日から 日まで、 日から

請

願

１

陳

情

１１

合

計

７５

●議案等審議結果一覧表

われました。

１１

●６月定例会の日程

日まで及び 日の 日間は、

議案及び請願・陳情の審査等の

最終日の 日は、まず、各委

ため委員会が開催されました。

員会の委員長から議案及び請

願・陳情の審査報告があり、採

決の結果、いずれも委員長報告

告

P26 〜 28

報

28

１

P26

問

●市政一般に対する代表質問

P23 〜 26

諮

26 75

５１

P4 〜 23

案

P2・3

議

P2

案理由の説明及び報告がありま

議員定数についての意見交換会のようす（平成 24 年 2 月 13 日開催

のとおり決しました。

次に、市長から、
「 公平委員

数

●臨時会のあらまし

件

P1

5

21

9

分

●意見書

6

区

●市政一般に対する質問

26

別

●定例会のあらまし

11

2

5

16

27

表

覧表のとおりです。

案のとおり同意されました。次

1

案 件及び報告 件について提

なお、今回審議された案件は、

提案され、いずれも原案のとお

4

市長から「功労者の表彰につい

28

り可決されました。

2

て」の議案 件が提案され、原

福米東公民館）

2

平成 年

3

27

3

あ ら ま し

24

24

3

1

8
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28

44

3

7

7

12
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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。
平成

24

年４月臨時会の

24

あ ら ま し

平成 年４月臨時会は、４月

について」などの議案３件が提

12

６日に招集され、
「 財産の取得

■基地問題等調査特別委員会

ぞれ原案のとおり可決されまし

案され、委員会審査の後、それ

・特別委員会の今後について

た。

逝去

【３月 日開催】

12

■中海問題等調査特別委員会

【３月 日開催】

・特別委員会の今後について

■行財政改革問題等調査特別委

22

員会

・第２次行財政改革大綱実施

【３月 日開催】

計画の進捗状況について

・平成 年４月１日付け行政

組織機構改正について

・特別委員会の今後について

24

竹内英二 議員

意見書

■都市機能整備問題等調査特別

18

22

委員会

・中心市街地活性化基本計画

竹内英二議員（ ）が４月
８日、逝去されました。
竹 内 議 員は、平 成 年の
初 当 選以 来、米 子 市 議 会 議
員２期を務められ、その間、
総務企画委員長のほか、数々
の要職を歴任されました。
竹 内 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。
64

【３月 日開催】

の変更について

・特別委員会の今後について

■議員定数・議会改革等調査特

別委員会

【３月 日開催】

・議員定数について

・議会基本条例について議

26

平成24年6月1日

3月定例会で可決された意見書は、次の4件です。
緊急事態基本法の早期制定を求める意見書

昨年の東日本大震災における我が国の対応は、
当初、
想定外という言葉に代表されるように、
緊急事態における取り組みの甘さを国民と
世界に広く知らしめる結果となった。
世界の多数の国々は今回のような大規模自然災害時には非常事態宣言を発令し、
政府主導のもとに
震災救援と復興に対処しているのである。
我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうとすると、
前衛部隊の自衛隊、
警察、
消防などの初動態勢、
例えば部隊の移動、
私有物の撤去、土地の収用などに手間取り、救援活動にさまざまな支障を来たし、
その結果さらに被害が拡大するのである。
また、原発事故への初動態勢のおくれは、
事故情報の第一次発信先が国ではなく、
事故を起こした東京電力当事者というところに問題
がある。
さらに言えば、我が国の憲法は、
その前文に代表されるように平時を想定した文面となっており、各国に見られるように外部
からの武力攻撃、
テロや大規模自然災害を想定した非常事態条項が明記されていない。
平成１６年５月にはその不備を補足すべく、
民主、
自民、
公明三党が緊急事態基本法の制定で合意したが、
今日まで成立に至っていない。
昨年来、
中国漁船尖閣事件、
ロシア閣僚級のたび重なる北方領土の訪問、北朝鮮核ミサイルの脅威など、
自然災害以外にも国民の
生命、
財産、
安全を脅かす事態が発生している。
よって、
国会、
政府におかれては、
緊急事態基本法を早期に制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２４年３月２７日
衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 文部科学大臣 様
経済産業大臣 国土交通大臣 防衛大臣 内閣官房長官 警察庁長官

米 子 市 議 会
様

こころの健康を守り推進する基本法（仮称）の法制化を求める意見書
今、
国民の
「こころ」
は深刻な状況にある。
平成１０年から毎年３万人以上の人々が自死によって命をなくし、
また、
平成１７年には３００万人以上、
４０人に１人程度の人々が精神科を受診するようになり、
今も増加傾向が続いている。
鳥取県内の現状は、
警察庁の調査によると自死者は平成１８年から平成２２年の５年間で９１５人に上っており、
精神障害者保健福祉手帳の
所持者は平成１９年は３，
７３３人、
平成２１年は４，
４０８人と増加している。
平成２３年７月６日、
厚生労働省は、
これまで
「４大疾病」
と位置づけて重点的に対策に取り組んできた
「がん、
脳卒中、
心臓病、
糖尿病」
に
精神疾患を加えて、
「５大疾病」
とする方針を決めた。
福祉分野においては、
平成１８年４月から３障がいを一緒に支援する法律がつくられたが、
サービスの基盤体制の構築は立ち遅れている。
また、
医療においても、
他の科とは大きな違いがあり、
一般病床は患者１６人に対し医師は１人以上であるが、
精神科病床では患者４８
人に対し医師１人になっている。
看護師の配置も一般の医療水準よりも低く設定されており、
慢性的な人手不足である。
長期の精神障がい者の家族が精神健康上の困難を持つ率は、
一般の人々の３倍であることもわかっており、
家族への精神疾患、治
療についての情報提供、実際的・情緒的な支援などが必要であるが、
日本ではこの部分も皆無に近く、
ようやく家族教室などが開かれ
始めたところである。

（3）

平成24年6月1日
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平成２２年４月から、家族・当事者、医療福祉の専門家及び学識経験者が集まり、
「こころの健康政策構想会議」を設立し、
家族・当事者のニーズにこたえることを主軸に据えて会議を重ね、
現実の危機を早期に根本的に改革する提言をまとめ、
平成２２
年５月末に厚生労働大臣に「こころの健康政策についての提言書」
を提出した。
この中で、
精神医療改革、
精神保健改革、
家族支援の三つを軸として、
国民すべてを対象とした、
こころの健康についての総合的・
長期的な政策を保障する
「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定を強く求めている。
よって、
国会、
政府におかれては、
「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」
を制定するよう強く求める。
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２４年３月２７日

米

衆議院議長 参議院議長 様
文部科学大臣 厚生労働大臣

子

市

議

会

様

地域医療と国立病院の充実を求める意見書
未曾有の被害をもたらした東日本大震災では、
医療従事者はみずからも被災しながら不眠不休で医療を守り、
また、
全国の国立病院からは
地震発生当日からＤＭＡＴ
（災害派遣医療チーム）
や医療班など１，
２００人を超える職員が派遣され、
被災地の病院や避難所で医療活動を
行ってきた。
この間、
政府は「小さな政府」や「公務員削減」
を掲げ、
国立病院についても再編合理化の検討を進めているが、
東日本大震災では、
改めて、
国民の命と暮らしを守る公務公共の部門の重要性が見直されている。
国立病院
（国立高度専門医療研究センター８病院、
国立病院機構１４４病院、
ハンセン療養所）
は、
国内最大の全国ネットワークを
有しており、
がん・循環器などの高度医療や研究とともに、
重症心身障がい、
筋ジストロフィー、
結核・感染症、
精神医療、
災害医療、
僻地医療など
民間では困難な分野を担い、
地域医療において重要な役割を果たしている。
被災地における地域医療の再建とともに、
大規模災害から国民の命を守るために、
東日本大震災における教訓を生かし、
災害拠点病院などの
新たな機能づけを含めて、
全国ネットワークを持つ国立病院の機能強化を図ることが求められている。
医師・看護不足や医療崩壊は震災以前から深刻な社会問題となっている。
また、
東日本大震災では、
ライフラインの維持・管理や給食など、
病院運営を支える医療職以外の職員の重要性も浮き彫りになった。
公務員削減一辺倒の施策や総人件費・運営交付金の削減ありきの
施策を見直し、
医師・看護師を初め、
病院運営を支える人員を確保することが必要である。
いつでも・どこでも・だれでも安心して医療を受けられる体制の確立は国民の切実な要求である。
よって、
国会、
政府におかれては、
地域医療の充実と国立病院の存続・拡充を図るため、
下記の項目を実現されるよう強く要望する。
記
１ 国立病院を縮小・廃止、
民営化することなく充実強化を図ること。
２ 国立病院を運営費交付金の一律削減の対象から除外し、
必要な予算を確保すること。
３ 国立病院を総人件費一律削減の対象から除外し、
医師・看護師を初め必要人員を確保すること。
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２４年３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 総務大臣 財務大臣 様

障害者総合福祉法（仮称）の制定を求める意見書
政府は平成２２年１月に全国の障害者自立支援法違憲訴訟団との和解の基本合意文書に調印し、
障がい者制度の集中的な改革を
「障がい者制度改革推進会議」
を設置した。
ここでの検討を踏まえて、
行うため、
内閣府における
「障がい者制度改革推進本部」のもとに
また、
８月には同推進会議のもとに設けられた総合福祉部会で、
平成２５年８月までに
平成２３年７月には障害者基本法の改正が行われ、
応益負担を原則とする現行の障害者支援法を廃止し、新たな「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が
取りまとめられたところである。
しかしながら、
平成２４年３月１３日に閣議決定され、
同日、
国会に提出された「障害者総合支援法」は、
基本理念に「共生社会の実現」
などを盛り込み、
難病患者を障害福祉サービスの対象とする一方、
サービスの原則無料化は見送られているなど、
自立支援法の枠組みを
基本的に踏襲したものである。
このため、
この法案がこのまま制定されれば、
障がい者と健常者の真の意味での共生社会の実現はさらに遅れていくものとなる。
障がいの種類や程度、
家族の状況、
経済力、
居住する自治体にかかわらず、
障がい者みずからが選んだ地域で自分らしく暮らせる
社会を実現するためには、
障害者基本法や今般の骨格提言に沿った「障害者総合福祉法
（仮称）」
を着実かつ速やかに立法化する
ことが必要である。
よって、
国会、
政府におかれては、
下記の事項を実現するよう強く要請するものである。
記
１ 障害者総合福祉法
（仮称）
の制定に当たり、
推進会議総合福祉部会が取りまとめた「障害者総合福祉法の骨格に関する
総合福祉部会の提言」
を最大限尊重し、
反映させること。
２ 障害者総合福祉法
（仮称）
の制定に当たり、
国の責任において制度を円滑に進めるために財源を十分確保すること。
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２４年３月２７日
衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 厚生労働大臣 様

米 子 市 議 会

市政一般 に 対 す る 代 表 質 問

■議員 安倍三柳線の開通を願
う声は多い。全線開通には道路
拡幅の対象となっている住民の
理解が必要である。説明会の頻

米子駅南北一体化について

■議員 なかなか方向が示され

度及び住民の理解について伺う。 ず進展が見られないという印象

ただけるような方々があるのか

ないのかということもあわせて

検討していかなければならない。

ＪＲ米子駅バリアフリー化推進

整備事業、米子消防署整備事業

整備事業、史跡上淀廃寺跡保存

者や残る１自治会の地域住民へ

る。変更案ルート上の関係権利

理解をいただいたと認識してい

会の住民の方々にはおおむねご

関係する５自治会のうち４自治

■議員 推進するか反対するか

考える。

で具体的な開発のめどが必要と

土地の利用について検討した上

計 回の説明会を開催しており、 体化には駅南地区の開発可能な

へ６回、関係自治会住民へ９回、 必要な事業と考えているが、具

証し時間外勤務縮減に取り組ん

いつごろになれば判断するのか。 うことにより問題点を指摘・検

判断されないと前に進めない。

でおり、また職員の適正配置も

■市長 各課にヒアリングを行

勤務の額を伺う。

か。また、過去３年度の時間外

度はどのような対策を講じるの

置について指摘した。平成 年

いて、業務量の適正化と職員配

■議員 平成 年度の決算にお

行財政改革について

事業、学校施設の整備事業、合

の説明会ではいろいろな意見が

■市長 要は開発のめどがつく

ても各課ヒアリングをもとに適

行ってきた。平成 年度に向け

がある。市長の考えを伺う。

併振興基金の造成などに充当し

う事業費に見合うような開発が

ら市の考え方を説明しているが、 かどうかであり、六十数億とい

出されており、県と協議しなが

できるかどうかが鍵だと思って

■市長 加茂・河崎両自治連合

ており、平成 年度以降の発行

ご理解いただけてはいない。

正配置を行っていく。過去３年

代表質問は、３人以上の議員が所属する会派により行われまし
た。
代表質問の掲載項目数は、
所属議員数×２項目以内、関連質問
の掲載項目数は、１人２項目以内として要約して掲載しました。

学校の耐震補強事業、図書館・

■議員 市長はこれまでの説明

いる。

度の時間外勤務手当の実績は、

■市長 本市の将来の発展には

美術館整備事業、公会堂整備事

会に出席したのか。

■議員 開発する構想を別な角

円、平成 年度が約１億４４０

平成 年度が約１億２０００万

会への説明を初め、関係権利者

業等には充当していきたい。

■市長 担当が関係権利者及び

度で練ってみる考えはないか。

議員

市長 の 政 治 姿 勢 と 財 政 に つ
いて

■市長 主に小学校給食調理場

■議員 借金の総額と市民１人

地域住民の皆様に理解いただく

よなご会議

当たりに換算した場合の借金の

よう問題点・課題等を詰めてい

きよし

額を伺う。

０万円、平成 年度が約１億５

いなた

■市長 新年度当初予算案によ

る段階で、私は出席していない。 う考えはない。ＪＲ等関係民間

稲田 清

■議員 市長は、３期目最後の

る平成 年度末の一般会計の市

可能額は約 億４０００万円で

■市長 市が主体的に開発を行

年である平成 年度予算にどの

次米子市総合計画のまちづくり

■市長 マニフェスト及び第２

ような特徴を持たせたのか。

９年は長いか短いか。

■議員 市長の考えでは、３期

人当たりでは約 万円である。

債残高は総額約６２４億円、１

がいいと思っているのか。

相手側の意向等で行かないほう

者の方々が先頭に立って進める

■議員 この課題は民間の事業

出費がかさむ結果となっており、

く体制ではなく、残業が生じ、

いる。他部署の応援等融通がき

つかなくてはならないと考える。 削る傾向にあるが業務はふえて

くないのか。それとも市長自身、 ていただくなかで開発のめどが

■議員 行きたいのか、行きた

べき問題と受け取っていいか。

42

市道安倍三柳線について

いよう強く要望しておく。

の壁として立ちふさぐことのな

はないか。市長自身がこの計画

■議員 出向かれたらいいので

らず市外も含めて開発をしてい

ている。可能性として本市に限

であるから検討委員会をつくっ

■市長 一緒になってやるもの

かじめ選挙管理委員会事務局に

がわかっている場合には、あら

■総務部長 選挙等で施行期日

悪循環に感じる。見解を伺う。

■議員 定員適正化により人を

の目標に沿い、各種施策・事業

■市長 適当な時期がきたら行

みを伺う。

事業、残高及び今後の使途見込

■議員 合併特例債の主な充当

上に重点を置いた。

■市長 ９年間あっという間に

24

15

過ぎ大変短かったと感じている。 きたいと思っている。

団体、経済団体の方々に関与し、 ０００万円となっている。

24

22

22

21

20

24

89

の予算化を図り、特に安全・安

24

心なまちづくりと地域活力の向

24
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た。本市も平成 年度から試験

■市長 国土交通省が今春から
見解を伺う。

のあった青木周辺の対策を伺う。 何らかの支援を組み込むのか、

間が１年になったのは、
引継ぎ・

は４か月であった。この実施期

んから提出された実施計画書で

⑵平成 年度の電気代は本庁

り行うよう準備を進めている。

ターの電力購入を競争入札によ

的に本庁舎及びクリーンセン

となる社会福祉法人こうほうえ

ているが、権限移譲や制度改正
■建設部長 条例化については

共同保育の実施方法について協

制力をどこまでもたせるのか、

に伴う業務増及び時間外勤務の
法勝寺川の兼久から青木にかけ
危険家屋対策の有効な手法の一

■議員 台風で甚大な浸水被害

状況について、各課にヒアリン
て川床の掘削を実施する。本市

増員をするといった手法はとっ

グを行い、増員が必要な職場に

24

員の適正配置を行っている。

は適宜配置をしていくなど、職

浸水対策に取り組んでいきたい。 人の財産に対し公金を支出する

連携を図りながら、青木地区の

予算計上している。国・県とも

タ収集の調査費を平成 年度に

県と協議を行うための基礎デー

は今後の浸水対策について国・

のかという問題もあるため、引

対する支援制度については、個

える必要がある。解体撤去費に

関係する法律や判例を十分踏ま

れ以後の計画はあるか。

を民営化する計画であるが、そ

成 年に大和保育園の３保育園

園、平成 年に夜見保育園、平

■議員 平成 年にさくら保育

れたためである。

あり、移管先法人の協力が得ら

ただし、財産権との関係があり、 にしてほしいという強い要望が

つと考えており検討してみたい。 議する中で、保護者から１年間

的に競争入札を行い、安定的に

■総務部長 まず２施設で試験

設を対象としないのか。

るということだが、本市の全施

ターの２施設に限定して導入す

■議員 本庁舎とクリーンセン

る。

センターが約６１００万円であ

舎が約１９００万円、クリーン

■議員 平成 年はいろいろな

防災 に つ い て

き続き先進地の状況も参考とし

形で災害を経験し防災を考えね
ばならない１年となった。地域

老朽化等による危険家屋
（廃屋）対策について

に配布する予定にしている。

ハザードマップを作成し、全戸

難場所等について記載した津波

を行い、津波発生時の対応と避

るのか。

危険度に応じた区分けはしてい

廃屋を多々目にし危険を感じる。

のおそれのある家屋、いわゆる

めの現場での移行期間が３か月

他市でもコスト削減策として導

に策定する予定である。

第２次計画を平成 年度をめど

年度の５か年を計画期間とする

いるが、どのようなものか。

より電力調達を実施することで、 画を３月中に出されると聞いて

と聞き、あまりにも短いと感じ、 ■議員 ⑴電力入札とは入札に

屋が何軒ぐらいあるのか。また、 化に向けての説明会において、

現在本市には危険と思われる家

折に触れ指摘してきた。このた

設を対象にした電力入札の実施

効果を検証した上で、市の全施

■市長 平成 年度から平成

■議員 東日本大震災の被災地

■建設部長 危険家屋対策検討

び、その期間が１年に延長され

防災計画の見直しについて伺う。

に対して義援金等の市民の善意

委員会の作業部会において調査

■市長 本市が管理する橋長

■議員 老朽化が激しく、倒壊

が多く寄せられたと思うが、本

した建物のうち、道路に面し近

入されている。本市も導入を検

橋りょうの長寿命化計画に
ついて

飲料水、粉ミルク、紙おむつ等

が４軒ある。

軒、危険がないと思われる廃屋

内で朽ちたりしている建物が

営化実施基準に移管年の前年度

ついては、米子市公立保育所民

受けて行う引継ぎ・共同保育に

移管先法人から保育士の派遣を

れ、地域の電力会社以外の特定

より、電力小売事業が自由化さ

■市長 ⑴電気事業制度改革に

れくらいか。

による維持管理が必要と考えて

況の中、合理的、効率的な手法

橋が対象となる。厳しい財政状

と言われており、 年後には

電力入札について

の救援物資を１２００人以上の

■議員 何らかのルール化の取

おり、橋りょう長寿命化修繕計

新しい運営者が事業を始めるた

■議員 橋りょうの長寿命化計

方から提供いただいた。また、

組みが必要ではないか。ルール

規模電力事業者からも電力を購

一般的に橋りょうの寿命は 年

庁舎等に設置した義援金箱にお

に３か月以上実施することとし

50

48

⑵市の主な施設の電気代はど

預かりした３４００万円以上の

化するとなれば、特に危険度の

画は本市が管理する橋りょうの

20

を移管先法人に引き継ぐために

義援金を日本赤十字社に送金し

入することができるようになっ

ている。

ており、さくら保育園の移管先

■市長 平成 年度には見直し

市を通じてなされたものの概要

予算化された経緯を伺う。

を検討していきたい。

について伺う。

隣住民や通行者に影響を及ぼす

25

高い物件に対して取壊し等の強

㍍以上の道路橋は１２４橋ある。

10

■議員 さくら保育園での民営

■総務部長 インスタント麺約

討してはどうか。

電力が調達できることを確認し

ながら研究していきたい。

22

■市長 公立保育所の保育内容

公立保育所民営化について

26

５６００食、毛布約１０００枚、 可能性のある建物が 軒、宅地

32
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28
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24

24

36
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■建設部長 具体的な施策の決

伺う。

掛かる順序等の決め方について

■議員 策定後の具体的に取り

である。

維持管理の基本方針を示すもの

地は医学部付属病院に近接する

る安倍彦名埋立地で、駐車場用

ンドは国土交通省が所管してい

議を行っており、教育用グラウ

に伴い、鳥取大学医学部と再協

禁止する法律が改正されたこと

２月までの各月の月末を支払日

こととし、口座振替は４月から

策の一環として平準化していく

設定していたものを今回未納対

■教育長 支払日は学校ごとに

つまでたっても試作車が出てこ

たが現状は稼働しておらず、い

■議員 私も計画当初は期待し

小型電気移動体の製造販売に変

ータイプから３人乗り以下の超

払方法等の一本化について伺う。 については、当初のスポーツカ

の議決を要することとなる。

から市への所有権移転等、議会

るものの公表には至っていない。 なお、土地の減額貸付には公社

更され、設計はほぼ完成してい

■議員 平井知事の影響かと思

ておらず詳細は公表できない。

価格・買取期間がいまだ決定し

が、再生可能エネルギーの買取

借地料の減額を希望されている

うがテレビコマーシャルにはわ

として統一する。支払方法は引

ない。市長はこの会社にどうい

き続き各学校での口座振替によ
る納入をお願いしている。

関係機関等と協議・調整してい

橋の部材の劣化度の判定、道路
るところである。

定項目は、損傷度のランクづけ、 市有地等を活用する方向で現在
幅員・アクセス性・公共施設等

い温泉が出て、鳥取砂丘ときた。

市長から知事を通じてアピール

う考えを持っているのか。

⑵医学部とは、昨年４月以降

いう非常事態の中で進出を決め

■議員 口座振替の振替手数料

の有無による橋の重要度の３点

も緊密な連携を図っていきたい。 ■教育長 振替手数料は１件当

７回協議してきており、今後と

してはどうか。見解を伺う。

護者に負担をお願いしている。

の他の銀行では 円であり、保

㈱ナノオプトニクス・エナ
ジーについて

ということであり、１日でも早

自己資金の調達のめどはついた

際は打診はしてみたい。いずれ

ソフトバンクの関係者等と話す

会があれば話をしたい。また、

なげてもらいたいと思っている。 に し て も 早 期 に 崎 津 で の メ ガ

く操業を開始し雇用創出にもつ

る分野でもあり期待をしている。 はなかなか難しいと思うが、機

そん

次は西部に来てほしいと思うが、

が あ り、 こ れ ら を 勘 案 し て 橋

ていただき、また電気自動車と

■議員 中学校給食の実施につ

の金額及び負担者について伺う。 ■市長 ＪＴ米子工場の撤退と

りょう補修の優先順位を設定す

たり、ゆうちょ銀行で 円、そ

る。年次的に補修することによ

■市長 孫社長に直接というの

いて、はっきり示していただき

学校給食について

いう将来的に大きな可能性のあ

り、コストの縮減及び長寿命化
を図るものである。
計画に組み込まれていくのか。
たいが、どうか。

■議員 青木橋もこの長寿命化
■建設部長 第１、第２青木橋

ソーラー計画が実現することに

両方の橋を本計画の対象として

■議員 具体的な進展がない。

つながればと思っている。

■市長 平成 年４月から実施

現在に至るまでの状況を伺う。

ける対応は、調味料を含めた食

■教育長 本市の学校給食にお

いるのか。

ス・エナジーを誘致し、土地開

ー企業である㈱ナノオプトニク

協調して電気自動車のベンチャ

が全国

か所程度にメガソー

■市長 昨年５月ソフトバンク

での状況について伺う。

■議員 発表から現在に至るま

つが、むしろ地元企業に集中し

■議員 企業誘致ばかりが目立

メガソーラー計画について

したいと考えている。

■市長 平成 年３月末にＪＴ

■議員 ⑴以前から懸案である

発公社が土地・建物を先行取得

企業育成について

鳥取大学医学部からの駐車場及

材について含まれるアレルゲン

し、平成 年７月 日にナノ社

米子工場が閉鎖したため、県と

びグラウンドの相談の件につい

の一覧表を作成し、学校を通じ

て現在どういった対策をとって

■議員 アレルギー対策につい

いる。

10

て進捗状況を伺う。

鳥取 大 学 医 学 部 に つ い て

52

22

27

指摘したが、それ以後どのよう

ず音信不通状態を招いた問題を

において、市側の回答がなされ

⑵平成 年２月の全員協議会

含まれているときは各家庭で代

表をもとに食べられない食材が

家庭に送付している。その一覧

てアレルギーのある児童生徒の

まず現在まで支払が遅延してい

たが計画どおりに資金調達が進

金の支払期限は 月 日であっ

と売買契約を締結した。売買代

稼働予定である。土地は借地で

ラーを設置し、平成 年度中に

に メガワット規模のメガソー

施設の概要は、崎津団地約 ㌶

り現在実務協議を進めている。

全国で唯一崎津が候補地に挙が

地域経済を支える地元企業の発

■市長 地域経済の振興には、

どういった対策を講じてきたか。

つべきと考える。地元企業には

設に伴う設備投資及び新規雇用、

展が重要である。工場等の新増
を待っている状況である。事業

替食をつくっていただいている。 るが、支援策の一つとして支払

ラーを設置する計画を表明され、 てカンフル剤としての施策を打

10
■議員 給食費の支払日及び支

23

な頻度で連絡を取ってきたか。

22

■市長 ⑴国等への寄付金等を

25

30
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新技術・新製品開発、海外販路
開拓に対する補助金等による支
セ ミ ナ ー 等 の 開 催、 イ ン タ ー
０万ぐらい膨れ上がっていくと

■議員 １秒で国の借金が２０

借金時計について

ネットによる情報発信サイトの
いうようないわゆる借金時計が

援や、産業技術展・事業説明会

構築、制度融資の充実、県産業

報の提供に努めていきたい。

が、今後、よりわかりやすい情

の決算状況の中に掲載している

（その他の質問項目）

らいたい。

ので、しっかりと取り組んでも

ていても今２年３年たっている

話し合いだと思う。だらだらし

■議員 委託等はやはり県との

況である。

自に設定するなど、困窮度合い

■議員 段階式の収入基準を独

者による抽せんとしている。

め、優先入居も優先入居有資格

に住宅困窮順位を定めがたいた

れぞれ様々な事情があり、一概

施しているが、個々の世帯にそ

換や情報交換をしているか。

に地元経済界を訪問し、意見交

■議員 市長みずからが積極的

化に努めていきたい。

展に取り組み、地域経済の活性

た。今後も地元企業の育成、発

資する様々な施策を展開してき

経営の安定と経営基盤の強化に

に掲示する方法等あるが、こう

ページに記載する方法や市庁舎

出 て い る の で あ れ ば、 ホ ー ム

政再建に取り組んでいる効果が

治体も多々ある。今、本市で財

いるところをあらわしている自

県倉敷市のように借金がふえて

する自治体がふえており、岡山

等の市民が見えるところに設置

部可視化で、借金時計を市役所

同意を得て、当該公営住宅の管

を除き、公営住宅の事業主体の

求、徴収及び減免に関すること

家賃、敷金、その他の金銭の請

宅供給公社は家賃の決定並びに

と、都道府県が設立した地方住

■建設部長 公営住宅法による

か。打診はしているのか。

託しようと考えたことはあるの

本市は今までに維持管理等を委

理を県の公社に委託しているが

■議員 県は県営住宅の維持管

でも当選されない方の救済方法

必要がある。また何回申し込ん

■建設部長 収入基準について

思うが、どうか。

入居する方法というのもあると

ポイント制で段階式、優先的に

か。保育所の入所申請のように

システムをつくるべきではない

市営住宅の維持管理の外部
委託について

の高い方が優先的に入居できる

■市長 商工会議所、建設業協

いった表示をする気はないか。

理を行うことができるとされて

振興機構への職員派遣等により、 よくテレビ等に出る。財政の一

〇本市の防災計画について

議会等いろんな団体の集まりに

■市長 市債残高は市報やホー

おり、県営住宅は平成 年度か

公営住宅について

でお示している。いわゆる借金

米子市営住宅の管理委託につい

優先入居が記述されている。そ

ら県住宅供給公社に委託された。 条に被災者は抽せんによらない

■議員 米子市営住宅条例第５

会合ではなく具体的に意見を交

時計で示される残高はその時々

れに準じて多様化する社会的弱

や近隣都市との均衡も考慮する

として、ポイント制による抽せ

んなどの方法を研究してみたい。

家計簿という形で財政状況を公

は、市報には６月と 月に市の

■財政課長 市債の未償還残高

とは考えていない。

わけではないため、設置するこ

政状況のよしあしが判断される

受ける用意があるのかどうかと

■市長 住宅供給公社が本当に

り組んではどうか。

託を今後の行革の一つとして取

について、公社を含めた外部委

■議員 市営住宅等の維持管理

診している。

世帯、ＤＶ被害者などは募集住

■建設部長 高齢者、ひとり親

いか。

によらない入居が可能とならな

また真に困窮する場合は抽せん

暴力被害者、犯罪被害者、ホー

者、例えばＤＶ被害者、家庭内

施設で、一般にも貸し出してい

アセンター等々が機能する複合

老人福祉センター、ボランティ

動の促進を目的に設置しており、

い者などの生命の危険を伴う者、 福祉の総合的推進、民間福祉活

ムレス、知的障がい・精神障が

る大会議室等の平成 年度の利

■福祉保健部長 当施設は市民

況、課題などを伺う。

■議員 ふれあいの里の活用状

ふれあいの里の活用につい
て

表している中で、 月号には決

いうこともあり、県を通じて打

政策課を通じ、その可能性を打

算の状況の中で公表している。

戸を指定して優先入居制度を実

用者数は６万１３００人である。

22

やすし

議員

は本市の状況のほか、県営住宅

できるだけ出席して皆さん方の

ムページ等でも適宜お知らせし

いとう

意見を承るよう心がけている。

ており、市政懇談会でもグラフ

議員

■議員 経済界の方は市長は会

伊藤 ひろえ

合にはよく来ると言われるが、
える機会を望んでいる。直接企

ても、平成 年度から県の住宅

くにとう

国頭 靖

■市長 機会があれば行きたい。 はなく、また市債残高のみで財

業に行くことをされてはどうか。 の市債残高を正確に示すもので

21

診しているというのが現在の状

21
ホームページは今、平成 年度
22

12
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■議員 駐車場は来館者や健診

用をしていただけると考える。

てもらえば現在より効率的な利

るため、空き時間を有効に使っ

室といったものは空き時間があ

部屋もあるが、福祉団体の活動

利用されるのは現実的に無理な

■福祉保健部長 ほかの方々が

考えるが、どうか。

な運用を検討する必要があると

ときの一般への開放など、柔軟

の限定の解除や使用していない

してもらうためには、使用目的

■議員 より多くの市民に活用

都市から本市へ移転すること、

いということ、本社を現在の京

用の受け皿となるようにもした

にも参加してもらい卒業後の雇

は地元の米子高専や鳥取大学等

産に入ること、試作車の開発に

造を開始し平成 年から本格生

小型の電気移動体の試作車の製

めどがついたこと、３月から超

■市長 土地建物の取得資金の

知事と会談した内容を伺う。

い。２月 日に藤原社長、平井

たが現在まで事業状況が見えな

人を雇用という当初計画であっ

始、年間２万台を生産、８００

■議員 平成 年度に量産を開

委員会を設置し、買取り価格等

まっていない。国は早急にこの

価格等算定委員会の委員が決

が決定しているが、いまだ調達

■議員 国の法律で全量買取り

だ聞いていない。

■経済部長 設立されたとはま

この法人は設立されたのか。

的会社となるとのことであるが、

１社から２社が出資した特定目

平成 年度分で約２４００万円

ノ社に負担してもらっており、

取大学医学部のグラウンド、

ク社及びその事業パートナーで、 〇米子城跡の史跡公園化及び鳥

■議員 事業主体はソフトバン

駐車場問題について

（その他の質問項目）

関係者と協議してみたい。

当然経費も発生するため、今後

いて、平日の施設開放となれば

お、ウインズ米子との連携につ

果的に取り組んでいきたい。な

は県や事業者とも協議の上、効

期待できる。見学施設や振興策

もので、周知及び啓発すること

拡大の方法など、所見を伺う。

のか。また、この制度の今後の

で１０００名以上が登録されて

■議員 この制度は三、四か月

まことに遺憾である。

極めて悪質な大規模なもので、

に努めていきたい。今回の件は

策等ができれば、本市としても

らいたい。また、そういう防止

今後の再発防止策に役立てても

件の全容を明らかにしてもらい、

ぜひ司法当局、警察当局等で事

容は明らかになっていないが、

■市長 現時点では、事件の全

いて、市長の所見を伺う。

市民の人権が侵されたことにつ

ていたことが判明した。９件も

民票や戸籍などを９件も取得し

課題は複数の事業が重なったと

に来る方々が困らないようにす

を決定するよう強く要望すべき

が大事だと思っている。今後と

をかけているところである。

議員

本人通知制度について

いるだろうと考えていたが非常

に少ない。市長は登録している

■市長 私も登録している。こ

になっているのか。また、固定

ＲＡウインズと連携を図り、平

伺う。また、すぐそばにあるＪ

答弁したが具体的なイメージを

ために必要であると考える。住

制度は本当に市民の人権を守る

名程度ということである。この

ているが登録された方は１００

実施し、周知、啓発に努めたい。

の制度案内、出前説明会などを

米子市人権同和教育研究集会で

のほか、人権教育地域懇談会や

の制度は任意で登録してもらう

資産税はどのような扱いか。

日は当該施設をメガソーラーの
■市長 崎津に設置されれば国

開請求をしたところ、不正取得

情報公開条例に従い公文書の公

案内や拠点施設にしてはどうか。 民票、戸籍などの取得について

会をとらえて引き続き周知に努

も研修やイベント等、様々な機

向にあると認識している。今後

現在、登録者は増加している傾
日から本年２月 日までの遅延
利息が約３４５０万円となって

で逮捕された人が米子市民の住

４００万円で、平成 年 月

■経済部長 売買代金は約８億

崎津地区のメガソーラー計
画の今後の見通しについて

を支払ってもらっている。

23

内最大規模のメガソーラーとな

30

り、全国から見学者や視察者が

10

いる。また、固定資産税は現に

22

土地・建物を利用されているナ

29

きに駐車場が手狭で大変ご迷惑

べきと考える。所見を伺う。

また工場内で電動立乗り二輪車

と考える。市長の見解を伺う。

■議員 昨年 月に本人通知制

も市報やホームページでの広報

㈱ナノオプトニクス・エナ
ジーの現状と今後の見通し
について

■福祉保健部長 自動精算機も

セグウェイを導入し市民が体験

■市長 今後とも国の動向を注

度を施行し、市報、ホームペー

きちんとそれに従って再発防止

考慮する価値があるかというこ

考えているという説明を受けた。 視していきたい。

できるコーナーを設けることも

■議員 地元の市長としてそこ

ジなどで制度案内、周知に努め

しょうぞう

とで、内々に事業者のほうにい

は注視でなく動いてほしい。市

章三

ろいろな意見を聞いたりして、

■議員 いまだに土地建物の代

長は以前観光振興に寄与すると

にしかわ

今整理しているところである。

３・３㌫とのことだが現在幾ら

金の支払いがなく遅延利息が年

しげよし

議員

西川

〇米子市財政について

（その他の質問項目）

こばやし

小林 重喜

11

24

25
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外国人登録制度の廃止に伴い、

けてもらいたい。ことし７月の

■議員 今後とも啓発活動を続

めていきたい。

による持続可能な農業、自給率

償制度等により、水田の利活用

り組んでいる農業者戸別所得補

各地域水田農業推進協議会で取

ンがあり、総体的に生産量が少

るものと盆などに使う花レンコ

のではないか。レンコンも食べ

ンをつくったら農業振興になる

メンバーとする農業再生協議会、 まっているため、そこでレンコ

名古屋郊外の西尾市に行ってき

私は平成の大合併後に合併した

されてもいたし方ないと思う。

で埋没しつつあるという表現を

は 万人弱の都市であり、山陰

住民票などが整備されるが、今
よしお

た。周辺に何町かあり、西尾市

まつい

議員

なく、大体 反当たり 万円ぐ

松井 義夫

の向上などを推進している。今

後、在日の外国人の方もこの本
人通知制度ができるかできない
か、見解を伺う。
■市民生活部長 本年７月９日
から外国人登録制度が廃止され

じて農業が魅力あるものとなる

後とも各地域の特徴、特性に応

て農業所得を上げたらどうかと

ので、そのようなものをつくっ

らいの収入があるということな

うことであった。やはり市長の

が熱意で合併に持ち込んだとい

したが、新しく市長になった方

が合併しようとして何度も挫折

える。この取扱いについて、制
田地区と弓浜地帯の畑地帯に大

地は南部箕蚊屋・汗入地区の水

への参加については、地域経済

変大きいと考えている。ＴＰＰ

れ、地域農業に及ぼす影響は大

万将来都市の拠点になり得る

大 事 で あ る。 私 は 日 吉 津 村 は

リーダーシップと熱意が非常に

思い、提言しておく。明るい農

⑵本市農業への影響として、
例に試算すると、米の農業産出

度を導入している他の自治体の
きく区分されるが、これらの農

つよし

村になるよう要望する。

よう推進していきたい。

■議員 ⑴持続可能な力強い農

額の約 ㌫が減少すると想定さ

農林水産省が試算している米を

様に住民票が作成されるため、
業の実現について、本市の耕作

持続可能な力強い農業の実
現とＴＰＰ参加による影響
及び対策について

本人通知制度の対象となると考

動向を見ながら、今後整理して

やくら

ところだと思っている。まず、

日吉津村との合併協議に向かっ

ていくべきと考えるが、どうか。

■市長 日吉津村は数年前に住

民投票を行われ、単独の道を選
及ぼす影響を十分考慮して、安

にも多大な影響を及ぼすことが

全安定供給、食料自給率の向上、

業政策はどのように進め、農業
⑵ＴＰＰ参加により本市農業

米などの主要農産物の除外など、

所得を上げようとしているのか。 懸念されるため、国内の農業に
への影響が大きく、日本経済の

ばれたと承知している。

さらなる悪化が懸念される。市

国内の農業が将来にわたり確立

議員

長の所見を伺う。また、全国市

と振興が損なわれないように慎

■議員 私は本市が飛躍的に発

強

長会などでどのように対応する

重に対応してもらうとともに、

展するためにはどうしても 万

矢倉

のか。

農業施策の一層の充実を図って

区に特化した弓浜農業未来づく

確保、農地の利活用など弓浜地

物の生産振興、担い手の育成と

対応として提言を行っている。

携協定のあり方に関する適切な

に関する重点提言の中の経済連

等に対して農林水産政策の推進

すべての国会議員及び関係機関

があれば協議に応じたい。

ない。そのような意向の市町村

本市だけで決められるわけでは

二歩も前進だと評価しているが、

人の市長会が誕生する。一歩も

り、今後は出雲を入れて約 万

いて常に門戸は開放しているが、 で 万人の市長会をつくってお

■市長 本市は新たな合併につ

この機をとらえて広域連合構想

県境を挟んだ広域連合構想

たい。

ろいろな角度からやってもらい

考えてもいいので、積極的にい

■議員 私の提案であり、後で

■市長 ⑴弓浜地区の畑作地帯

もらいたいと考えている。また、 中核都市が必要であると思うが、 について

本市の将来都市像について

は県、市農業委員会、ＪＡと連

りプロジェクト事業を実施する

■議員 市長のそのような態度

市長はどうか。

予定で現在協議を進めている。

■議員 内浜産業道路から中海

に持っていき、例えば１０００

60

45

■議員 境、米子、安来、松江

また、南部箕蚊屋、淀江汗入の

では合併はおぼつかない。本市

30

外国人住民の方にも日本人と同

15

30

昨年 月 日に全国市長会から

いきたい。

あせり

80

側の水田地帯にはいつも水がた

22

ても、ぜひとも前向きにお願い
したい。

1

携し、平成 年度中に特産農産

■議員 在日外国人の方につい

94

11
稲作地帯では、農業関係団体を

24
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個別の施設ごとに長期的な視点

政課題と認識している。今後も

設のあり方は、今後の重要な行

し厳しい財政状況の中、公の施

■教育長 ⑵史跡公園化の事業

議・調整している。

を活用する方向で関係機関と協

部附属病院に近接する市有地等

■市長 ⑴活動計画については、

いて

用率１００㌫を目指すことにつ

を図り、平成 年度末までに利

億円の予算をつけて、重要な観
ものの基本となるものの予算を

を今後策定する伯耆の国よなご

地区をモデル地区指定しすで

と考える。ぜひ議会も入れて、

いうのが、 万人都市の構想だ

分に説明責任を果たす必要があ

にあたっては、議会や市民に十

特に施設の存廃にかかわる判断

いのか。また、整備をするとき

助制度が打ち切られることはな

と理解しているが、今後その補

助制度を利用して取り組むもの

■議員 史跡公園化は有利な補

づけ、事業内容を検討したい。

■議員 多角的な調査をされて、 文化創造計画の後期計画に位置

マニュアルを作成したのでこれ

たい。支えあいマップづくりの

を見ながら他の地区にも普及し

１地区ある。モデル地区の状況

て検討段階までに至った地域も

地域のアンケート調査を実施し

光やスポーツ、教育等あらゆる
重点的に配備して一つの都市と
で、施設のあり方を考えたい。

公明党議員団

して都市間競争に立ち向かうと

広域連合に、私は一歩も二歩も

ると思うが、所見を伺う。

の負担率はいくらになるか伺う。 を活用して地区で作成していた

公の施設の利活用について

費は国 ㌫、県６・６㌫、市 ・

り、広域連合を議論する段階で

連携を進めようという段階であ

興、環境保全等の問題について

し、施設の状態、利用状況を精

が、今後はその調査結果を活用

とりまとめているところである

大規模改修費用等の調査結果を

望など、これらの課題に対し調

設への影響、鳥取大学からの要

有地の存在、都市公園や体育施

は、埋蔵文化財と史跡指定、民

■議員 湊山球場敷地について

となり、公約の達成に向けて最

■議員 市長の任期もあと１年

⑶進出率は ・ ㌫となって

め、早急に事業を再開したい。

ながら都市計画変更の手続を進

に説明し、ご理解とご協力を得

⑵引き続き地域の方々に十分

に６地区で策定された。また、

踏み出してもらいたい。それを

■市長 本年度に公の施設状況

だけるよう説明会や講習会を実

あつし

調査を実施し、現在とりまとめ

施している。

やすだ

どうか。

■教育長 補助制度は、文化財

■議員 公の施設の老朽化の認

市長には提案してもらいたいが
■市長 今まで中海市長会とし

ており、仮に存廃の判断をする

保護の根幹をなすものであり、

議員

て４市で連携しながらいろいろ

場合には、議会や市民に十分説

新たな市長会をつくろうという

識については、何回か質問した

維持されると考える。土地取得

明すべきであると考えている。

状 況 で、 ど う い う 事 業 を ど う

・６㌫、市 ・４㌫である。

４㌫、史跡整備費は国 ㌫、県

はないと考えている。

査した上で、個別の施設ごとに

整を進め、必要に応じて有識者

終段階に入ったといえるが、市

が、その後の検討状況を伺う。

■議員 そのスピード感のなさ

施設の存廃だけではなく、管理

の意見も参考にして利活用の方

■市長 施設ごとの利用状況や

では地域の発展にならない。私

運営手法の抜本的な見直し等を

長のマニフェストの中にある次

やって進めるかもこれからの議

は市長にぜひ提案してやっても

向性を判断するとされている。

おり、残りの区画についても企

業等と交渉中であり、早期の全

区画活用を目指して努力する。

中国電力との安全協定につ
いて

域とする方針を受け、少なくと

半径 キロ㍍を緊急防護措置区

■議員 国が原子力発電所から

⑴地区版の地域福祉活動計画

⑶流通業務団地への企業進出

事再開について

⑵市道安倍三柳線の早急な工

マップの作成について

の作成と市民による支えあい

の政策の取組状況を伺う。

含め、多角的・総合的な検討を

⑴鳥取大学の要望に対する協

討されているのか伺う。

73

湊山球場敷地の利活用につ
いて

な事業を行ってきたが、今度、

10

大山圏域、宍道湖圏域も含めて

安田 篤

22

86

13

らいたいと考える。

引き続き行う考えである。

■市長 ⑴教育用グラウンドは

⑵史跡公園化という方針で検
見解を伺う。

国土交通省が所管する安倍彦名

議及び調整の進捗状況を伺う。

■市長 設置目的の異なる施設

埋立地、駐車場用地は鳥大医学

■議員 施設全般の中長期の方

について、一律的な方針を策定

針をうち出すべきと考えるが、

することは困難と考える。しか

国電力と締結するよう求めるこ

償等を内容とする安全協定を中

る事前了解、立入調査、損害補

も松江市並みの、計画等に対す

30

論である。当面、観光や産業振

33

50

80

市長のマニフェストについ
て

16
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市と連携し、中国電力と交渉を

■市長 昨年末、鳥取県と境港
■市長 あらゆる可能性を考慮

援護者の支援計画はどうか。

の状況を伺う。また、災害時要

取組みについて伺う。

■議員 介護保険における次の

とが必要と考えるが所見を伺う。 民から不安の声があるが、本市

重ね、安全協定の締結に至った
した最大クラスの地震や津波を

介護保険の取組みについて

ところである。緊急防護措置区
想定した地域防災計画の見直し

ば協定を改定すべき事由に該当

がることが想定され、そうなれ
本市に到達する最大の津波高

が公表した津波浸水予測図では、 スについて

に取り組んでいる。昨年末に県

時間３６５日訪問介護サービ

⑴在宅介護支援強化のための

域が半径 キロ㍍まで範囲が広

することから、このタイミング
４・ ㍍で初期波到達までは約

国の電力買取価格・買取期間の

いて協議を進めている。課題は、

ター及び民生委員と連携を図り、 が集まり、問題点や解決策につ

介護、医療、権利擁護など総合

産業廃棄物の最終処分場に

どが考えられる。

断や誘致に係る支援策の決定な

市における土地の減額貸付の判

早期決定、送電施設の確保、県

的な支援を行っている。

メガソーラーの誘致につい
て

■議員 ソフトバンクの孫社長

は、福島原発事故を踏まえて、

いるか伺う。

この現状はどのようにとらえて

再開の見通しが立っていない。

が、地元の島根県や松江市は福

るストレステストを行っている

転再開の判断の前提となってい

在すべて停止し、中国電力は運

■議員 島根原子力発電所は現

を行い、協議に入りたい。

がら、中国電力に改定の申入れ

プが作成されるが、これらを活

らかにされ、津波ハザードマッ

■議員 要援護者支援計画が明

供を行い個別支援に着手する。

ンの全体計画を策定し、支援に

布する。また昨年末、支援プラ

ハザードマップを作成し全戸配

度、浸水区域等を記載した津波

対応の周知を図っている。来年

説明し、住民の不安軽減と津波

沿岸部の自治会等にその内容を

応型訪問介護看護サービスの定

ており、また定期巡回・随時対

用した日頃の訓練について伺う。 機能サービスで緊急時に対応し

民の理解が必要と主張しており、 賛同いただける自治会に情報提

島原発事故の詳しい検証及び住

■市長 自治会や自主防災組織

期訪問で介護者の急な不在にも

のための環境を整備する。

ニット整備するなど、在宅生活

認知症グループホームを６ ユ

業所程度指定して実施するほか

型訪問介護看護サービスを５事

■市長 ⑴定期巡回・随時対応

援体制の強化について

ワークの構築など、包括的な支

活上の支援及び地域のネット

⑶単身高齢者のための日常生

２時間と想定されている。現在、 及び介護の悩みをいつでも相談

フトバンクの意向も勘案しなが

計画は着々と進展しており、ソ

会って誘致を働きかけてきた。

けるＳＢエナジー㈱の副社長と

の間、私もメガソーラーを手が

実務協議の段階にきている。そ

に取り組んできており、現在は

県と協調して崎津団地への誘致

ソフトバンクがメガ

現のための課題について伺う。

との協調の状況、情報収集、実

取り組んできたのか。また、県

長は誘致に向けて、どのように

ラーの誘致を表明している。市

津団地を候補地としてメガソー

ている。鳥取県の平井知事も崎

ギー開発を進める構想を提唱し

環境プラント工業が事業主体で

ーズド型で建設する案が浮上し、

ターが国庫補助金を受けてクロ

■市長

オープン型になった経緯を伺う。

ローズド型にすべきと考えるが、

流入による処理水も少ないク

なっている。飛散を防ぎ雨水の

ソーラー計画を表明されて以降、 のないオープン型にする計画と

■市長

実績をもつオープン型と比較検

計画されていたが、今回は屋根

地に屋根のあるクローズド型で

以前、この処分場の構造は埋立

連携の処分場が計画されている。

全のチェックをするという官民

取県環境管理事業センターが安

業が建設と管理運営を担い、鳥

場については、環境プラント工

■議員 産業廃棄物の最終処分

原子力発電への依存から脱却し、 ついて

■市長 再稼働については、福

に対し、要援護者情報や津波ハ

対応できると考えている。介護

討されてきた。オープン型も飛

休息の緊急時受入れ体制の整備

島原発事故の検証及び国の指針

ザードマップを活用した防災訓

相談については、地域包括支援

ら、できるだけ早い時期に議会

散防止の覆土をすることから安
が必要な高齢者の把握に努める

⑶民生委員の協力により支援

土地開発公社を含めた関係部署

努めており、また県企業局や市

く、また事業費も安価で、埋立

心・安全という点では変わりな

⑵ショートステイや小規模多

と と も に、 地 域 包 括 支 援 セ ン

太陽光や風力などの自然エネル

が明確に示され、安全が確認さ

練の実施、防災座談会等の開催

に相談したい。県とは所管課で

できる窓口整備について

れた後、住民の理解が得られる

を働きかけるとともに、自治会

センターに夜間・休日でも対応

連絡を密にして情報の共有化に

津波対策は万全なのかという市

県環境管理事業セン

ことが大前提であると考える。

等と連携し、米子市防災訓練の

できる体制を整備している。

■議員 ３・ 東日本大震災か

地震 ・ 津 波 対 策 に つ い て

中でも活用したい。

83

⑵レスパイトケア・家族介護

をとらえて県とも連携を図りな

24
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らまもなく１年を迎え、地震・
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など、諸条件を総合的に判断さ

て容量も多く、より永く使える
的にわかりやすく認識できるも

色分け表示して、危険度を視覚
庭で判断していただいている。

を配布して食べるかどうか各家

ることは大切であると思ってお

人が投票をしやすい環境を整え

いった問題が想定される。選挙

氏名を記入する欄が狭くなると

り、今後、先進的に取り組んで

献立も特定の食材が続くことの

⑵道路の寸断も予想されるこ
■議員 急激なアレルギー症状

ないよう配慮している。

■議員 隣地の一般廃棄物最終
とから学校や公民館等の地域の

れ、決定されたと理解している。 のを作成したいと考えている。
処分場と同じ処理方式で、処理

■議員

したい。

いつごろをめどに調

いる自治体の状況を調査・研究

する児童生徒は何人いて、注射

議員

をする責任者は明確となってい

のりこ

施設管理者と話したい。

紀子

■建設部長 ⑶就将小と尚徳中

はら

■環境政策局長 処理実績をも

は治山事業で整備が一部完了し、 るか。また、食材から危ない物

原

つ事業主体が、住民の安心・安

は最初から除去し、代替の食材

水の基準をクリアできるか伺う。 指定避難施設での備蓄について、 に対してエピペン注射を必要と

全の観点から採用された方式と
淀江小は土石流対策として県が

等に対応することは、２８０人

ては、住民が避難する上での判

■総務部長 標高の表示につい

大事と思うが、所見を伺う。

市民に安心していただくことが

■議員 ハザードマップの情報

策を県にも協議したい。

業では困難であるが、今後の対

専用調理員の確保、リスク管理

については、専用設備の確保、

意を得た教員が対応する。対応

修を受け、保護者から事前に同

急を要する場合は、主治医の研

するのは原則本人であるが、緊

海岸部の電柱等に標高を表示し、 名、中学校で３名いる。注射を

に関連して、浸水が想定される

など数多くの課題を解決する必

■教育長 今年度、小学校で５

かんがみて検討すべき重要な課

市は宣誓書をはがきに印刷する

治体も多いと聞いているが、本

る。先進的に取り組んでいる自

前投票に行きやすくなると考え

のみならず、多くの方々が期日

よって高齢者や障がいのある方

リアフリーにもかなっている。

る と い う こ と は、 投 票 所 の バ

に自宅でゆっくり記入して行け

わしさがなくなり、それととも

ていると考えるが、所見を伺う。 ところで細かく記入するわずら

題であり、対応するべき時が来

考えはないか伺う。

投票所において職員の見ている

に宣誓書を印刷することにより

■議員 投票所入場券のはがき

ら、本市も対象年齢や負担金額

め早期発見が有効であることか

る。転移しやすいがんであるた

康関心度もますます高まってい

還暦を迎え、それに比例して健

これからは団塊の世代が急速に

に１人がかかるとされている。

なって、 代以上の男性の３人

欧米化や高齢化などが要因と

腺がんがあり、これは食生活の

■議員 男性特有のがんに前立

急に行いたいと思っている。

■選挙管理委員会事務局長 早

査・研究を行うのか伺う。

伺っており、処理水の基準は守

もいる状況や給食の公平性から

断材料となると考えられるので

要 が あ る と 考 え て お り、 ど う

前立腺がん検診を集団検診
として実施することについ
て

研究したい。

いった対応が可能であるか、現

投票所入場券のはがきに宣
誓書を印刷することについ
て

実施する予定である。湊山中は

議員

墓地があり急傾斜地崩壊対策事

えつこ

られるものと考えている。

かさや

笠谷 悦子
防災 機 能 の 強 化 策 に つ い て
■議員 ⑴最大津波を想定して
作成される津波ハザードマップ
の内容について伺う。

在、課題を内部で整理している。 ■選挙管理委員会事務局長 本

■市長 検診方法としては血液

されないか伺う。

など検討され、検診事業に導入

市の投票所入場券については、

検査によるものが一般的であり、

学校給食におけるアレル
ギー対応について
■議員 学校給食で食物アレル

世帯単位で３人まで連記できる

⑵現在７箇所ある備蓄倉庫を
学校施設等にも配備するなどふ

はがきで郵送しており、そのた

誓書を印刷した場合、お知らせ

め１人分のスペースが狭く、宣

移を防ぐ効果は認められるが、

として実施している。検診は転

加入者の人間ドック項目の一つ

本市は国保及び後期高齢者医療

て

ギーのある児童生徒は何人いて、 ○子育て支援策の取組みについ

等の文字が小さく見づらくなっ

どんな対応をしているか。
あった児童生徒数は２８０人で

たり、あるいは記載事項である

■教育長 平成 年度に報告の
あった。対応については、食材

険箇所の整備対象はどこか。
■総務部長

の一覧表、アレルゲン別分類表

⑴津波ハザード

マップは、県の浸水想定区域の

⑶学校周辺で急傾斜地崩壊危

やす検討が必要ではないか。

（その他の質問項目）
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■議員 他市では集団検診を実

診には推奨されていない。

から対策型検診としての集団検

と、また採血検査であること等

断・過剰治療の不利益があるこ

的証拠が不十分であり、過剰診

死亡率を減少させるための科学

は豊かな自然に恵まれ、すべて

■市長 本市を中心とする圏域

果についての認識を伺う。

ポーツツーリズムに期待する効

注 目 し 始 め て い る。 本 市 の ス

生まれる経済波及効果に地域は

ポーツ合宿・キャンプ誘致等で

ス ポ ー ツ イ ベ ン ト の 開 催、 ス

■市長 これまで、グループ支

由と改善する考えはないか伺う。

綱に定められていない。この理

なっており、グループ支援が要

業について、本市は個別支援と

■議員 障がい者の移動支援事

ある。情報が国民に提供されず

にする予定であるというもので

ＰＰ協定発効後４年間秘密扱い

るニュージーランドのＴＰＰ首

なくなることを交渉参加国であ

農業施策の一層の充実を図って

施しているところがあるが、本

するだけのニーズを把握してい

ズムに適した地域と考えている。 援型の要綱を定めて事業を実施

の要素を含んだスポーツツーリ

なかった。今後、ニーズの程度

十分な議論が行えないＴＰＰに

■議員 障がい者の家庭環境や

市ではできないか。
情報発信により、それらを活用

や事業実施の可否、実施した場

いただきたい。

■福祉保健部長 集団検診で採
した拠点化が進み、多くの愛好

合の事業費などを生活支援セン

は参加すべきではないと考える

■議員 ＴＰＰ交渉に正式に参

血をする場合、身体への負担や
者が訪れるよう取り組みたい。

ター等と相談したい。

特性を理解し、その上で生きた

血液の保存管理等の問題が懸念
■議員 サイクリング関係者か

■議員 障がい者の自立と社会

施策をされるよう要望する。

され、安全な医療機関で他検診
ら、 県 西 部 を 中 心 に ス ポ ー ツ

参加を促す上で、通勤が移動支

障がい者の自立支援と社会
参加について

と同時に受診する人間ドックで
ツーリズムの拠点としての機運

援サービスの範囲から外れてい
るのをどう考えているのか。

○公の施設の利活用について

えいじ

英治

議員

日本共産党
米子市議会議員団

おかむら

岡村

ＴＰＰ（環太平洋戦略的経
済連携協定）への参加反対
について

い。

に対応するよう要望していきた

国民的な合意を得た上で、慎重

民に対して詳細な情報を開示し

■市長 全国市長会を通じて国

が、所見を伺う。

る、参加国はこれらの文書をＴ

内容は交渉内容を秘密扱いにす

席交渉官が明らかにした。その

合意に縛られ、情報が公開され

加すれば交渉当事国として守秘

の実施が適当であると考える。
が 高 ま っ て お り、 官 民 一 体 と
た。サイクリングを重点化した

で自動車から乗降できない方が

■福祉保健部長 一般的に自力

（その他の質問項目）

（その他の質問項目）

なった環境整備を要望されてい

○漏電防止対策について

整備についての考えを伺う。

■議員 住宅リフォーム助成制

■議員 ＪＡ鳥取県中央会はＴ

度は、住宅などの改修を地元業

勤務することは考えにくいこと

いる。ＪＡとの連携、話合いを

者に発注した場合、建築関係業

者、観光関係者、サイクリング

通じて今後について探っていく

者の仕事の確保と地域経済の活

ＰＰ交渉参加を阻止するため関

活用に向けた協力をしたい。

痛ましい報道がされている。行

べきと考えるが、所見を伺う。

から通勤は対象としていない。

■議員 観光地の情報をブログ

政として、地域から孤立してい

■市長 ＴＰＰへの参加につい

性化などを目的に自治体が工事

協会などで構成されるサイクリ

等で発信される方が多いが、ア

る家庭がないかなど、情報を共

ては地域経済にも多大な影響を

る。助成額に対して工事費総額

住宅リフォーム助成制度の
創設について

組みが求められているがどうか。 有する体制整備が図られなけれ

クセスできる環境を整備する取

ばならないと考えるがどうか。

国内の農業が将来にわたる確立

■福祉保健部長 今の制度では、 及ぼすことが懸念されており、

係団体との連携を図っていくこ

■経済部長 無料アクセスポイ

本人や家族の了解を得ず、第三

は数倍から数十倍に上り経済波

とを今後の運動として提起して

ントを来年度県が試行的に整備

と振興が損なわれないよう慎重

及効果が顕著であるとして全国

い者の世帯の方が亡くなられる

され、その効果等を検証しなが

者に情報提供することは難しい

に対応していただくとともに、

代金の一部を負担する制度であ
ら今後の活用を研究したい。

と認識している。

ングロード整備検討会に参画し、 ■議員 社会参加がなく、障が

■建設部長 国交省、交通事業

たつや

○大雨による浸水対策について

やすぎ

議員

■議員 市民参加型や観戦型の

観光 振 興 策 に つ い て

安木 達哉

○再生可能エネルギーについて

広報について

○スマートフォン対応の自治体
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化を進め安心なまちづくりを図

る。バリアフリーや住宅の耐震

部を助成する制度を実施してい

リアフリー化に対し、費用の一

や高齢者、障がい者に対するバ

■市長 現在でも耐震改修工事

ないか。

ている。本市でも検討すべきで

で導入に踏み切る自治体がふえ

■議員 一体改革に関連した国

動向を注意深く見守りたい。

れていると認識しており、その

保に向けて、国において議論さ

度の構築とその安定的な財政確

■市長 持続可能な社会保障制

と考えるが、所見を伺う。

である。一体改革に反対すべき

りか経済も破綻に追いやるもの

国民の暮らしを疲弊させるばか

費において、平成 年度に補助

■教育長 援助費のうち、給食

所見を伺う。

育格差にしてはならない。その

は、親の経済格差を子どもの教

る。貧困の連鎖を断ち切る上で

解消を求める運動が広がってい

の格差も増大し、国内外で格差

困化が深刻になっており、貧富

負担を１割から２割にするなど、 受給者の増大といった社会の貧

経済的な理由も含め様々な要因

■教育長 未納・滞納の理由は

ばやみくもに徴収員を配置して

の理由をきちんとつかまなけれ

が打ち出されたが、未納・滞納

る学校給食費の徴収強化の方針

■議員 学校給食会の職員によ

となっている。なかなか市営住

する需要はますます切実なもの

中で安くて良質な公営住宅に対

学援助の拡充が必要と考えるが、 も解消されない。どう考えるか。 層の広がりといった社会状況の

ためには低所得家庭に対する就

があると思うので、家庭訪問を

民間の調理業者も給食時間に学

るなど特定の行政目的を持った
家公務員及び地方公務員の給与

額 を７ 割 か ら ９ 割 に 引 き 上 げ

把握した上で対応したい。

行うなど未納世帯の状況を十分

なく、ふやしていく方向を追求

こたえるためには減らすのでは

宅に入れないという市民の声に

■議員 長引く景気低迷、貧困

市営住宅長寿命化計画につ
いて

うなど食育にかかわっている。

校訪問を行い、調理の説明を行

ものであることが重要と考えて

学校給食について

おり、現時点ではその他の助成
削減は、国民全体の所得減少の

■議員 中学校給食の実施につ

制度の創設は考えていない。

た。平成 年度には学用品費と

が、所見を伺う。

で工事費総額４億６５５４万円、 削減はすべきではないと考える

２８４件、１８６５万円の助成

■市長 地方公務員の給与につ

成 年度は約１億１９００万円

９１００万円であったものが平

予算の総額は平成

年度に約

増額を行った。就学援助に係る

新入学用品費について約 ㌫の

３つの共同調理場からの配送に

を取りやめて２つのセンター、

建設し、今ある４つの自校方式

いては、新たに給食センターを

有効活用を行い、長寿命化を中

えは最小限としつつ既存住宅の

■市長 今後は、新設や建てか

すべきではないか。

もりのある、栄養バランスの取

で子どもたちが待ち望む、ぬく

ての実施である。こうした方向

合わなくなっている古い市営住

■議員 年数が経過して時代に

供給に努めていきたい。

民ニーズに対応したストックの

トの削減を図りながら多様な市

心とした質の改善を進めつつ、

る学習支援、無料塾などの取組

応されるものとうたわれている。 活保護家庭の児童・生徒に対す

れた、アレルギー対策もきちん

再編するものであり、しかも、

みが行われている。本市におい

となされた、教育としての食育

を見込んでいる。

もとより地方の行政運営につい

ても実施に向けた検討を行って

定及び臨時特例に関する法律の

ては、地方自らの判断に基づく

はどうか。

宅の改修はもちろんやらなくて

業界や地域経済を活性化させる
研究すべきでないか。

ものであり、地方交付税を減額

を果たすことのできる学校給食

はならないが、市営住宅の近年

団地の集約や戸数の縮減、コス

■市長 慎重に調査・研究しな

するなど、国が地方に対し給与

■市長 学習指導を必要とする

の実現ができるのか。

いずれも調理業務を民間委託し

がら本市の中小企業の振興策を

削減を実質的に強制することは

生徒の実態が不明であることや

図っていきたい。

法律の趣旨を踏まえれば、決し

の申込状況を見ても、まだまだ

社会 保 障 と 税 の 一 体 改 革 へ
の反 対 に つ い て

宅戸数を減らしてもいいという

狭き門が続いている。どこに住

により給食を提供しており、栄

■教育長 現在も４校を除きセ
現時点で実施することは困難で

理由があるのか。
あると考える。

どで食育を推進している。また、 口数の減少傾向を踏まえ、新設

養教諭、
学校栄養職員がチーム・

ンター、共同調理場からの配送

■議員 非正規雇用や生活保護

■建設部長 今後は世帯数・人

実施施設及び学習指導者の確保

歳から 歳までの医療費窓口

ティーチング授業、給食訪問な

など、解決すべき課題が多く、

■議員 社会保障と税の一体改
革は、消費税を８㌫、 ㌫に引
き上げる一方、社会保障とは名

10

ばかりの年金支給額の引下げ、
74

貧困の連鎖を断ち切る施策
について

てあってはならないと考える。

■議員 全国の自治体では、生

20

附則の中で自主的かつ適切に対

倍の経済波及効果があったと

いては、国家公務員の給与の改

え込ませるものである。大幅な

■議員 琴浦町では平成 年度、 悪循環を招き、内需をさらに冷

21

のことである。住宅の新設着工

26

22

件数は近年減少しており、建築

22

ことが必要である。
真剣に調査・

23

25
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や建てかえは最小限にとどめる

あると考える。資産割をなくし、 ては、全国市長会により提言が

■議員 国保料の算定に問題が

応じて差押さえを執行している。 は中止すべきではないか。

れない方については支払能力に

くみ上げ、外国に売って儲けよ

町本宮地内にボーリングで水を

■議員 今、因伯の名水の淀江

いんぱく

こととしているが、住宅困窮者

行われている。保険料について

うという話が進められている。

し、これ以上の保険料の引上げ

の居住の安定など、社会的な要

は、社会保険の相互扶助の考え

因伯の名水の地下水源の保
全について

請に対応していく必要があるこ
均等割は収入のない家族にまで
方により被保険者からの応分の

ついては、今後、事業計画が具

体化すれば、必要に応じて調整

していきたい。

に一般会計からの法定外の繰入

況では、保険料の引下げのため

ければならない。本市の財政状

に見合う保険料は必ず確保しな

継続していくためには、医療費

中、国保事業を健全で安定的に

■市長 年々医療費が増大する

守るべきではないか。

定外繰入れで市民の健康と命を

額するまでは一般会計からの法

とすべきである。国庫負担が増

これを超えて非課税の方に一律

少の場合の減免の規定があり、

■市長 災害や所得の大幅な減

とを検討してはどうか。

会計から繰り入れて減免するこ

制度をつくるまで、独自に一般

非課税の方に対して、国が減免

めにも、低所得者６段階までの

てほしいという声にこたえるた

低所得者の負担をもっと軽減し

■議員 介護保険料について、

負担で運営すべきものであるた

との間で協議を行っている。

いる。現在、水道局と開発業者

がおられるということは聞いて

取したいと言っておられる業者

■市長 本宮地区で地下水を採

ているのか伺う。

ある。本宮の現状をどう把握し

んでおり、待ったなしの問題で

現在、本宮地内では、計画が進

下流域全員の共有財産である。

かけてつくられた自然の恵みは

険料の引上げを行うものである。 とも言われている。長い年月を

め、給付費の増額などに伴い保

■議員 昨年 月に日南町は罰

に戻るのに平均６００年かかる

地下水は１回くみ上げるともと

ついては、ダイオキシンを含む

■副市長 処分場の維持管理に

と言えるのか。

染する。このような危険がない

そして土壌を汚染し食べ物を汚

将来、洪水などで淀江の海や川

は魚からの摂取が圧倒的である。

物から摂取され、日本人の場合

い。ダイオキシンは大半が食べ

絶対に漏れないという保証はな

らかになっている。有害物質が

が含まれていたことは、既に明

に約 種類の環境ホルモン物質

環境汚染の問題である。浸出水

は、住民の健康と命にかかわる

■議員 産業廃棄物最終処分場

淀江産業廃棄物最終処分場
の計画について

れをすることは困難である。

に減免することは社会保険の趣

則つきの地下水保全条例を制定

■市長 国庫負担の増額につい

とから長寿命化を中心とした質
き下げて応能負担を算定の原則

の改善や空き住戸の解消を進め、 かけないものとし、平等割も引

よしえ

議員

入居需要にこたえていきたい。

いしばし

石橋 佳枝
国民 健 康 保 険 料 の 引 下 げ に
つい て
■議員 国保料の徴収を強化し
平成 年度の保険料を引き上げ

旨からもできない。

必要なものを差し押さえ、生活

ふえた。これでは生活や仕事に

件から平成 年度は１０１件と

１期の１・ 倍にもなっている。

られている。現在の基準額は第

しのたびにサービスが切り下げ

に保険料が引き上げられ、見直

■議員 介護保険は改定のたび

できるまで、取水する場合には

ているのか。また、県の条例が

べておられる。市長はどう考え

持と考え制定に踏み切ったと述

水を守るのは地域住民のきょう

した。日南町長は水は公のもの、

しながら操業する企業のために

で環境を汚染する廃棄物を排出

来ないと言われるが、処理困難

■議員 処分場がないと企業が

いてなされるものと考える。

その対応は、県知事の責任にお

値を当然遵守すべきものであり、

介護保険料引上げの中止に
ついて

の基盤を奪うことになりかねな

また、保険料は年金月額３万円

水を守る立場で意見すべきと考

税金を使って処理場をつくり企

り、差押さえが平成 年度の９

い。差押さえは十分な調査をし

えるが、所見を伺う。

項目の放流水等の水質の規制

てから払えるのに払わない悪質

本人非課税、世帯内に課税者が

■市長 県は地下水の保全条例

まつこ

いる方の場合、年収の ㌫、年

まつもと

な滞納者とわかった場合のみに

収７００万円の方の場合、年収

業を呼び込むことが、地域の活

議員

限るべきではないか。

を検討しているとのことであり

松子

■市民生活部長 納付の意思が

の１・７㌫であり負担の逆進性

松本

どうかも含め面談をする機会を

性化や住民の幸せにつながると

30

動向を見守りたい。本宮の件に

23

12

不公平がある。国庫負担を増額

22

ないようにするという方針によ

24

設けているが、その誠意も見ら

18

75
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42

（その他の質問項目）

時点では全く考えていない。

市税でもって支援することは現

くとのことなので、少なくとも

は県に対して支援を要請してい

が立ち、財政的な問題について

■副市長 事業の採算性のめど

考えているのか。

特に住宅用太陽光発電システム

削減に寄与すると考えており、

率を高め、温室効果ガス排出量

ギーは、地域のエネルギー自給

て い き た い。 再 生 可 能 エ ネ ル

ら再稼働についての意見を言っ

て県や境港市と連携を図りなが

大前提であり、中国電力に対し

の所見を伺う。

応ができていない問題について

るが、きめ細やかな市民への対

⑴防災計画の変更は大切であ

苦情が多く寄せられている。

的な動きがまだ見えないという

たち議員のもとには、市の具体

市民には不安が募っており、私

ゲリラ豪雨による風水害など、

ければならない。その他の計画

えた地域防災計画の改定をしな

月末をめどに防災指針等を踏ま

の位置づけとなるため、本年９

改正が予定され、本市は周辺市

に原子力災害対策特別措置法の

害対策編を策定している。４月

原子力災害に特化した原子力災

ほか、島根原子力発電所に係る

められることとなる。

ことであり、本市の独自性が求

を行う仕組みに改めようとする

自らの判断と責任において行政

議会審議を通じて、地方自治体

により、地域住民を代表とする

た基準設定を条例委任すること

従来国が法令で一律に定めてき

■議員 この基準の見直しは、

りしていないと、長期化、政治

■議員 再稼働の条件がはっき

⑶各防災計画の変更終了目標

防災事業はどのようなものか。

⑵平成 年度予算の具体的な

度中に行う予定にしている。そ

と、津波対策計画の策定を来年

に係る公営住宅入居基準につい

るが、義務づけ枠づけの見直し

を改正する条例が提案されてい

■議員 ＴＰＰの参加に対して

とも連携しながら島根原発や中

料になる。それをベースに県等

検討されており、一つの判断材

の不安の軽減を図るため、自治

り、策定は来年度となる。市民

どう判断するか十分説明したい。 の計画と整合性を図る必要があ

国電力に当たりたい。市民には

連等に対して計画の見直しの考

見直しを行っているが、国や県

■市長 ⑴現在地域防災計画の

における現状を伺う。

アルについて、本市の小中学校

本市教育委員会が米子市学校防

生徒の安全を確保した上でどう

災害発生時にどう対応し、児童

に対する防災教育、学校自体が

の防災上の点検から子どもたち

地域防災計画を基本に、日ごろ

■教育長 ⑷昨年 月、本市の

を図っていきたい。

あった基準が廃止されたことに

の基準を明確にするものとして、 されたこと、また法令で定めて

教育再開を目指すのかについて

伴い、必要となった条例の整備

に必要な資格は条例で定めると

命基準や一定の業務を行うため

■市長 ⑴審議会等の委員の任

このたびの改正となったのか。

うな判断のプロセスを経た結果、

で規定となっているが、どのよ

入基準は参酌すべき基準を政令

て同居親族要件は廃止、入居収

⑵米子市市営住宅条例の一部

経過と影響について伺う。

⑴これまでの本市の取組みの

問題化させるのではないか。

と住民への啓発などをどのよう

れぞれの計画の見直し、策定が

市長は反対なのか賛成なのか。

え方を説明し、各種防災マニュ

災計画を新たに策定し学校に示

号等の教訓を踏まえた見直し

■市長 再稼働については、今

終われば、市民の皆様への周知

■市長 農業に対する影響が非

アルを配付するなど、防災意識

⑷学校防災計画、危機マニュ

に進めるのか。

常に大きく、簡単にＴＰＰへの

の啓発に努めている。

働の条件、必要な安全基準等を

国で福島原発の原因究明や再稼

については、昨年の豪雪、台風

の普及促進に努めていきたい。

議員

○保育所の民営化とその進め方
の問題について

じょうじ

蒼生会

わたなべ

渡辺 穣爾

参加を賛成であるというわけに

■議員 本市は島根原発から

⑵津波ハザードマップ策定事

学校の状況に応じて大災害に備

した。各学校は本計画をもとに

条例の整備に当たっては、協議

の一部を今定例会に提案した。

波、原子力防災に対する意識は

おける教訓をもとに、地震、津

エネルギーに対する考えを伺う。 ■議員 ３・ 東日本大震災に

災対策計画、豪雪対策計画等の

対策計画、風水害対策計画、震

害復旧計画等を盛り込んだ共通

防計画、災害応急対策計画、災

から策定することとしている。

24

施設・公物設置管理基準の
見直しに係る影響と本市の
取組方について

準を参酌した上でのものである。

市の実態を踏まえ国が定める基

る基準と同じ内容となったが本

検討を行った。今回は国が定め

えつつ国が定める基準を参照し

業、原子力安全対策事業、自主

■市長 福島第一原発事故の検

非常に高く、これに加え豪雪、

⑶地域防災計画として災害予

キロ㍍圏内にあり再稼働問題は

11

会等の現状や業務の状況を踏ま

避けられない。原子力発電に関

証に基づく新たな安全対策の確

する見解を伺う。また再生可能

防災対策について

はいかないと考えている。

12

えた学校防災計画を平成 年度

市長 の 政 治 姿 勢 に つ い て

24

立と市民の安心・安全の確保が

11

防災組織育成事業等がある。
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⑵同居親族要件の廃止は、本
市市営住宅のストックには広さ

いて行くのも一つの手だという

■議員 待っているよりは出向

■議員 再生可能エネルギーは

討した際に、本市が広域で持っ

庭用燃料電池の導入助成を行う。 的に受けられるのかどうかを検

ギー機器普及促進を目的に、家

ている最終処分場の状況を考え

を今議会に提案した。入居収入

断し、単身入居者の条例改正案

について一定の制限が必要と判

チを防ぐため引き続き単身入居

同居者数と住戸面積のミスマッ

体のまちづくりに重点を置いて

■市長 この条例案では市民主

に条例案が提案された。市長の

公約であり、市民会議的な公募

■議員 この条例は市長の選挙

内での省エネ化及び設備の更新

を、改正省エネ法に準じて施設

る二酸化炭素の排出量削減目標

制定に向けた考えと決意を伺う。 ■議員 ⑴市有施設から排出す

委員 名で審議され、今定例会

等により年平均０・６㌫削減と

方 市 と、 ま た 高 知 県 須 崎 市、

都 府、 大 阪 府 内 の 門 真 市、 枚

■議員 西日本での受入れは京
かた

かどま

すさき

ひら

■議員 瓦れきは一般廃棄物で

あ り、 こ れ を 処 理 す る の は ク

リーンセンターの１年か２年の

間である。もっと考えてほしい。

少子化が進む中での保育行
政のあり方について
⑵本市にとって何が有利なエ

よると、平成 年度の出生数を

し ま ん と

と思っているが、その前に物理

ことを申し上げておく。

スパンがかかるので省エネル

ると、とても受け入れるのは難

基準の条例化は参酌すべき収入
いる。市民一人一人が日々の生

した根拠と具体的な整備手法及

米子市民自治基本条例につ
いて

ギ ー が 大 事 に な る と 考 え る。

しいと考えた。

の上限基準が示されているが、
活を送る中で、きずなやつなが

び各事業との関連について伺う。 四万十町、広島県尾道市が検討

の異なる住戸タイプがあるので、

もっと検討してもらいたい。

収入の上限については引き続き
り、支え合いを大切にして生活

自然エネルギー政策と省エ
ネルギー政策について

近郊都市との均衡を考慮しつつ
していく、その延長線上での社

東日本大震災における瓦れ
きの処理について

検討を行った上で平成 年度中
の条例提案を考えている。

ネルギーと判断しているのか。

国の調査があり、最終処分場の

１２００名程度と見込まれてい

■議員 平成 年度に策定され

会づくりであり、本条例はこれ

■市長

残余年数がさらに短くなるため

⑴待機児童対策として取り組

る。このことを踏まえ以下伺う。

中と公表されている。現在の本

■議員 本市への影響について
からのまちづくりの基本的な理

省エネ活動等において０・３㌫

受入れを検討していない旨の回

た次世代育成支援行動計画にお

念を定めるものである。

減、平成 年度実績値をもとに

答をした。２月の通信社のアン

市の検討状況を伺う。

の具体例として、風致地区の移

■議員 この条例についての出

設備更新削減値を０・３㌫とし

ける本市の就学前の人口推計に

譲による米子城跡整備事業との

張説明会の実績が２団体という

た。具体的には環境に優しい米

■市長 昨年 月に県を通じて

関係、及び都市計画法第 条１

ことでは市民の関心は非常に希

22

受け、本市が今後の都市計画変

については、県から権限移譲を

ないと思っている。安倍三柳線

整備事業とは直接的な関連性は

であると考えており、米子城跡

致地区の指定を維持すべき区域

限移譲を受けた後も引き続き風

る湊山公園内にあり、県から権

対象地区は都市計画公園内であ

■副市長 米子城跡整備事業の

があるのか伺う。

民に参加をいただいており、仮

活動の中では約１７００人の市

段階で旧検討委員会の皆さんの

と認識しているが、条例の策定

現在のところ非常に低調である

■企画部長 ふれあい説明会は

かと考えるが、どうか。

し条項が生きてくるのではない

合、周知活動を行うことで見直

あるならば、仮に制定された場

い。重要な市民のための条例で

ると考える。具体策はあるか。

急に具体的に取り組む必要があ

生可能エネルギー対策以上に早

た場合、省エネルギー対策は再

■議員 今後の電力需要を考え

が最適であると考えている。

階では太陽光エネルギーの活用

⑵費用面及び環境面から現段

や、空調設備などの更新時には

子市役所率先実行計画の取組み

の現状はどうなっているか。

ない自治体が現にあるが、本市

いなど取り組もうにも取り組め

余裕がない、処理場に余裕がな

ないからか。また、焼却施設に

量が心配で市民の理解が得られ

る。検討していないのは放射線

込める設備の導入に努めていく。 復興を進める上で大変重要であ

二酸化炭素排出量削減効果が見

■市長 安全性について市民の

■議員 瓦れきの処理は東北の

れは難しいと回答した。

ケート調査には現時点では受入

少子化、総合こども園の影響等

いる米子福祉会において、今後

て設立にかかわり現在に至って

⑶設立時に本市が主体となっ

策が必要と考えているか。

になっているが、どのような施

あり、保育所は入所定員が余剰

減少に歯どめがきかない状況で

と今後の計画を伺う。

認定こども園のこれまでの実績

んだ認可保育所の許可計画及び

⑵幼稚園は慢性的な入園者の

更決定を行うことになるが、基

に制定されれば、様々な機会を

本的には事業に影響を及ぼすも

とらえて改めて周知に努めたい。 ■ 市 長

のため存続できない施設ができ

のではないと考えている。

理解を得ることは非常に重要だ

29

10
新年度から省エネル

22

⑴目標設定値として

項都市施設関係で安倍三柳線の

薄ではないかと思わざるを得な

24

計画の事業推進に影響すること

24

11

大した。今後の方針としては、

認可保育所の定員を１９０人拡

こども園を整備することにより

■市長 ⑴認可保育所及び認定

にはどのようなことがあるか。

た場合、本市として必要な対応

に推進している。市町村新シス

れに基づき子育て支援を積極的

援行動計画を策定しており、こ

■福祉保健部長 次世代育成支

のか。必要性を感じないのか。

ステム事業計画が対応している

考えはあるのか。

である。軽減に向けて検討する

鳥取市は７万円はなく５万円台

番高額であり７万円台もある。

■議員 少なくとも市部では一

努めていきたい。

■議員 県は白ネギの拡大を考

討していきたい。

産業道路沿いの農地について検

こととしており、この中で内浜

りプロジェクト事業を実施する

区に特化した弓浜農業未来づく

今後は平成 年度に実施した内

業団地のみという状況であり、

■市長 ⑴実質的には和田浜工

ためにどのようなことが必要か。

とされている。本市は誘致する

オ関連企業の誘致、立地を目標

テム事業計画では５年を期間と

テムの中で国の基準が示される

■市長 子ども・子育て新シス

物も同様か。ほかに推進するも

えているが、本市が取り組む作

地とした地域も含め、企業誘致

陸型工業団地の適地調査で候補

⑵関連企業の誘致には高度な

して保育サービス等の供給量を

染色体工学研究の推進はもちろ

子ども・子育て新システム実施

ん、人材育成や周知、ＰＲが重

に向けて必要となる市町村新シ

る白ネギの栽培面積は近年は減

要である。本市も専任職員を配

を進めていきたい。

少傾向で、数量的に市場の要望

置しており関係機関と十分に連

のがあるのか。

に十分こたえられない時期もあ

携をとり、研究拡大を望む企業

のでその基準額などを考慮し、

り、このままでは産地としての

に対し積極的な情報発信を行い

確保するための方策を定めるこ

位置も困難になることも予想さ

関連企業の誘致を促進したい。

ステム事業計画を策定する中で

■議員 保育料が市の中で高い

れている。このため白ネギを中

■議員 県は西部地域にバイオ

■市長 本市の特産農産物であ

ことが新システムとつながるの

心に取り組むが、それ以外にも

関連産業の集積を進めようとし

総合的に子育て世代の負担軽減

はわからない。同じように他市

カンショ、ニンジン、耐湿性の

ととなっているが、現在具体的

がやればいつまでたっても一番

作物である里芋、ショウガなど

ているが、企業立地に必要な条

⑶今後とも自主自立に向けた
必要な協力をしていきたい。今
後存続が困難な施設が出てくれ
ば、米子福祉会に限らず施設の

今後示された時点で本市の次世
を図っていきたい。

■議員 本市の保育料について

保育料問題について

考えており、子ども・子育て新

は、平成 年の改定により県内

統廃合についての検討も必要と
システムに移行する中で将来に

年度は３２２５人の定員に対

と思うが、幼稚園の場合、平成

利便性にも重点が置かれている

■議員 現在の保護者ニーズは

ればならない。

給のバランスをとっていかなけ

ながら保育サービスの需要と供

おける少子化の影響等も見込み

育 て 世 代 の 負 担 に 配 慮 し、 平

めており、保育料については子

長など総合的な子育て支援に努

の解消やなかよし学級の時間延

環境を整備するために待機児童

おいて安心して子育てができる

■市長 すべての子育て家庭に

解を伺う。

る。この問題について市長の見

４市で一番高い設定となってい

■市長 平成 年度中に弓浜地

考えているのか、具体的に伺う。 江、出雲市と競合して本市に進

か。農地として耕作する施策を

た取組みが必要な段階ではない

沿いの荒廃は土地の利用も含め

の内浜産業道路沿い、農免道路

解決策が見えない。特に弓浜部

の問題はなかなか解消に向けた

■議員 遊休農地・耕作放棄地

業団地しかない状況で境港、松

地としては流通団地、和田浜工

■議員 ⑴本市の企業誘致候補

様々な形態があり、条件や業種

■経済部長 バイオ関連産業も

計画を立てた市全体の就学前児

ながら子育て世代の負担軽減に

今後も国の基準改定を見きわめ

２億７８００万円を軽減した。

確保、農地の利活用など弓浜地

産物の生産振興、
担い手の育成・

プランを新たに策定し、特産農

区全体をエリアとする農業推進

的に進められ、５年後にはバイ

取県経済成長戦略の中でも戦略

っとりバイオフロンティアは鳥

⑵平成 年４月に開所したと

出してもらえる状況にあるか。

償にするわけにはいかないとコ

えるこの土地を赤字のままで無

り、本市は約 億円の負債を抱

券場の進出以来塩漬け土地であ

■議員 崎津工業団地は場外馬

崎津がいなタウンにおける
ソフトバンク太陽光発電計
画について

ら情報収集を行っていきたい。

等も含め、県と連携をとりなが

し、１８００人しか入園してい

童対策を推進する必要性がある

年度は国の基準額から約

と考えるが、これは市町村新シ

企業誘致について

ない状況にある。幼稚園・保育

成

22

所を問わず、今後は中長期的に

遊休農地・耕作放棄地対策
について

な内容が国から示されておらず、 に努めていきたいと考える。

空き教室など既存の施設を効率

高いのではないか。再考願いた

をこのプロジェクト事業で取り

件はあるのか。

⑵幼保一体化の推進により、
的に利用することが必要である。 代育成支援行動計画との整合性

い。

組む予定としている。

検討していきたい。

21
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橋りょう、道路、上下水道等の

としてとらえながら取組みをす

土木施設及び市営住宅、学校、

いのか、複合施設として考える

メントしているが、ソフトバン
保育所、庁舎、教育スポーツ施

る必要があると認識している。

ク社は借地としての対応を希望
■議員 ⑴耐震化を含めた施設

のかも含め、総合的に検討して

されているようで、平井知事は
設等の建築物施設は築 年以上

が、適正規模を教育委員会とし

模の適正化の議論が必要である

から進めることが必要と考える。 ■議員 一貫教育の前に学校規

「売電での収入の何㌫という収
を経過したものが多く、大規模

公の施設整備と社会資本整
備の現状と課題について

入歩合を掛けて毎年電力売電収

てどう判断しているのか。今後

いかなければならないというこ

が売るとか、その借金を返して

後 年で撤退されても、次世代

年契約が主なようであり、今

り効果には期待をしているが、

らうことによるイメージ戦略な

■議員 ソフトバンクに出ても

まだ結論が出たわけではない。

り、売電収入の何㌫かを借地料

ろいろな可能性を話し合ってお

■市長 実務協議をする中でい

ことなのか。

方法は本市として想定している

会において答弁している。この

ると思う」と、このたびの県議

者側がこうむるということにな

得る、リスクのほうは電力事業

スクを負わずに一定程度収入を

そうであれば県としても投資リ

長は大型の投資が必要になり、

たことで、 年後、 年後の市

ではないか。野坂市長が判断し

途転換や機能更新も検討が必要

よる施設面積を考えた場合、用

ず更新が来る。少子化の進行に

■議員 長寿命化は後年度に必

検討をしていく必要がある。

本的な見直しも含めて多角的な

つの方法であると考えているが、 続だけでなく管理運営面での抜

として支払っていただくのも一

負担は子どもたちや孫が負わな

取り巻く状況に応じ、施設の存

態、利用状況等、個々の施設を

施設ごとにそれぞれの施設の状

備を国の補助制度を活用して行

化計画は、今後これらの施設整

橋りょう、市営住宅等の長寿命

■市長 現在策定を進めている

えるが、どうか。

全体的な取りまとめが必要と考

負担となることは明らかである。

が受けられるよう学校等の耐震

児童生徒が安全で安心して授業

用するため、優先順位を第一に

■教育長 ⑵財源を有効的に活

行っていく必要がある。

本的見直し等多角的な検討を

統合の検討や管理運営方法の抜

で、個々の施設の状況に応じて

つあるということを認識した上

取り巻く状況が大きくかわりつ

影響による人口減少等、施設を

既存施設については、少子化の

設整備を図っていきたい。また

いものであり、他の公の施設は、 の状況をよく見きわめた上で施

う場合に策定しなければならな

化を行い、引き続き体育施設等

図ってきた。今後も個々の施設

震化も含めた施設整備の推進を

欠な施設について、優先的に耐

災施設等の市民生活に必要不可

都市基盤施設及び学校施設、防

■市長 ⑴道路や橋りょう等の

が見送られている理由を伺う。

進む中で、環境の変化に戸惑い

■教育長 小学校から中学校に

出額は 億円と本市の２倍の額

余り変わりないが、教育費の支

０９億円で決算ベースの本市と

平成 年度の一般会計予算が６

習時間の増加など効果を上げて

登校児童生徒数の減少や家庭学

市の子どもの課題としていた不

校の連携強化を図っている。本

中連携推進事業を行い、小中学

計画で中学校区を中心とした小

■教育長 平成 年度から３年

の連携状況を伺う。

■議員 現在の本市の小中学校

たリスク管理の問題、対応する

の確保、誤配食、誤調理といっ

や設備等の確保、専門の調理員

■教育長 専用の調理スペース

いて伺う。

中学校の連携を図っていきたい。 ■議員 学校給食について、今

いると考えており、来年度も引

どのように設定するかなど、数

■議員 小中一貫教育について、 議会にアレルギーの子どもたち

き続きこの事業により密接な小

多くの課題を解決する必要があ

に行った。宇治市は人口 万人、 る。今後のアレルギー対応につ

会派で京都府宇治市へ行政視察

り、アレルギーも多岐にわたっ

の課題と検討状況について伺う。 原因物質の品目や症状の程度を

であった。本市が取り組む場合

ているため、どういった対応が

く必要があると考えている。

あり、今後幅広い議論をしてい

地域と密接な関係にある学校で

ていいのかという思いがある。

なれば、教育だけの観点で進め

の存廃にかかわるような問題に

想され、学校の適正規模、学校

る。将来的に急激な少子化が予

育が行われていると認識してい

で地域の特性、実態に合った教

■教育長 現在それぞれの学校

検討する可能性があるのか。

とを考えると、それ以上の効果

の耐震化を行うこととし、平成

中１ギャップや不登校の増加な

公共 施 設 の 長 寿 命 化 計 画 に
つい て
■議員 本市の公共施設である

23

すのは市長の義務である。

説明をするために、全体像を示

■議員 市民体育館は今までど

点的に行うこととした。

う問題の解消のために、小学校

可能であるか内部で検討を始め

19

22

ているところである。

80

と中学校が指導を連続したもの

ると考える。市民が納得できる

20

おり体育館施設だけの機能でい

24

10

20

20

の保護者から陳情が上がってい

を生んでもらいたい。

ければならないということにな

どの問題が生じている。こうい

入の何㌫かを県に入れてもらう、 な改修時期を迎え、大きな財政

30

年度は学校施設の耐震化を重

⑵市民体育館の耐震調査予算

整備の優先度及び統廃合の検討
の必要性について、所見を伺う。 学校教育について
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会、農協、漁協など地元団体と

ど、様々な観点で、西部地区の

概要と今後のビジョンを伺う。

■議員 平成 年５月 日に政

えまちづくり推進室に関連する
新規事業が幾つか上がっている。 拉致問題について

■議員 平成 年度予算によど

府より拉致問題啓発に関する通

は今後一層推進してもらいたい。 が作成した資料を受けて、正確

学校で使用するのにどの教科書

■淀江支所長 淀江地区地域振

達があり、理解促進活動の中に

■議員 本市の図書標準の達成

さらなる連携を図りながら、地

も市長の信じる施策を推し進め
がふさわしいのかを教科ごとに

興潜在力調査事業は、地域住民

学校におけるアニメまたは映画

性、公正性、必要性、分量、学

る覚悟があるか、見解を伺う。

審議した結果を受け、本市教育

や企業等への意識調査、観光客

の「めぐみ」上映についての項

■議員 施策には意志と理念が

■市長 市政運営を行う上で市

委員会で採択するという手順に

へのアンケート調査及び名水や

状況について伺う。

長のリーダーシップは非常に重

なっている。なお、義務教育諸

史跡等への入込み実態調査を実

域の活性化を推進していきたい。

要であり、不可欠である。マニ

学校の教科用図書の無償措置に

よどえまちづくり推進室に
ついて

フェストで私の目指す施策を示

関する法律で採択協議会の審議

目がある。昭和 年、当時中学

びやすさ、わかりやすさ、丁寧

し、行財政改革を強力に推し進

施し今後の地域振興策に役立て

さ、美しさ、活用のしやすさな

めながら、生活充実都市・米子

結果を尊重することになってお

１年生だった横田めぐみさんが

必要であり、自信と勇気が不可

の実現を目指して各種施策に取

ようとするものである。淀江魅

基本方向などに沿い、議会を初

■議員 さきの議会で陳情採択

定められている。

域の魅力再発見をテーマとした

マップ改訂版の作成及び淀江地

案内版の更新、淀江町イラスト

案内看板の設置、老朽化した道

それらの活用状況を伺う。

アニメであるが、本市における

策本部制作のドキュメンタリー

件を題材とした政府拉致問題対

力発信プロジェクト推進事業は、 北朝鮮当局により拉致された事

め市民の皆さんの理解を得なが

しているような教科書を読んで

に積んですべて読ませていただ

いになったと思うが、教育長室

■議員 商工会、漁協などの地

信に努めることとしている。

新たな地域の魅力発見と情報発

フォトコンテストの実施など、

況は主に教職員を中心に 校で、

配布している。今年度の活用状

すべての市立学校及び公民館に

■教育長 アニメ「めぐみ」は

めの施策、また、景気が依然と

安全・安心な暮らしに資するた

障制度の整備や防災対策など、

譲を進めてもらいたい。社会保

を精査し、地方公共団体への移

していけるよう国の権限や財源

■市長 まずは真に地域が自立

る施策を伺う。

検定に通った教科書を審議し、

■教育長 文部科学省の教科書

事及び内容を伺う。

て、採択に至る審査の手順と議

使用される新しい教科書につい

導要領も改訂された。４月から

育の基調が明確にされ、学習指

育法の改正により今後の学校教

■議員 教育基本法及び学校教

〇国民保護計画について

（その他の質問項目）

議員

ただし

県西部地区教科用図書採択協議

まつだ

して低迷する中で、経済対策な

会で調査報告及び県教育委員会

正

ど国全体の活性化、将来への基

松田

盤づくりに資するものについて

プラン事業に積極的に参画し連

商工会主体の地域貢献アピール

ら取組みを進めてきた。現在は

ルなどを相互に意見交換しなが

え夢まつり、サイクルカーニバ

■淀江支所長 これまで、よど

考えるが、見解を伺う。

ら当地の活性化を推進すべきと

み等いろいろなことを考えなが

元団体を巻き込んだような取組

摘せざるを得ない。見解を伺う。

取組みが甘いのではないかと指

事者であることをかんがみると

被害者とそのご家族を抱える当

非常に残念に思う。本市は拉致

は２校でしか活用されておらず、

■議員 全 校中、児童生徒に

れた学校が２校ある。

また、保護者への研修で使用さ

合わせて２校で視聴している。

児童生徒には発達段階や実態に

15

携を図っている。今後とも商工

34

社長である。社長としての経営

いた。

■教育長 ９教科で 種類ぐら

していくことが私の責務である。 いるか。

ら、諸施策について着実に推進

計画に掲げるまちづくりの目標、 採択しなければならないことが

り、西部地区で同一の教科書を

欠である。反対があったとして

標準の達成状況は、小学校は

議員

り組んできた。また第２次総合

■教育長 平成 年度末の図書
校中 校が達成、中学校は 校

みつお

中４校が達成、市立養護学校は
未達成である。

おざわ

尾沢 三夫
市長 の 政 治 姿 勢 に つ い て

26

24

方針は第２次米子市総合計画に

■議員 市長は会社に例えれば

23

52

10

23

22

盛り込んであるが、国に期待す

新学習指導要領について

54

20

（20）

平成24年6月1日
第29号（季刊）

形でどの学年にどういう位置づ

間の発達段階を考え、どういう

関しては小中学校合わせて９年

■教育長 このＤＶＤの扱いに

た実態調査及び関係機関との協

■議員
月議会で答弁のあっ

当する事業は確定していない。

くまで枠として示したもので充

れば共闘できる部分はいいが、

打ち出してもらいたい。でなけ

を図るため、早期にビジョンを

実施を決定する段階で検討する。 ■議員

実際に充当するかどうかは事業

自治体間の競争となると組織間

の職員で引き続き行う。

松江市より１名、合わせて２名

なる。事務局員は本市より１名、

情報交換の場として現在年５回

■市民生活部長 指導員同士の

考えはないのか。

分に聞きながら、改善すべき点

針として、指導員の意向等も十

の場を持っているが、今後の方

み事などの意見交換をする研修

かれて学級運営に当たっての悩

ている。その中でグループに分

の研修会、事務連絡会等を行っ

けで利用するかということにつ
議を履行した上でのことか。ま

対立も出てくる。協力が対立に

があれば改善をしていきたい。

地元の自治連合会初め、学校関

て歩道橋の必要性を認識した。

渡って集団登校しており、改め

結 果、 多 く の 児 童 が こ の 橋 を

下福尾橋も交通量調査を行った

山圏域の取組みがあり、共通の

の一つとして中海・宍道湖・大

底上げしていくかという取組み

で、その中でこの圏域をいかに

れぞれの発展を考えるのは当然

■市長 それぞれの自治体がそ

要もあるため、今後は設けるこ

の程度によって対応を考える必

でに障がいを把握しておき、そ

は設けていなかったが、入級ま

児童である旨を記入するところ

■市長 申込書に障がいのある

はどのようになっているか。

欠と考える。市長の所見を伺う。 とであるが、申込書などの現状

複製などの調査・研究施設とし

画の展示と収集や整備、原画の

ンガミュージアムを建築し、漫

トに向けて京都市などが国際マ

トが行われた京都では、サミッ

■議員 前回国際マンガサミッ

万人圏域住民の発展

いては、今後また現場のほうと
た、事業の実施はいつぐらいに

ならないよう、市長として米子

やすろう

話し合ってみたい。
なるのか。

いわさき

（その他の質問項目）
■建設部長 青木橋は昨年実施

議員

○スポーツ振興について

市を見失わないよう５市長会で

■議員 障がい児の入所要件の

康朗

〇市長の政治姿勢について
した交通量調査と現在策定中の

推し進める事業と、譲れない事

岩﨑

○防災対策について
橋りょうの長寿命化計画を踏ま

係機関や交通安全協会から歩道

メリットとなることをこれから

観光振興策について

橋設置について要望書の提出が

のコンテンツ産業の発信基地と

がい児の入所基準を明確に定め、 し、漫画の展示や漫画・アニメ

あり、橋りょうの長寿命化計画

入所定員は各施設１名に限定し

ても活用している。そこで、公
子市の市長であるので本市の発

ととしたい。

展をまず第一に考え、また県西

一緒になって取り組もうという

■議員 長寿命化計画の中でよ

を策定した結果を見て青木橋と

りよい方向性を出してほしい。

動を中心としたイベント等を行

して、国内はもとより外国人客

う場と考えており、今までのそ

ている。このような先進市での

発展のために頑張っていきたい。 また、指導員同士の情報交換の

ういう機能を普及する観点から、

部の中核都市として県西部の発

場がなく、各学級ごとの悩みや

今整備を計画しているため、現

の観光拠点としてはどうか。

要望といったことはこども未来

体制を参考に、受入れ入所基準

課との個別の相談になっている

段階で国際漫画センター的なも

展も考えなければならない。こ

会の組織体制を引き継ぎ、残任

と 聞 く が、 実 態 は ど の よ う に

■市長 本市の公会堂は文化活

■市長 中期財政見通しに記載

期間の１年を本市が会長を務め、

のを設けることは考えていない。

等を明確にするよう要望する。

中海・宍道湖市長会につい
て
■議員 組織構成について伺う。

した合併特例債の数値は、昨年

事務局も本市に設置することに

なっているか。また、改善する

れからも全力を尽くして本市の

会堂に国際漫画センターを設置

66

■議員 東京都国分寺市では障

12

ともに方向性を出していきたい。 のがこの市長会である。私は米

なかよし学級の現状と課題
について

○米子市民自治基本条例につい

議員

基準が定まっていないというこ

えいじ

えて方向性を出していく。また、 柄という心構えでの参加が不可

て

たけうち

竹内 英二
中期 財 政 見 通 し に つ い て
■議員 平成 年度の予算には
通学路事業として青木橋・下福
尾橋は入っていない。中期財政
見通しで示している平成 年度、
年度の合併特例債の残り 億

25

63

月時点での推計に基づき、あ

24

24

程度の中に組み込まれているか。 ■市長 平成 年度は中海市長

26

11
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ゲットをアジアからのインバウ

ズムの推進において、集客ター

■議員 本市のスポーツツーリ

り、その結果から認知症発症の

簡易なアンケート形式で聞き取

活の様子を本人や家族の方々に

症が疑われるような人の日常生

死亡率の減少に特に効果がある

■市長 本市のがん検診制度は、

を伺う。

らいたいと思うが、市長の見解

いきたい。

耕作放棄地の解消に取り組んで

の農地のあっせんなどを進め、

ＰＲ、規模拡大、企業参入等へ

本市での取組状況を伺う。

次産業化法による支援について、

促進に関する法律、いわゆる６

等及び地域の農林水産物の利用

林漁業者等による新事業の創出

■議員 地域資源を活用した農

ンドと絞り、サイクリングやカ

のぶゆき

とされている胃がん検診、大腸
ん検診、乳がん検診を実施して

ふじお

有無やその症状を推定し、必要

おり、検診費用の助成措置とし

議員

ヤック体験に限定した旅行商品
診断、治療等につなげていくも

信之

がん検診、肺がん検診、子宮が

のである。アンケートの対象者

て、市民税課税世帯の方は７割、

藤尾

に応じて専門医療機関での鑑別

たなエコツアーの開発や国内外
は昨年実施した日常生活圏域

市民税非課税世帯の方及び 歳

実施する中で、サイクリングや
い方３０１人と長寿社会課の窓

が必要な方で認知症リスクの高

対象年齢の方には 割の費用助

の方及び無料クーポン券事業の

以上の方は９割、生活保護世帯

化や担い手の減少による労働力

■議員 近年農業従事者の高齢

と連携する食品加工業者が行う

欲ある農林漁業者、またはこれ

■経済部長 県とも協調して意

シーカヤック体験などについて
口等で相談を受けた１３０人の

70

も紹介していくとともに、新た

遊休農地・耕作放棄地対策
について

を販売展開してはどうか。

への情報発信と誘客に取り組む
ニーズ調査の結果から介護予防

■経済部長 平成 年度から新

エコツーリズム情報発信事業を

24

旅行会社に働きかけてみたい。

なツアー商品の造成については

への情報提供の対象者は１３２

診の必要があり、かかりつけ医

１８２人、その結果から早期受

トの実施数は昨年 月末現在で

取り調査をしている。アンケー

包括支援センターが訪問し聞き

合計４３１人を対象として地域

診結果は健康対策課で管理して

■福祉保健部長 がん検診の受

しているのか。

ほうで管理し、次の検査に生か

データが送られてくるが、市の

■議員

成も行っている。早期発見が大

に考え行動しているのか伺う。

消について、具体的にどのよう

があると考える。遊休農地の解

手等に利用集積を促進する必要

努め、有効活用を図るよう担い

地を解消し、優良農地の保全に

の方に検診を受けてもらいたい。 安定供給を確保するため遊休農

変重要であり、できるだけ多く

■市長 現在耕作放棄地の発生

放棄地が増加している。食料の

不足等を背景に遊休農地・耕作

ればならず、そういった意味で

る農業に向けてやっていかなけ

わるが、稼げる農業、食べられ

本当にくるくると農業政策が変

緑の分権改革を提唱している。

生かす地域力を創造していく、

■議員 国では今、あるものを

を設け支援を行っている。

総合支援事業補助金という制度

に必要な資金として６次産業化

取組みについて、プランの実現

６次産業化や農商工連携による

アにつなげることができた。

れ、認知症の適切な治療及びケ

た、受診率やがんの発見状況等

農業への企業参入、農地流動化

地対策協議会を設置しており、

やるかやらないかは国策である

努力願いたい。また、ＴＰＰを

中でアメリカが引き下げる関税

を集計し、がんの受診啓発にも

今後も耕作放棄地の利用状況の

率は既に乗用車は２・５㌫、液

が、地域がその犠牲になっては

調査、指導等を行う市農業委員

晶カラーテレビは５㌫等がそれ

対策、耕作放棄地再生利用緊急

■議員 がんに立ち向かうには

ぞれ 年以内にゼロ㌫になった

対策事業などに取り組んでいる。 決してならない。円高ドル安の

早期発見しかない。できるだけ

会と連携を図りながら、新たな

活用しており、検診内容や検診

成果について伺う。

多くの人にがん検診を受けても

健康増進事業について

■福祉保健部長 認知症を早期

耕作放棄地の抑制、支援事業の

体制の改善にも役立てている。

検診を受けた人には

人おられ、実際に本人や家族の

おり、１次検診や精密検査を受

抑制や解消に取り組むため、市

農業の再生に向けて、市として

としお

同意を得てかかりつけ医へ情報

農業委員会などの関係団体をメ

ゆあさ

提供した方が 人あった。この

けておられない方に受診勧奨を

ンバーとする米子地域耕作放棄

議員

行ったり、アンケートの送付や

湯浅 敏雄

うち、アルツハイマー型認知症

各戸訪問等に活用している。ま

10

などと診断された方は 人おら

認知 症 対 策 に つ い て
■議員 認知症対策として生活
支援アンケートを実施している
ということであるが、どういう

12

に発見するため、認知症や認知

10

アンケートなのか。また、その

12

18
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兆円にターゲットを絞って自

協同組合の保険部門の総資産の

カのねらいは農協の共済や農業

まずできないと考える。アメリ

昇した円高をカバーすることは

からといっても、３割以上も上

対応すべきものがあれば、補正

再度現場確認、現況把握をして

りょうはある。これについては

了 し た が、 ま だ 対 応 す べ き 橋

■副市長 現在８橋は対応を完

みの処理経費に充当すべきであ

■副市長 委託費は当然可燃ご

外収益と考える。見解を伺う。

還金があるため、委託費は計画

市には返済すべき施設建設の償

もやるべきと考えるが、どうか。 処理費に充当すると言うが、本

市政一般に対する質問

国策で犠牲にならないよう、ぜ

る。地元の農業に携わる方々が

スと投資への参入をねらってい

由化を進めており、金融サービ

れている住宅は、 年後の次期

効果の小さいストックと表現さ

画で、建てかえに対して費用対

■議員 市営住宅の長寿命化計

一般財源に組み込まれる。この

■議員 他市町からの委託料は

なくもないと考える。

解釈をすれば計画外収益と言え

も含め対応していく必要がある。 る。他市町からの委託料は拡大

■議員 問診票の活用はどうか。

からの相談につなげていく。

稚園との連携を密にして保護者

捉できていないが、保育所や幼

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。

ひ対策を講じてもらいたい。

もらっている。

う べ

トを送り、家庭でチェックして

■福祉保健部長 発達アンケー

ような施設を受け入れていると

くにこ

計画で集約あるいは建てかえる

かどわき

（その他の質問項目）

ころにインセンティブが働いた

議員︵ムスカリ︶

とあるが、これらは構造的に長

政策を投下しない限り受け入れ

■議員 山口県宇部市では、年

２回全幼稚園巡回訪問指導して

れらにお住まいの方の安心・安

しは単に先送りではないか。こ

県の事業センターに問い合わせ

な契約は白紙と聞いているが、

市有地が含まれており、具体的

に関する現状認識を伺う。

■議員 ⑴本市の発達障がい児

■福祉保健部長 宇部市は平成

か。

いるが、本市も導入してはどう

全はどのように担保するのか。

年度から開始され、まだ効果
たところ、既に民間事業者と本

ては、入居者の安全面、衛生面

家建て、２階建ての住宅につい

■環境政策局長 該当土地は現

あった。事実関係を確認する。

市の間で借地契約済との回答で

談の予約は満杯状態である。

過を診るステップ健診や発達相

■市長 ⑴年々ふえており、経

■議員 鳥大からの協力支援を

ろ研究してみたい。

などが不明であるため、いろい

事後健診を行っている。

等の観点から、当面耐用年数の

■議員 県内町村で実施してい

得て、問診票のさらなる充実や

用しているところであり、利用

る５歳児全員健診は有効だと思

■議員 特別支援教育のうちの

回収後の分析を要望する。

目的が異なる産業廃棄物の処分

通級指導教室、学びの教室の設

■福祉保健部長 ⑵６か月、１

場用地としての土地賃貸借契約

うが、どうか。

置目的及び推移、現況等を伺う。

歳６か月、３歳児健診において

等は当然行ってはいない。

対象の健診は保護者の時間的負

■福祉保健部長 市部では全員

学びの教室について

○公の施設整備と社会資本整備

在西部広域行政管理組合が民間

■議員 平成 年度以降、西部

（その他の質問項目）

業者に委託し、一般廃棄物の最

圏域全体の可燃ごみをクリーン

■教育長 本市では平成 年度

到来に合わせ新規募集の停止を

や緊急性がないという判断をし

担がふえるため困難である。発

の現状と課題について

に小学生の発達障がい等に対応

行い、現入居者には他の団地へ

廃棄物の適正処理について

なければ、安心・安全は担保で

センターで受け入れる際の周辺

達相談の必要な子ども全員を捕

発達障がいの疑われる子どもは、

23

の住みかえを誘導していきたい。 終処分場の覆土置き場として使

⑵早期発見の取組みを伺う。

■建設部長 建設年度の古い平

発達障がい児の早期発見に
ついて

門脇 邦子

〇公金収納率向上と滞納対策に
寿命化も耐震化もできない危険

ついて

る地域はなくなる。また、産業

みちあき

建築である。これらを 年間放

のざか

野坂 道明
公共 施 設 の 長 寿 命 化 計 画 に
つい て
■議員 危険と判定している十
数橋の橋りょうについては、年
次的な取組みではなく、まず再

きないと考える。この部分だけ

自治体からの委託費は可燃ごみ

調査をし、落橋、崩壊の危険性

10

10

でも早急に補正予算を組んでで

18

28

議員

廃棄物の最終処分場予定地には

45

置するという、このたびの見直
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いる。各教室の定員はない。現

対応し湊山中１教室を開設して

し、平成 年度からは中学生に

した通級指導教室を３教室開設

いくべきではないか。
議員 ︵コモンズ︶ ■市長 基本設計が完成しつつ

入っていく段階から取り組んで

た 利 用 の 促 進 を、 実 施 設 計 に

クマネジメントの手法を導入し

なって考えていこうというパー

■議員 この 年間本県の持ち

に推進していく必要がある。

事業を目標達成に向けて積極的

ている居住人口をふやすための

る。残り２年、計画の中に掲げ

成果は出てきていると考えてい

傾向が鈍ってきており、一定の

減少していた状況が現在は減少

今後とも立地自治体並みの協定

ろが初めて結んだ協定であり、

■市長 立地自治体でないとこ

今後必要と考えるが所見を伺う。

学識経験者も加えられている。

なっており、福井県ではそれに

員 で あ る 特 別 職、 住 民 代 表 と

■議員 松江市は、一般職、議

在明道小 名、啓成小 名、就
将小 名、湊山中 名が在籍し、

すぎたに だ い し ろ う

ある段階であり、今後この利用

２年生以上の児童については年
度当初に入級が必要と判断され

杉谷 第士郎
を検討していく中で、こういう

内容にするよう申入れ、協議を

公会堂改修事業の進捗状況
について

家・貸家の新築は半減しており

た児童生徒は入級しており、通
級指導を受けて状況の改善が図

ジェクトチームに研究させたい。 その特徴的な現象は中心市街地

に国を通じて措置要求できると

にあらわれている。この機会に、 ■議員 松江市は、立入調査後

一歩前進だったと思っている。

認や事前報告ができたことは、

がなければできなかった現地確

にあった事象に対しても、協定

れができると思っている。１月

■市長 本市は中国電力に申入

起こせないという認識でよいか。

力に対して国を通じて、行動が

いう条項があるが、本市の協定

ほ

街地の活性化や郊外との関係を

ち

には記載がない。本市は中国電

やまかわ

議員︵虹︶

■議員 運営要綱第３条にある

計画等の報告については、誰が

加価値を見出していくかが課題

次中心市街地活性化基本計画に

■議員 昨年の９月議会で第２

る協定を締結されたところであ

る鳥取県民の安全確保等に関す

から成る島根原子力発電所に係

市・境港市は、中国電力と 条

ト高となるとの試算が出ている。 ■議員 昨年末に鳥取県・米子

■議員 現地確認では事前に行

て安全上の判断を行う。

議などを踏まえて、本市におい

力からの説明、国・県等との協

■総務部長 現地確認、中国電

安全と判断されるのか。
である。外側から見て人が集う

向かうという方針表明をされた

島根原子力発電所に係る中
国電力との安全協定につい
て

山川 智帆

考えながら検討してほしい。

これからの住宅政策を、中心市

■議員 市営住宅について、民

■議員 本事業は基本設計プロ

設計と概要になっているか。

ポーザルで提案があったが、そ

■建設部長 基本設計者をプロ

られている。

をふやす考えはないか。

間の借りかえはコストが合わな

■議員 児童生徒数が平成 年

■教育長 もっと多くの学校で
ポーザル方式で選択したことで

いので考えていないとのことだ

本市の住宅政策について

開設し、希望する方をすべて受

技術力、企画力、経験等のある

借上げ方式のコストはどのよう

設計者と市が協働しながら意匠、 が、新設ではない民間の住宅の

の理念を十分に反映された基本

け入れられる体制にしたいと考

機能性及びコスト縮減について

地取得を伴わず国の家賃助成が

えており、毎年、県教育委員会

受けられるとした場合との比較

に教員の加配を要望している。

能となり、理念を反映した基本

になっているか。

設計が完成すると考えている。

協議し、予算内で最善の補強方

■教育長 保護者の送迎が基本

で９年、国の家賃補助が受けら

■議員 他校から通ってくる子

だ が、 送 迎 で き な い 場 合 に は

■議員 改修後、ホール以外の

■建設部長 直接建設方式で用

ファミリーサポートセンターの

れないとした場合で 年でコス

の拡大を要望されたい。

広場として、公会堂の建物と一

が、まちなか居住については極

■議員 県に対して、通級教室
■教育長 県には、引き続き学

体となった新しい町の風景をつ

内容と管理の仕組みを市と利用

う使うかという視点から整備の

ンの視点での前庭の整備や、ど

年間２５０人から２００人程度

いる地区もあり、計画策定前は

■企画部長 居住人口がふえて

めて難しい状況ではないか。

自治体の職員となっている。

■総務部長 現在の協定では、

地調査は、誰ができるか伺う。

る。その条文の第 条にある現

確にする必要がある。個別具体

何ができ、何ができないかを明

識経験者にアドバイスを求め、

く場所の図面の提供を受け、学

21
者、周辺住民や諸団体が一緒に

11

くり出すランドスケープデザイ

18

級増設の要望をしていきたい。

援助制度を紹介している。

ところで公会堂にどう新しい付

法や改修案を作成することが可

度の３倍にふえているが、教室

行ってまいりたい。

手法も検討できるかどうかプロ

14

21

23

19

どもたちの通学方法を伺う。

18

10

22
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的に中国電力と照らし合わせる
べきと考えるが、所見を伺う。

要であり、そのためには法解釈

■議員 現場での権限強化が必

力と協議したい。

取県と連携を図りながら中国電

現地での運用等については、鳥

るルールづくりを要望すべきと

知事に鳥取県側の意見を反映す

市も県、境港市とともに島根県

を担保するよう求められた。本

３市は、周辺市にも一定の権限

より、安来市、出雲市、雲南市

見をよく聞くと言われたことに

ては、影響が及び得る方々の意

力発電所の再稼働の判断に際し

■議員 島根県知事が島根原子

で、日本の原発政策の今後の方

■議員 地元新聞のアンケート

なと認識したところである。

こういう結果になっているのだ

■市長 アンケートの結果は、

市長の感想を伺う。

ような市民の意識変化について

思うようになったと回答。この

たという人も ・４㌫が危険と

事故前には特に考えていなかっ

いた人が、事故後は ・２㌫、

前には原発は安全だと思って

握しているのか伺う。

エナジーの操業開始の時期を把

■議員 ㈱ナノオプトニクス・

案の中で、小学校４校の単独調

■議員 中学校給食事業の検討

性については大いに期待している。

ると認識している。将来の市場

要があると判断され取り組まれ

ねらった商品で、企業として需

カーがつくっていないすき間を

把握しているのか伺う。

に準ずるのがよいと考える。例

考えるが、見解を伺う。

向性という設問に、本市は未回

■市長 今月から超小型電気移

理場を廃止するとされているが、

対策、市民の安心・安全、そう

えば、原子炉の規制法の危険業

■市長 再稼働については、私

答とあったが、理由を伺う。

動体の試作車の製造に着手し、

その目的と効果を伺う。

以降の市民意識がどう変わっ

務に対する権限、また消防法第

どもの意見を言わせていただき

■市長 中長期的なエネルギー

と伺っている。

平成 年度から本格生産に入る

■市長 市全体で事業を新たに

■市長 開発製造される小型電

３条の立入検査権、第４条の予

たいと中国電力に申しており、

政策と関連する問題であり、国

■議員 雇用人数８００人、車

するという目的の中、共同調理

気 移 動 体 は、 大 手 自 動 車 メ ー

防に基づく権限など、それぞれ

鳥取県側は鳥取県側として考え

において国民の安心・安全を最

台数２万台、生産額にして約１

やセンター方式と比べ、単独調

いうところを踏まえた方向性を

に準じて主張されるべきと考え

ていくものと思っている。

優先に判断し、方向性を示すべ

０００億円という当初の計画で

打ち出すべきと思っている。

るが、所見を伺う。

■議員 今は、その権限は島根

き と 回 答 し た が、 選 択 肢 に な

あったが、現在の状況を伺う。

理校は調理単価が高くつくこと

てきたかを調べるべきと考え、

■市長 原子炉に関する事務の

県知事にあり、知事も鳥取県側

かったため未回答となった。

■経済部長 開発製造する製品

からランニングコストの効率化

アンケートを行った結果、３・

処理権限・規制等については国

の意見も参考にしたいと言われ

将来的に縮小の方向という考え

議し働きかけるべきではないか。 ■議員 市長は、原発について

ていることから、早急に県と協

はないのか伺う。

が高級スポーツカーを予定して

を図るものである。

島根原子力発電所について

に権限があり、消防に関する事

■総務部長 鳥取県側で連携を

■市長 国が方向性を出さない

政的な問題を含め、投資の効率

動体という形にかわり、雇用数、 ■議員 実施にあたっては、財

いたが、現在、超小型の電気移

化をどう図っていくかが大事で

■総務部長 今後のいろいろな

務については現地の自治体の消

組みながら、島根県にどういっ

と判断しづらい問題である。個

売り上げともに当初計画から減

ある。単価の高い淀江調理場を

企業誘致と財政問題につい
て

中学校給食事業の検討案に
ついて

ると伺っている。

実行され次第、すぐに入金をす

できており、金融機関の融資が

■経済部長 自己資金の準備は

ては、いつ支払われるのか伺う。

■議員 土地の売買代金につい

防が行う。本市は結んだ協定に

た意見を言っていくのか、申入

人的には、縮小の方向に向かう

少すると伺っている。

とおる

基づいて、中国電力に主張して

れなり協議という形で話をして

のが望ましいと思っているが、

■議員 新しい超小型の製品に

えんどう

いきたい。また、この協定も改

いく方向になると考えている。

政策ということで考えた場合、

議員︵一院クラブ︶

善する余地があり、その改善に

■議員 環境基本計画の原案は

本当にそれができるのかどうか

通

ついて、これからも鋭意努めて

２年前の市民アンケートに基づ

廃止し、その食数をセンターに

遠藤

いきたい。

いてつくられたものであり、脱

おける市場の将来性、また事業

けんさく

というところを踏まえ、また、

組み入れたほうが財政効果は上

なかがわ

原発依存、代替エネルギー促進

の永続性について、どのように

議員︵市民派︶

きちんとエネルギー政策、安全

25

89

11

11

などの項目が入っていない。３

中川 健作

平成24年6月1日
（25）

95

用などいろいろな要素を加味し、 から、本市の実情に即した手法

市の所有している土地の有効活

編や新センターの施設規模、本

■市長 生徒数の減少による再

るが、市長の所見を伺う。

政投資の効率化が図れると考え

００万円の経費削減となり、財

８００万円、 年間で２億７０

ば、ランニングコストで年間１

■議員 淀江調理場を廃止すれ

を考慮し作成した。

つの共同調理場というバランス

少を考え、２つのセンター、３

た計画は将来の児童生徒数の減

■教育委員会事務局長 検討し

がると考えるが、所見を伺う。

ば路線の維持が困難になること

との指摘がある。このまま進め

のバス利用に結びついていない

許保有率の上昇により、高齢者

の減少である。高齢者の運転免

■企画部長 課題はバス利用者

議で協議し、集約された課題の

■議員 米子市地域公共交通会

鉄道及び路線バスについては市

重要さを増していると認識し、

■市長 公共交通機関の役割は

上やむを得ない場合、条例で制

未然に防止するという社会生活

産権の制限についても、災害を

るとなっている。条例による財

合できるよう法律でこれを定め

を侵してはならないという規定

■副市長 憲法で財産権はこれ

ると考えているのか見解を伺う。

な生活交通の手段と考えている。 まで、個人の財産権は優位にあ

民生活を支える基盤であり大切

定しても憲法に抵触しないとい

について、対応策の考えを伺う。 があり、一方で公共の福祉に適

中で、バス路線にかかわる課題

う判例もあり、公共の福祉によ

民や近隣の市民の生命を侵して

分と考える。市道を通行する市

は、財産権との関連が重要な部

■議員 危険家屋対策について

て研究されているのか伺う。

ントとバスゾーンの形成につい

ているか。また、アクセスポイ

る。これは調査・研究し十分な

執行や５万円以下の過料まであ

るものとなっており、さらに代

勧告、措置命令、立入調査でき

では管理違反者に対して、指導、

り、制限できるものと考える。

■企画部長 モータリゼーショ

検討の上、裁判にも耐え得ると

を検討しなければならない。

ンの恩恵を受けられない方々の

いう判断をされて施行されたも

総合的に検討して作成されたも

買物、通院など日常的な移動手

■議員 松江市は昨年９月に条

段として、路線バスには利便性

のと考える。本市が条例制定に

例を制定されている。この条例

の高い交通体系が望まれている

すぐ踏み込めない見解を伺う。

■議員 将来、本市はどのよう

じん

議員︵仁︶

と考えている。従来からのバス

■建設部長 現地調査や所有者

な交通体系を目指すべきと考え

としゆき

路線のあり方、バスゾーン等、

のと認識している。

なかだ

中田 利幸
公共交通のあり方について

条例の必要性は痛感している。

今後の研究課題ととらえている。 への適正管理の要請を行う中で
■議員 公共交通体系の現状に

専任部署が設置されたら鋭意検

危険家屋対策について

時期の制定を目指したい。

討し、極力、平成 年度の早い

20日（水） 総務企画委員会、予算審査特別委員会総務企画分科会
6月8日（金） 本会議（開会、議案上程）

果

結

付託委員会

名

件

号

番

ついて、特に都市機能における
鉄道・バスの公共的役割をどう
とらえているか伺う。

24

6月19日（火） 予算審査特別委員会

6月定例会日程

15

（26）

平成24年6月1日
第29号（季刊）

12日（火） 本会議（各個質問）

21日（木） 市民福祉委員会、予算審査特別委員会市民福祉分科会

13日（水） 本会議（各個質問）

22日（金） 経済教育委員会、予算審査特別委員会経済教育分科会

14日（木） 本会議（各個質問）

25日（月） 建設水道委員会、予算審査特別委員会建設水道分科会

15日（金） 本会議（各個質問、議案質疑、委員会付託）

27日（水） 予算審査特別委員会

※請願・陳情は6月6日
（水）の正午までに議会事務局に提出してください。その後に提出された場合は9月定例会にて審議することとなります。

18日（月） 各個質問予備日

29日（金） 本会議
（付議案の処理、閉会）

平成２４年３月定例会提出議案等審議結果一覧表（１）

議案第

１号

功労者の表彰について

－

原案同意

全会一致

議案第

２号

専決処分について（和解について）

建設水道

原案承認

全会一致

議案第

３号

米子市民自治基本条例の制定について

総務企画

原案可決

賛成多数

議案第

４号

米子市暴力団排除条例の施行に伴う関係条例の整備に関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

５号

米子市手数料条例及び米子市印鑑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

賛成多数

議案第

６号

米子市市税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

賛成多数

平成24年6月1日

（27）

第29号（季刊）

平成２４年３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

７号

米子市特別医療費の助成に関する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

８号

米子市介護保険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

賛成多数

９号

米子市福祉サービス事業手数料徴収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

賛成多数

議案第１０号

米子市児童福祉施設条例等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１１号

米子市災害復旧及び災害予防事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の
制定について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第１２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

建設水道

原案可決

全会一致

議案第１３号

米子市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第１４号

米子市工業用水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第１５号

米子市一般廃棄物処理施設技術管理者の資格を定め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１６号

米子市公民館条例等の一部を改正する条例の制定について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第１７号

米子市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条第３項ただし書の規模
を定める条例の制定について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第１８号

米子市水道布設工事監督者に監督を行わせる水道の布設工事及び水道布設
工事監督者の資格を定める条例の制定について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第１９号

米子市水道技術管理者の資格を定める条例の制定について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第２０号

土地賃貸借契約の解除及び土地の明渡しに関する和解及び権利の放棄につい
て

総務企画

原案可決

全会一致

議案第２１号

米子市と鳥取県との間の職員の研修に関する事務の委託に関する規約を定め
る協議について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第２２号

市道の路線の認定について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第２３号

市道の路線の変更について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第２４号

平成２３年度米子市一般会計補正予算（補正第７回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第２５号

平成２３年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補正第４回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第２６号

平成２３年度米子市住宅資金貸付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２７号

平成２３年度米子市下水道事業特別会計補正予算（補正第３回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第２８号

平成２３年度米子市農業集落排水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２９号

平成２３年度米子市流通業務団地整備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３０号

平成２３年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第３回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３１号

平成２３年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第２回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３２号

平成２３年度米子市水道事業会計補正予算（補正第２回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３３号

平成２４年度米子市一般会計予算

予算審査

原案可決

賛成多数

議案第３４号

平成２４年度米子市国民健康保険事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３５号

平成２４年度米子市住宅資金貸付事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３６号

平成２４年度米子市土地取得事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３７号

平成２４年度米子市下水道事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３８号

平成２４年度米子市駐車場事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第３９号

平成２４年度米子市農業集落排水事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第４０号

平成２４年度米子市流通業務団地整備事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第４１号

平成２４年度米子市市営墓地事業特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第４２号

平成２４年度米子市介護保険事業特別会計予算

予算審査

原案可決

賛成多数

議案第４３号

平成２４年度米子市後期高齢者医療特別会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第４４号

平成２４年度米子市水道事業会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第４５号

平成２４年度米子市工業用水道事業会計予算

予算審査

原案可決

全会一致

議案第４６号

公平委員会委員の選任について

－

原案同意

全会一致

議案第４７号

教育委員会委員の任命について

－

原案同意

全会一致

議案第４８号

緊急事態基本法の早期制定を求める意見書の提出について

－

原案可決

賛成多数

議案第４９号

こころの健康を守り推進する基本法（仮称）の法制化を求める意見書の提出
について

－

原案可決

賛成多数

議案第５０号

国民医療と国立病院の充実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５１号

障害者総合福祉法（仮称）の制定を求める意見書の提出について

－

原案可決

全会一致

諮問第

人権擁護委員候補者の推薦について

－

原案同意

全会一致

議案第

１号

第29号（季刊）

平成24年6月1日

（28）

平成２４年３月定例会提出議案等審議結果一覧表（３）
番

号

件

名

付託委員会

結

果

報告第

１号

議会の委任による専決処分について（米子市議会の議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について）

報告第

２号

議会の委任による専決処分について（工事請負契約の締結についての議決の
一部変更について）

－

－

－

報告第

３号

議会の委任による専決処分について（工事請負契約の締結についての議決の
一部変更について）

－

－

－

報告第

４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）

－

－

－

報告第

５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）

－

－

－

報告第

６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）

－

－

－

報告第

７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）

－

－

－

報告第

８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）

－

－

－

報告第

９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）

－

－

－

報告第１０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）

－

－

－

報告第１１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）

－

－

－

－

－

－

平成２４年３月定例会受理請願・陳情審議結果一覧表
番
請願第

号

件

名

付託委員会

２号 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出を求める請願

結

果

総務企画

採

択

賛成多数

「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の法制化を求める意見書提出
陳情第４６号
に関する陳情書

市民福祉

採

択

賛成多数

陳情第４７号

公的年金の引き下げに反対する意見書提出を求める陳情

市民福祉

不採択

賛成少数

陳情第４８号

住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める
陳情書

総務企画

不採択

賛成少数

陳情第４９号

国民医療と国立病院の充実強化に関する陳情書

市民福祉

採

択

全会一致

陳情第５０号

学校給食における食物アレルギー対応に関する陳情書

経済教育

採

択

賛成多数

陳情第５１号

公文書公開にかかわる条例・規則、手続の改善を求める陳情

総務企画

不採択

賛成少数

陳情第５２号

審議会等における会議録などの作成基準に関しての整備についての陳情

総務企画

不採択

賛成少数

陳情第５３号

米子市民自治基本条例案を可決しないことを求める陳情

総務企画

不採択

賛成少数

陳情第５４号

障害者総合福祉法（仮称）の制定を求める陳情

市民福祉

採

全会一致

択

継続審査となっていた陳情の審議結果一覧表
番

号

件

名

付託委員会

結

果

陳情第４０号

原子力から再生可能エネルギーへの段階的なエネルギー源の転換を求める陳
情書

総務企画

不採択

賛成少数

陳情第４５号

ＴＰＰ参加に向けた関係各国との協議を中止することの意見書を求める陳情

経済教育

不採択

賛成少数

平成２４年４月臨時会提出議案審議結果一覧表
番

号

件

名

付託委員会

結

果

議案第５２号

財産の取得について

経済教育

原案可決

賛成多数

議案第５３号

太陽光発電所用地の貸付けについて

経済教育

原案可決

全会一致

議案第５４号

平成２４年度米子市一般会計補正予算（補正第 1 回）

予算審査

原案可決

全会一致

※ 採決時に
退席者あり

伊藤ひろえ
松井 義夫
石橋 佳枝
原
紀子
湯浅 敏雄

議会だより編集委員会

委員長

員
員
員

副委員長

委
委
委

委員長︑副委員長以外は
※
五十音順

議会に関してのお問い合わせは

議会中継のお知らせ

米子市議会事務局

米子市議会の本会議は、中海テ

〒683-8686 米子市加茂町一丁目1
TEL:(0859)32-0302 FAX: (0859)35-6464
URL:http://www.city.yonago.lg.jp/
米子市ホームページの中の

市議会

メール:gikai@city.yonago.lg.jp

をクリック

ご意見等ありましたら、電話・FAX・メールででもお気軽にお寄せください。

レビ米子チャンネル（334ｃｈ）
で
生中継されています。
再放送は、
本
会議当日の午後7時からです。な
お、議会の終了時間や番組の都
合上、再放送の時間は、変更さ
れることがあります。

