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9月定例会で可決された意見書は、次の6件です。

地球温暖化対策に関する地方財源を確保・充実する仕組みの構築を求める意見書
地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、
我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、
森林の持つ地
球環境保護、
国土の保全、
水資源のかん養、
自然環境の保持など森林の公益的機能に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
また、
我が国は京都議定書において、
第１約束期間である平成２０年から平成２４年までの間に、
温室効果ガスを６％削減することが
国際的に義務づけられているが、
そのうち３．
８％を森林吸収量により確保するとしている。
このような中、
地球温暖化対策のための税が
平成２４年１０月に導入される一方、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保については、平成２４年度税
制改正大綱において、
平成２５年度実施に向けた成案を得るべくさらに検討を進めるとされている。
もとより、
地球温暖化防止をより確実なものとするためには、
森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す
再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、
山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。
しかしながら、
これらの市町村では、
木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、
後継者不足など厳しい情勢にあり、
森林吸収源
対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。
よって、
国会、
政府におかれては、
下記事項を実現されるよう強く要望する。
記
二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、地球温暖化対策の
ための税の一定割合を、
森林面積に応じて譲与する地方財源を確保・充実する仕組みを早急に構築すること。

平成２４年９月２８日
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 文部科学大臣 農林水産大臣 様
経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 国家戦略担当大臣 様

米

子

市

議

会

■中海問題等調査特別委員会

【９月 日開催】

第３回中海会議について

・第４回大橋川改修事業に係

・中海会議第４回幹事会及び

■予算審査特別委員会

る環境モニタリング協議会

18
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９月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。

【９月 日開催】

について

■行財政改革問題等調査特別委

24

19

・全体会

員会

20

【９月 日開催】

・総務企画分科会

【９月 日開催】

綱・実施計画の進捗状況に

・第２次米子市行財政改革大

21

【９月 日開催】

・市民福祉分科会

ついて

状況について

・市税等滞納整理対策の取組

■市庁舎・都市機能問題等調査

【９月 日開催】

24

・経済教育分科会

・建設水道分科会

【９月 日開催】

・市民福祉分科会

26

特別委員会

25

【９月 日開催】

【９月 日開催】

・米子市公共用地等問題検討

14

・全体会

■決算審査特別委員会

委員会本庁舎部会報告に係

る課題の検証について

・市庁舎に係る資料について

【９月 日開催】

章三
重喜
紀子
利幸

■議員定数・議会改革等調査特

27

【９月 日開催】

20

・審査日程・資料等協議

・資料項目取りまとめ

27

【９月 日開催】

【９月 日開催】

別委員会

【９月 日開催】

25

・現地調査取りまとめ等

■原子力発電・エネルギー問題

◯西川
小林
原
中田

◯副委員長）

意見書

・議会基本条例について

◎渡辺 穣爾
尾沢 三夫

杉谷第士郎

中川 健作
松本 松子

※委員長、副委員長以外は五十音順

（◎委員長

決算審査特別委員会の構成

等調査特別委員会

【９月 日開催】

ＰＺ（緊急時防護措置準備

・原子力発電所事故に係るＵ

区域）の範囲拡大について

・島根原子力発電所事故に係

る鳥取県住民避難計画暫定

草案について
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自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書
地方自治体が所有・管理する道路橋りょう、
上下水道等の社会資本の整備は、
高度経済成長期の発展とともに、
昭和４０年代後半
から加速化した背景があり、
現在多くの社会資本が建設後３０年から５０年がたち改築期を迎えている。
社会資本は生活の基盤であるだけでなく、
災害時には住民の生命・財産を守る機能もあるが、
近年の社会経済情勢による税収減
少や社会保障関係経費の増加による自治体財政の悪化から、
防災・減災の強化はおろか、
社会資本の計画的修繕や改築すら進ま
ない状況にある。
国土交通省の調査でも、
自治体が管理する道路橋で老朽化のための補修が必要な全国およそ６万の橋のうち８９％が、厳しい
財政状況などを背景に補修されないままになっていることがわかった。
よって、
政府におかれては、
地方自治体共通の課題である社会資本の経年劣化対策等の防災・減災のための事業について、
重点的な
予算配分を行い、
地方負担額の軽減措置を講じるとともに、
下記事項の実現を強く要望する。
記
橋りょう等の道路施設の長寿命化に資する耐震化や維持補修及びかけかえ、上下水道等の社会資本の老朽化の更新や維持
補修、及び防災拠点となる庁舎等の耐震化等による防災機能強化について、補助採択基準の緩和や補助率の引き上げなど国庫
補助制度の拡充、
交付対象事業の範囲拡大等の財政支援を拡充すること。
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９月２８日

米 子 市 議 会

内閣総理大臣 総務大臣 文部科学大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 様

中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書
中小企業は、
地域の経済や雇用のかなめとして非常に大きな役割を果たしている。
特に、
東日本大震災や震災後の復旧･復興において、
地域に根差す中小企業が日本経済の屋台骨であることが改めて認識された。
しかしながら、
我が国の経済環境は、
長引くデフレ･円高に加え、
原燃料の価格高騰、
電気料金の引き上げ、
電力需給のひっ迫など、
厳しい
状況が続いており、
柔軟な対応力、
技術力、
商品開発力等の優れた潜在力を持ちながらも、
中小企業は苦しい経営を余儀なくされている。
本格的な経済成長への道を確立するためには、
雇用の大多数を支え、
日本経済の礎となっている中小企業の活性化を図る視点
が重要であり、
中小企業の成長は、
日本の景気回復の重要な鍵といえる。
そのため、
中小企業が潜在力を十分に発揮し、
果敢に挑戦
できるよう、
あらゆる政策手段を総動員すべきである。
よって、
政府におかれては、
中小企業の重要な役割を踏まえ、
事業環境の改善や経営力の強化等、
中小企業の成長に資する施策の
充実を図るため、
下記事項を実現されるよう強く要望する。
記
１ 環境、
健康、
医療など新たな成長分野で事業を取り組もうとする中小企業を支援するために、
積極的なリスクマネーの提供や経営
支援の強化など、
中小企業の成長支援策を拡充すること。
２ 地域の中小企業に雇用や仕事を生み出し、
内需を創出する活性化策として、
老朽化した社会インフラの修繕･補強など、
必要な
公共事業に対し、
一定期間、
集中的な投資を行うこと。
３ 中小企業の新たな投資を促進し、
雇用を維持・創出に資する国内立地推進事業費補助金をさらに拡充すること。
４ 電力の安定的な供給体制の構築を目指し、
自家発電設備及び省エネルギー機器、
デマンド監視装置等の導入、
ＬＥＤ等高効率
照明の買いかえ等を促進するための支援措置を拡充すること。
５ 中小企業の将来性と事業の継続性を確保するために学生･若者の雇用マッチング事業を地域単位で強化するなど、
優秀な若手
人材の確保のための対策を講じること。
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９月２８日

米 子 市 議 会

内閣総理大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 様

北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
北朝鮮による拉致問題に関しては、
平成１４年９月の日朝首脳会談で、
北朝鮮が日本人の拉致を認め謝罪してから、
既に１０年が経過
した。
この間５人の拉致被害者とその家族の帰国は実現した。
しかし、
残りの拉致被害者について、
北朝鮮は、
平成２０年８月の日朝実
務者協議において、
すべての拉致被害者を発見し、
帰国させるための全面的な調査に係る再調査を同年秋までに終了することを合意
したにもかかわらず、現在まで何らの進展も見られず、全ての日本人拉致被害者の帰国にはいまだ至っていない。拉致問題は、
我が国に対する重大な主権侵害かつ人権侵害である。
また、拉致被害者及び日本で早期帰国を待つ拉致被害者家族の皆様も
高齢化が進んでおり、
拉致問題の一刻も早い解決が強く求められる。
キム・ジョンイル

キム・ジョンウン

北朝鮮では、
日本人拉致事件を指示したとされている金正日総書記が平成２３年１２月に死去し、
金正恩新体制に移行した。
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この機会を拉致問題解決の絶好の機会、最大のチャンスと捉え、拉致被害者の一日も早い救出に向けて、国際社会と協調して、
北朝鮮に圧力をかけていくことが肝要である。
よって、
国会、
政府におかれては、
本市においても政府認定拉致被害者である松本京子さんを初め特定失踪者が複数名存在する
事実を踏まえ、
日本人拉致被害者全員の救出に向けて、政府一丸となって、生存情報など情報収集活動を一段と強化して、拉致
被害者の安全を確保する手段を講じるとともに、
北朝鮮に対し、
拉致問題の全面解決に向けた具体的取り組みを全力で進められる
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９月２８日

米 子 市 議 会

衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 外務大臣 内閣官房長官 拉致問題担当大臣 様
せんかく

香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書
ほちょう

８月１５日、香港の民間団体である保釣行動委員会の活動家ら１４名が、我が国海上保安庁艦船による警告・制止を振り切って、
うおつりじま
尖閣諸島沖の我が国領海に侵入し、
活動家のうち７名は、
同日夕刻、
尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。
その際、
同団体活動家らは、
海上保安庁艦船に対してレンガ等を投げつけるなど、
明らかな犯罪行為を行った。
に わ
また、
去る２７日、
北京において丹羽駐中国大使乗車の公用車が襲われ、
公用車に掲げられていた日本国旗が奪われた。
さらに９月に
入っての反日デモでは、
我が国大使館、
領事館並びに日本企業が襲撃された。
これらは、
我が国の尊厳を傷つける極めて遺憾な行為であり、
我が国の国家主権が脅かされていると言わざるを得ない。
よって、
国会、
政府におかれては、
日本の国家主権を断固として守るために、
下記事項を実行されるよう強く要望する。
記
１ 政府は事実関係を明らかにするため、
現場海域で撮影した映像を早急に公開すること。
２ 政府はこれらの不法行為に対し、
厳しく非難し厳重に抗議するとともに、
あわせて法に基づく厳正な対処、
国際法の遵守、
再発の
防止を強く求めること。
３ 尖閣諸島及びその海域の警備態勢・方針を抜本的に見直すとともに、
領土・領海を守るために必要な法制度の整備を実行すること。
４ 尖閣諸島は歴史的にも国際法的にも我が国固有の領土であり、
そもそも領土問題は存在しないという明確な事実を国際社会に
示すあらゆる外交努力を行うこと。
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９月２８日
衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 様
国土交通大臣 防衛大臣 内閣官房長官 様

米 子 市 議 会

イ・ミョンバク

李明博韓国大統領の言動に抗議し、竹島領土権確立を求める意見書
韓国の李明博大統領は、
８月１０日に島根県の竹島に不法上陸した。
その後、
竹島において大統領直筆の文字を刻んだ石碑の除幕や、
野田総理からの親書の返送など我が国に対する礼を失した韓国側の一連の行動は、
これまで連綿と築き上げられてきた日韓の信頼
関係を根本から覆すものであると言わざるを得ない。
日本政府は、
この事態を深刻に受けとめ、
韓国に対し我が国の断固たる抗議の
意思を伝えるとともに、
早急に対応方針を固め、
き然とした措置をとらねばならない。
また、李大統領は、
８月１４日、
天皇陛下の韓国訪問に言及し、
「韓国を訪問したいなら、独立運動で亡くなった方々に対し心からの
謝罪をする必要がある」
と述べた。
そもそも、天皇陛下の韓国訪問については、李大統領が平成２０年に来日した際、両陛下に直接
招請したものであるにもかかわらず、
今回、
謝罪がなければ「訪韓の必要がない」などと発言することは、
極めて礼を失するものであり、
大統領としての資質が疑われるような李大統領の一連の言動を到底容認し得ない。
よって、
政府におかれては、
日本の国家主権を断固として守るため、
下記事項を実行されるよう強く要望する。
記
１ 韓国政府に対して李大統領の謝罪及び発言の撤回を強く求めること。
２ 政府内に竹島問題への対処を担う専門部署を設置し、
国際社会に向け、
我が国の主張の正当性をアピールすること。
３ 日本の将来を担う子どもたちへ竹島に関する教育を徹底すること。
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９月２８日
内閣総理大臣 外務大臣 財務大臣 内閣官房長官 様

米 子 市 議 会

市政一 般 に 対 す る 質 問
ランニングコストを含めた長期

■市長 イニシャルコスト及び

ェストと総合計画で掲げている

■市長 現在は、現在のマニフ

のか。

■議員 野坂市長は４期目に挑

戦されると考えておいてよいか。

■市長 現在は、現在の任期を

どホームページ等を活用し情報

ックスに資源物を返す取組みな

■市長 ⑴買ったお店の回収ボ

業は検討する可能性はある。

かに財政的なメリットがある事

■総務部長 本市にとって明ら

討すべきと考えるが、どうか。

いてＰＦＩ手法導入の是非を検

織り込むこととした経緯を伺う。 ■議員 弓ヶ浜共同調理場にお

のを今年度から総合計画の中に

の進捗率を単独で発表していた

■議員 これまでマニフェスト

︶

的な財政メリットがあるか、ま

議員︵

きよし

清

施策の実現にまい進したい。
いなた

稲田

た導入に伴い、市民サービスの
向上が図れるかといった点が重
要と考えている。
■議員 行財政改革を推進する

全うしたい。そのために全力を

発信していきたい。

■議員 政府はＰＦＩ事業の一

けるアレルギー食に対応するた

尽くしたい。

■環境政策局長 ⑵現在販売し

■市長 私がマニフェストに掲

市長の政治姿勢について

ている可燃ごみ袋のうち、販売

層の活用推進を図るため、実務

めのモデル事業の試行内容につ

ズの販売数量が１割程度である

イズは近隣市の状況や ㍑サイ

イズの導入を検討する。５㍑サ

■総務部長 今後本格的に検討

用すべきではないか。

共団体に派遣している。ぜひ活

ており、市政全体の動きとして

合計画の主な施策の中に含まれ

策は、昨年度策定した第２次総

りの課題等を踏まえた新たな施

ているのか、その保護者への事

伺う。また、対象児童は決定し

替食なのかといった対処方法を

象品目の範囲、除去食なのか代

いて、開始時期と乳・卵等の対

アレルギー症状への対応に
ついて

数量が６割を占める ㍑から段

げた の具体的施策やまちづく

考える。本市も取り組まないか。 観点から、本市の事業全般につ

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。

いとう

伊藤ひろえ
よなご
議員
︵会
議︶

に通じたＰＦＩ専門家を地方公

階的に減量化できるよう ㍑サ

■議員 本市は環境基本計画及

総合計画の進捗状況を発表する

⑶本市ではリサイクル推進員

の資金やノウハウを活用すべき

大の効果を上げるためにも民間

■議員 限られた財源の中で最

ものと考える。

意思はあるか。

ェストの単独の評価を公表する

■議員 これまでどおりマニフ

中で説明することとした。

■教育長

前説明はどのように行うのか。

や廃棄物減量等推進協議会の公
くことができるため、これらの

指す取組みを行うべきと考える。 募委員から意見・提言をいただ

らに積極的にごみゼロ社会を目

既存組織を活用していきたい。

まちづくりを実践するために環

⑶環境に配慮する持続可能な

ＦＩの利用促進について、市長

して公共サービスを提供するＰ

し、公共部門と民間部門が協働

現には期間が必要であることか

である。ＰＦＩの事業実施の実

進捗状況調査は毎年実施してお

■市長 総合計画の数値目標の

把握しており、その保護者には

ている。対象となる児童は既に

または一部代替食対応を予定し

■議員 そろそろ次回のマニフ

行いたいと考えている。

マニフェストの評価もあわせて

に調査・研究していただきたい。 月までには公表したい。その際
（その他の質問項目）
いて

〇地域福祉支え愛の取組みにつ

ェストの作成時期ではないかと

思うが、既に準備に入っている

■教育長 庁内検討のワーキン

員会設置について伺う。

対応の給食実施に向けた検討委

必要と考える。今後アレルギー

■議員 開かれた場での協議が

と考えている。

事前に、個別に説明を行いたい

り、平成 年度の進捗状況は

象とする品目は乳と卵の除去食

10
ら導入の可能性を早急に積極的

11

月の事業開始、対

⑴店頭回収について、市民へ
店舗をふやすため、ホームペー

境市民会議のような意見交換の

の考えを伺う。

■議員 民間のノウハウを活用

場や提案制度の導入は効果的と

23

ジで紹介してはどうか。
⑵ごみの減量化につながる取
組みとして ㍑や５㍑のごみ袋
30

をつくってはどうか。

民間資金等の活用について

の周知が十分でなく、また協力

基本計画などを策定したが、さ

度の活用もあわせて検討すべき

ごみ ゼ ロ 社 会 を 目 指 す 取 組
みに つ い て

会よ
な
議ご

ことから、検討は考えていない。 すべき事案が生じれば、派遣制

30

び第２次米子市一般廃棄物処理

50

40
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（6）
設置することは考えていない。

ググループと別に検討委員会を
■福祉保健部長 本市では社会

る。本市で取り組まないか。
管理等、地域社会の維持に重要

対応、除雪、インフラ等の維持

伴う条例制定の取組みについ

〇義務づけ・枠づけの見直しに

保について、所見を伺う。

■市長 取決めが ㌫程度の現

らず、必要な事柄については学

■教育長 アレルギー対応に限

置を求めるが、どうか。

ルギー対応全般の検討委員会設

■議員 教育現場におけるアレ

者や買い物の付き添い人の紹介

配食・配達サービスをする事業

依頼する事業を実施しており、

聞き、民間の事業者等に業務を

高齢者の日常生活の困りごとを

福祉協議会に委託し、相談員が

企業体の活用などの地域維持型

とした建設業者で構成する共同

注、地域維持事業の実施を目的

複数年を契約単位とする包括発

維持事業をまとめた契約単位や

省は、複数の種類・工区の地域

な役割を担っている。国土交通

〇パブリックトイレのオストメ

〇消防バイク導入について

に応えていきたい。

明し、手続き等の具体的な相談

相談の中で民法改正の趣旨を説

未来課家庭児童相談室での離婚

げることが必要である。こども

ないため経済的に困窮する現状

識している。養育費の支払いが

状は決して高い数値でないと認

校ごとに校長を中心とした対応

契約方式の導入を提唱したが、

■議員 「まだ決めていない」

と記入された場合、取決めをさ

が多く、この率をさらに引き上

を検討し、必要に応じて関係者、 等を行っている。また、ＮＰＯ

本市の取組みを伺う。

イト配慮について

関係機関にも入っていただくな

■市長 本市には懸命な経営努
くにこ

ている企業はまだ一定数おられ、

らに促すべきと思うが、どうか。

本方式の採用には幾つか懸念さ

努めているが、家庭児童相談室

画一的に検討委員会を設置する

かどわき

議員︵ムスカリ︶

■議員 その助成制度について

を案内するなど周知を図ってい

力をされ、人員・機械を保有し

門脇 邦子

詳しく伺う。

れる点があり、現時点では直ち

■議員 法改正に伴い、離婚届

愛体制づくり補助金、また、今

昨年度と今年度のみの地域支え

３５０万円を限度に助成する、

チラシ作成費等の経費について

購入費用やリース代、周知用の

ても公共工事は原則として市内

弊が問題となっている。市とし

■市長 全国的に建設業界の疲

■議員 本市として建設産業の

今後も参考にしていきたい。

と取決め状況を伺う。

の４月以降の離婚届の受理件数

いてどのような方策をとるのか。 年４月１日に施行された。本市

再生と発展、地域維持事業につ

■市民生活部長 ８月までの５

てのチェック欄が設けられ、本

育費と面会交流の取決めについ

未成年の子どもがいる場合は養

を行うなど各課の連携をより一

報交換を重ねたり、必要な研修

■福祉保健部長 より密接に情

窓口職員の研修や各課の連携と

■議員 法改正の趣旨について、

きたい。

業務に関する協定を締結するな

子市建設業協議会と災害時応援

害発生時の迅速な対応のため米

れ 件ずつである。

いると回答があったのはそれぞ

担及び面会交流の取決めをして

ック項目の必要性と有効性の確

どの方策を今後も堅持していく。 ■議員 取決めの現状及びチェ
（その他の質問項目）

ら面会交流支援事業を実施する

■議員 厚生労働省は今年度か

知していく。

対応できるよう制度の趣旨を周

ことを職員一人一人が認識して

守る上で大変重要なものである

流の実施は子ども自身の人権を

層強め、養育費の確保と面会交

周知について伺う。

年度からは、地域における配食

件、このうち未成年の子どもが

等の住民生活に直結した生活支

用リーフレットを配布し周知に

を渡すとき、法務省発行の啓発

■市民生活部長 離婚届の用紙

〇各部・局の目標設定と検証に

（その他の質問項目）
■福祉保健部長 県の補助制度

に実施する予定はない。本市の

の書式が変更され、協議離婚で

離婚届書式改正について

で、買い物代行サービスや移動

地域維持業務の状況を踏まえな

ついて
○湊山球場の歴史公園化と建設

がら、他の自治体の運用状況を

のりこ

販売、食事の配送サービス等の

はら

紀子

と、ダンピング入札防止のため

いる届出が 件で、養育費の分

か月間で、協議離婚の届出が
円を限度に助成する、とっとり

の最低制限価格制度の実施、災

に本店のある業者に発注するこ

96

援サービスの運営費を１００万
支え愛活動支援補助金がある。

建設産業の再生と発展のた
めの方策について
■議員 地域の建設業者は災害

69

原
食料 品 ア ク セ ス 問 題 へ の 取
組み に つ い て
■議員 農林水産省は高齢者等
が食料品の購入や飲食に不便や
苦労を感じる状況を食料品アク
セス問題とし、不便や苦労の軽
減に必要な取組みを推進してい

33

公明党
議員
︵議
員団︶

事業を実施する場合に自動車の

ことは今のところ考えていない。 する制度がある。

う場合に必要経費の一部を助成

法人や住民組織が買い物支援等

ど状況に応じた対応をしており、 の生活支援サービスを新たに行

て

50

予定の新グラウンドについて

平成24年11月1日
第31号（季刊）

京都だけが実施している。支援

自治体への補助制度を始め、東
■建設部長 平成４年 月の供

のか。
着工については住民の生活に多

いるこの地域の用地買収や工事

■市長 かなりの住宅が建って

■企画部長 米子市地域公共交

のではないか。

れば赤字幅の解消にもつながる

置要望について、所見を伺う。

機関の設置の必要性と県への設
望を行っている記録がある。

用開始以降、平成８年度から要
大な影響を及ぼすことから、勉

通会議において、市民のニーズ

■議員 子どもの利益を最優先

県への要望については相談内容

現在は交通量だけではなく、渋

ら必要に応じて考えていきたい。 万台以上あることと言われたが

や民間での実施状況等を見なが

滞、事故、財源など総合的に判

して、１日当たりの交通量が１

ある。過去に４車線化の要件と

んでいくことが最優先と考える。 １日平均６９５０台の交通量が

ものと考えており、早期実現に

展にさらに大きな役割を果たす

■市長 山陰新幹線は本市の発

解を伺う。

沿線自治体の長である市長の見

への働きかけをどうするのか。

とのことだが、国やＪＲ西日本

算案に向け調査費を予算化する

されない高齢者が減少している

用の見込める運転免許証を保有

保有者が増加しており、バス利

■企画部長 高齢者の運転免許

か。

その原因をどう分析しているの

者が５年連続で減少しているが、

■議員 米子市循環バスの利用

業振興、環境保全の３つの分野

■市長 今年度は観光振興、産

り組む分野を伺う。

■議員 新市長会が重点的に取

の事例も成功事例として参考に

ことが決定されたため、可児市

る導入事例等の調査・研究する

の調査・把握、類似都市におけ

強会の中で国、県、関係市町村

やすろう

■議員 ４車線化できない課題

いわさき

■市長 離婚に際して養育費及
■議員 山陰新幹線の事業化に

そうせいかい

は交通量と考えるが、現状と基

議員
︵蒼生会︶

準について伺う。

岩﨑 康朗

び面会交流の取決めをする方が

ついて、国土交通省は新年度予

するという法改正の趣旨から、
断されるということである。

向け、国・県に要望を続けてい

とともに検討していきたい。

ふえるよう関係各課が連携しな
■建設部長 平成 年６月期で

養育費と面会交流の取決めが１
■議員 米子ＩＣから米子北Ｉ

る。検討する課題はあるが、今

〇芸術文化の振興施策について

（その他の質問項目）

所、鳥取県県土整備部、西部総

は国土交通省倉吉河川国道事務

勉強会が開催された。メンバー

米子・境港地域と道路のあり方

をどうするのか。

協議会の再活動に向けての対策

在休止状態の中海架橋建設連絡

■議員 中海架橋について、現

かけを行っていきたい。

と歩調を合わせ、国等への働き

聞くが、その内容について伺う。 後も実現に向けて県や関係団体

性の向上を図るデマンド運行バ

機関等を追加し、小回りと利便

のバス停を基本に集会所・医療

では、従来のコミュニティバス

える必要がある。岐阜県可児市

見据えた総合的な交通政策を考

■議員 本市でも高齢化社会を

ためではないかと考えている。

体感の醸成は必要不可欠と考え

うこととした。圏域における一

を目指すサイクルイベントを行

共交通機関を利用して出雲大社

事業として、大山を出発点に公

員連盟はこの圏域の一体感醸成

■議員 米子市議会観光振興議

について重点的に取り組む。

■企画部長 ８月 日に第１回

合事務所、本市及び境港市、日

■市長 中海架橋は本市や中海

か に

吉津村の担当部課長で構成され

しげよし

ス「電話で予約バス」を平成

こばやし

圏域にとって必要な社会資本と

■議員 米子自動車道の蒜山Ｉ

とかなり家が建築されている。

のほうに方線をいろいろ向ける

〇シャープ米子の雇用問題につ
いて

22

により、バス利用者の増加を図

用者の利便性を向上させること

運賃を上限３００円に抑え、利

域の中で本市の独自性と将来像

■議員 中海・宍道湖・大山圏

醸成につながるものと考える。

路線で数多くのバス停を設置し、 みの積み重ねが圏域の一体感の

進すること、また、様々な取組

生かしながら連携して事業を推

■市長 それぞれの市の特徴を

るが、市長の見解を伺う。

ている。地域と道路の現状、今

小林 重喜

後の検討の進め方について意見

Ｃ（インターチェンジ）から米

本当に事業化をすべきかどうか、

■議員 米子ＩＣから皆生道路

子ＩＣの区間の４車線化につい

市長の見解を伺う。

（その他の質問項目）

交換を行い、共通認識に努めた。 ながら、粘り強く鳥取県及び島
は６０００万円もの削減効果が
根県に再活動の要望をしていく。 あった。本市でも予約制のバス

23

29

て、いつから国に要望している

交通体系の整備について

よなご
議員
︵会
議︶

年度から導入し、平成 年度に

中海・宍道湖・大山圏域市
長会の観光振興策について

方策を模索していきたい。

しながら、本市の実情に即した

００㌫実施されるような施策に

討委員会を設置する話があると

米子市循環バス（だんだん
バス）の現状と課題につい
て

がら周知及び相談業務に取り組

12

取り組まれるよう強く要望する。 Ｃ事業化に向け、県を交えて検

24

認識しており、安来市と連携し
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鬼太郎空港など交通の結節点と

バス路線網、高速道路網、米子

■市長 本市はＪＲ路線や高速

をどのように考えているのか。

が、民主・自民・公明３党の談

的な施策を導入するとしていた

に配慮した再分配に関する総合

きず、当初の政府案は低所得者

■市長 消費税の引き上げにつ

撤回を求めるべきではないか。

ごまかしだったことが判明した。

会保障に回す」と言ったことは

本市の将来展望について、県に

いか。これらを積極的に活用し、

具体的に指示しているのではな

画をはめ込む方法もあると県は

びつけ、さらにエコスポーツツ

源と本市の持つ地域的特性を結

食といった圏域の豊かな地域資

ているが、何も具体化されてい

税より低くする複数税率を掲げ

部品目の消費税率を一般の消費

け取れないが、医療に必要な材

税なので、患者から消費税は受

よると「保険診療は消費税非課

念が広がっている。ある医者に

合わせた約 ㌶の用途地域を他

ューズメント用地と住宅用地を

■議員 市街化区域であるアミ

土地開発公社の債務問題に
ついて

摘しながら話はしてみたい。

さらに大きな観点から問題を指

ないという見解を得ているが、

■副市長 県からは見直しをし

協力を求めていくべきでないか。

いて撤回を求める考えはない。

議員︵一院クラブ︶

とおる

合によって検討課題に格下げさ
■議員 地域医療の守り手であ

えんどう

いう地域性がある。また皆生温
る開業医が消費税増税で経営的

通

れ、先送りされた。所得が控除

に成り立たなくなるといった懸

遠藤

泉等の宿泊施設なども充実して
給付する給付つき税額控除や一

おり、自然、歴史、文化、温泉、 額より少ない低所得者に現金を

ーリズム、漫画、アニメ等の本
ない。このように低所得者に対

崎津地区の市街化区域につ
いて

市独自の魅力を加え、山陰の滞

くりの方向性を示し、将来ビジ

くれ、利息はどれだけ払うこと

ほっておくと元本はどこまでふ

に有効利用する方法として、メ

ョンをつくるべきではないか。

になるのか伺う。

料費、医療機器などの仕入れに

とのことである。日本医師会の

■副市長 県はマスタープラン

して何の手立てもなされないま

調査によると、病院や診療所が

を策定中、それにあわせ本市も

在型観光の宿泊拠点として発展

■議員 土地開発公社の平成

年度末の債務残高である約 億

でも消費税増税の撤回を求めて

消費税を転嫁できずにかぶって

■総務部長 借入れを仮に年１

ガソーラーを建設するこのチャ

いくべきではないか。

いる額は、２０１０年度、全国

マスタープランの見直し作業を

８㌫の利率で 年間借りると、

ンスに知事と協議をし、まちづ

■市長 社会保障と税の一体改

控えているため、今後どうなる

帳簿価格で約 億円、利息は約

は消費税がかかるため、この負

革関連法は８月 日、参議院本

で２３３０億円にものぼってい

か未知数ではあるが、多角的な

担をまるまるかぶってしまう」

会議において賛成多数で可決、

る。こうした現状をよく聞きな

観点から検討してみたい。

１０００万円をこのまま 年間

成立した。持続可能な社会保障

がら、国にしっかりものを言っ

ま、とにかく増税ありきでは庶

日本共産党

制度の構築とその安定財源の確

民の暮らしは守れない。今から

えいじ

︵
議員

保に向けたものと認識しており、 ていただきたい。所見を伺う。

していかなければならない。

おかむら

岡村 英治
米子市議
︶
会議員団

23

14

30

■議員 民主・自民・公明３党

及び減災等に資する分野に資金

項の「成長戦略並びに事前防災

■議員 増税法案附則第 条２

を求める考えはない。

消費税の引き上げについて撤回

〇住宅リフォーム助成制度の導

（その他の質問項目）

ものと認識している。

であり、国において議論すべき

■市長 消費税の制度上の問題

としないため市街化区域の面積

メガソーラーは用途指定を必要

変更もあり得るとされている。

計画は、理由を明確にした上で

ている。この２１００万円が翌

らに固定資産税まで借金で払っ

る。この利息も借金であり、さ

００万円の利息がつくことにな

■議員 都市計画運用指針にも、 ■議員 計算すると年間約２１

６億円となる。

の談合により２０１４年４月に
引き上げる消費税増税法が強行

に名をかりた無駄遣い、不要不

載は、防災、減災、国土強じん

◯災害時に対応できる防災無線

○熱中症対策について

調整区域となる安倍三柳線の周

であるという県の指針がある。

整区域に張りつけることは可能

また、市街化区域と隣接する調

を合計すると、 年間で 億円

になる。このふえる元本と利息

対してまた利息が出てくること

翌年はそのふえた元本の残高に

を他に移すことは可能と考える。 年の元本の残高に上積みされ、

された。所得が低い人ほど負担

急との批判が強い大型公共事業

辺の乱開発を防ぐため、逆に計

について

が重くなる逆進性は、消費税の

を復活させる色彩が強いもので

18

ある。政府が当初「消費税は社

入について
を重点的に配分する」という記

20

８㌫、２０１５年 月に ㌫に

消費税の増税について

20 20

10

根本欠陥の一つである。民主党

10

政権も消費税の逆進性を否定で

10

11

もの大きな借金を抱えることに

20
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なる。このような現状をいつま

する動きはとめるべきと考える
不安や葛藤、劣等感、欲求不満

■教育長 原因は様々であるが、

いじめは起こると考えているか。

を聞き、市長の考えを話す責任

長自ら地域に出向き、直接意見

責任ある答弁をしていない。市

しても説明会に出席し意見を直

対し意見照会があるので、市と

催される。建設について本市に

■市長 今後、住民説明会が開

が、所見を伺う。

日本共産党

■福祉保健部長 生活保護法で

まつこ

︵
議員

でも放置できない。第三セクタ

まつもと

松本 松子

米子市議
︶
会議員団

ー等改革推進債を適用する考え

に関連していると認識している。

があると考えるが、見解を伺う。

また、大人社会の変化も非常に

など日常生活において子どもた

れており、本市でも扶養義務者

大きな影響を与えていると考え

っていくのか、国の考え方、法

いるが、その後法改正でどうな

自立できる土台をつくるための

断ち切るため、学力を向上させ

■議員 子どもの貧困の連鎖を

力テストや進学の実績などの数

幹を壊していることである。学

どもを理解するという教育の根

制の教育が子どもと向き合い子

ているが、住民の意思を尊重す

住民の安全は守られると答弁し

排水など基準を満たしていれば

計画について、市長は、構造や

■議員 産業廃棄物最終処分場

■議員 ＴＰＰに参加したら食

接伺いたい。

改正の趣旨を注視しながら念頭
支援が必要と考える。高知市で

産業廃棄物最終処分場問題
について

は、扶養義務者の扶養は保護に

には面談、電話、文書により扶
ている。

はないか。
公社を解散する方針を立ててい
養照会を実施している。今後も

■議員 重大なのは、競争と統

ちが抱えるであろう要因が相互

る自治体や第三セク債を活用す
実施要領に基づき調査・確認し

優先して行われるものと規定さ

る自治体もある。第三セク債は
ていきたい。

■副市長 全国的には土地開発

平成 年度までの措置となって

にも置いてみたい。

料自給率は ㌫まで下がり、日

支援プログラムにより高校進学

解決のため全額国庫補助の自立

ら生活保護を受けており、この

突っ込んだ論議をする時間がな

異常な多忙化で職員会議などで

とは評価されない、また教員の

になる子どもに時間をかけるこ

の要望を重く受けとめ、県に中

命を守る市長の責任として住民

陳情をされた。住民・滞在者の

治会は知事と市長に設置反対の

本市経済にどのような影響をも

与える影響をどのように試算し、

れている。本市の農業生産額に

本の農業は終わりになると言わ

組みにおいては、学習指導が必

■福祉保健部長 学習支援の取

本市も取り組んではどうか。

件を解消し、子どもと向き合う

と向き合う時間を奪っている条

さ、研修会の出張など、子ども

ず教員の配置、実務・雑務の多

し、説明責任を果たすよう文書

ンターに対し、住民説明を実施

ト工業、鳥取県環境管理事業セ

■市長 事業主体の環境プラン

約 億５０００万円の ㌫に当

とると、本市の米の農業産出額

水産省が試算している米を例に

■経済部長 平成 年度に農林

止を求める考えがあるのか伺う。 たらすと考えているか。

要な生徒の実態の把握、学習支

成績の向上に成果を上げている。 い実態があるのではないか。ま

のための教室が始まり、進学や

13

ＴＰＰへの参加反対につい
て

（その他の質問項目）

る態度を示していない。地元自

よしえ
日本共産党

米子市議
︶
会議員団

値目標の達成が第一となり、気

いしばし

︵
議員

25

関係機関の意見を伺っている。

置等の解決すべき課題について

援者や学習場所の確保、職員配

（その他の質問項目）

ていきたい。

直しをさらに進めるよう指示し

いう観点で内容や、やり方の見

としても仕事の効率化を図ると

十分認識しており、教育委員会

■教育長 学校現場の忙しさは

時間をふやすべきではないか。

大気や土を汚染する危惧、特に

イオキシンをはじめとする環境

スタートしようとしている。ダ

広大な土地があったことだけで

産廃最終処分場を入手しやすい

■議員 あちこちで拒否された

により要請した。

に問題があろうがなかろうが輸

ホルモンなどが、将来、川や海、 料自給率が崩壊すれば、安全性

■議員 ＴＰＰ参加によって食

及ぼすことが懸念される。

ため地域経済にも多大な影響を

業へ与える影響は非常に大きい

すると想定されており、地域農

たる約 億６０００万円が減少

る。しかし、子の生活も当然守

きとバッシングが展開されてい

■議員 子は親の面倒を見るべ

られなければならない。家族や

入せざるを得ない。国民の食の

扶養義務の履行を強化しようと

一層深刻さが増している。なぜ

いじめ問題について

親族の関係は複雑な場合もあり、 ■議員 この二十数年来、いじ

子どもに対する影響について繰

94

22
〇原発からの撤退について

14

扶養義務を強要すべきではない。 め問題は解決に向かうどころか

生存権を保障する生活保護
について

石橋 佳枝

は生活保護の ㌫が親の世代か

25

〇市長の市政運営について
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り返し指摘してきたが、市長は

安全のため国民が守らせてきた

13

反対している市長もたくさんお

■議員 全国にはＴＰＰ参加に

いただきたい。

合意を得た上で慎重に対応して

示し、議論を尽くし、国民的な

■市長 国民に詳細な情報を開

はないか。

Ｐ参加に反対するしかないので

言われている。きっぱりとＴＰ

給食の地産地消も困難になると

成果も吹っ飛んでしまう。学校

したいと考えている。市道外浜

が終われば、速やかに事業着手

■市長 都市計画変更の手続き

どこか。

た、最初に事業着手する区間は

つごろを想定しているのか。ま

■議員 早期の事業着手とはい

手を目指していきたい。

の手続きを進め、早期の事業着

をいただきながら都市計画変更

続き十分に説明を行い、ご理解

だくまでに至っていない。引き

■市長 一部の方にご理解いた

にいじめに対処する専門組織は

■議員 現在、本市教育委員会

など、状況把握に努めている。

とでも小まめに情報を収集する

護者や児童生徒からささいなこ

によるカウンセリング、また保

の設定、スクールカウンセラー

アンケートの実施や教育相談日

に発見できる体制が必要であり、

■教育長 いじめの予兆を早期

ているか。

いて、どのような取組みを行っ

■議員 いじめの未然防止につ

○狭あい道路拡幅整備事業の現

（その他の質問項目）

との産地のデータを持っている。

■教育長 学校給食会は食材ご

ような対応をしてはどうか。

を公表している。本市でもその

ホームページで給食食材の産地

るため岡山市や松本市などでは

存したものを専門機関に送り、

ている。５日分の給食を冷凍保

けんさく

議員︵市民派︶

○危険家屋対策について

なかがわ

中川 健作

食品の安全確保について

木が汚染地帯から来ていたこと

からセシウムが検出された。原

■議員 京都、広島でシイタケ

議していきたい。

方法が可能か、また適当かを協

他市の例を参考にどういう実施

■議員 保護者の不安を解消す

かくはんして検査を行う。

られる。それに続いていただく

街道線から県道両三柳西福原線、 あるのか。

状について

よう要望する。
いわゆる外浜産業道路までの約

■教育長 いじめに特化した組

〇市営大垣住宅について

織はないが、いじめも含めた児

（その他の質問項目）
○子どもの安心・安全を保障し、 ４００㍍としている。

が判明した。島根では稲わらに

地表示がなかったり、あっても

関係ではいられなくなった。産

れていても放射能汚染食品と無

■議員 全国の学校給食からセ

解決を図る取組みを行っている。 干しシイタケ、川崎市では冷凍

放射能測定結果の表示がないも

童生徒の抱える問題に対応する

ミカン、春日井市では岩手県産

のが多い。不安を取り除くには

■議員 仮に来年度事業着手し

脱脂粉乳から検出された。離れ

保育の質・水準を豊かにする

■議員 ハイパーＱＵとはどの

ているから安全とは言えなくな

測定が一番である。本市は環境

シウムが続々と検出されている。 より牛肉が汚染されるなど、離

でいるのか。

ようなものか。

基本計画で食品の放射能検査に

横浜市ではイワシ、徳島市では

■建設部長 市道外浜街道線か

■教育長 楽しい学校生活を送

よる食の安心・安全に努めると

ために関係機関と連携を図り、

ら県道両三柳西福原線までの事

った。内部被ばくを心配する親

書いている。食品の放射能測定

教育・医療・福祉等の視点から

業期間は５年から７年を要する

るためのアンケートであり、学

から不安の声が聞かれる。給食

の取組みを具体的にすべきと考

た場合、１期工事が完成するま

のではないかと考えている。

どを測定することができるため、 の放射能測定を行い、ホームペ

級集団の状態や意欲・満足感な

ージ等で公開すべきでないか。

えるが、見解を伺う。

放射性物質検査機器の貸与事業

か す が い

■議員 安倍三柳線ができると

■教育長 県が文部科学省から

■市長 消費者庁が行っている

で、どのくらいの期間を見込ん

としお

新しい踏切ができるのか。ＪＲ

いじめや不登校の発生を事前に

の委託を受け実施予定の学校給
校が独自に取り組んでいる。

加することとしている。

において第４次配分が決定し、

そうせいかい

議員
︵蒼生会︶

境線との交差はどのような構造

予測するのに有効と言われてい

食モニタリング事業に本市も参

ことについて

ゆあさ

湯浅 敏雄

になるのか。

る。ことしは中学校で 校中８
■議員 いじめを受けている子

■議員 いつからどういう形で

安倍三柳線について

■建設部長 ＪＲ境線をまたぐ

■議員 安倍三柳線について、

どもは心のどこかで助けを求め

本市に１台貸与されることとな

立体交差となる。
関係者に説明しているとのこと

始まるのか。

いじめの未然防止について

ている。心の声を聞くために一

った。食品の安全性の確保や市
層の努力を期待する。

月ごろからと聞い

だが、今後の予定はどうなって

■教育長

いるのか。

11

10
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た上で検査を行っていきたい。

等を整え、検査の習熟度を高め

民の不安解消を目的に検査環境

る。環境汚染につながりかねな

集積され飛散流出のおそれがあ

が無料になることで多種多量に

気製品などの粗大ごみが、回収

通学路の安全対策総点検結
果について
■議員 通学路の安全対策のた

（その他の質問項目）

段階になれば県と協議したい。

討を行うものであり、事業化の

機関の連携による安全対策の検

り、倉吉市でも 月の韓国訪問

が途絶えるところも出てきてお

■議員 全国でも自治体の交流

なことである。

〇ジェネリック医薬品利用につ

を市長が見合わせるとの考えを

■教育長 ２４４か所の危険箇

が実施されたが、結果を伺う。

としても自治体レベルの交流の

いと危惧するが、対処はどうか。 め、６月末までに緊急合同点検

■議員 給食食材の検査を５日
ベク
レル

■市長 本市では、８月末で９

見直しを検討されてもよいと考

分まとめて行うと、単体で８
業者を確認している。家電リサ

所を洗い出し、各関係機関に通

えるが、所見を伺う。

示された。地方自治体としてき

以上のセシウムが検出されるも

学路の安全確保に係る要望を行

然とした態度を示すため、本市

のでも、ほかの汚染されていな
イクル法対象品目について、屋

った。また、集約結果を受け、

〇学校給食の向上について

いものと混ぜると濃度が下がり
外での保管等、廃棄物とみなさ

に解決すべきものである。自治

を市町村が回収し、国の認定業

ルなど有用金属を含む小型家電

等再資源化促進法は、レアメタ

■議員 使用済み小型電子機器

て適正に処分されると考える。

ている物は、業者が責任をもっ

■環境政策局長 業者が保管し

協議の場を設けて対応したい。

を図るため、新たに関係機関と

と通学路の危険箇所の早期解消

■教育長 児童生徒の安全確保

考えるが、所見を伺う。

かつ計画的な実施を図るべきと

目に見える諸対策により、迅速

の点検に終わらせないために、

■議員 点検結果を点検のため

法上陸した。これら一連の領土

の一部が尖閣諸島の魚釣島に不

の領海に不法に侵入し、乗組員

は香港の民間団体の船が我が国

法上陸した。また、８月 日に

李明博大統領が島根県竹島に不

■市長 協定では当時の両市町

取扱いはどうであったか。

針が示されたが、合併協定での

で淀江町の大垣住宅は廃止の方

■議員 市営住宅長寿命化計画

路管理者、警察、市の交通安全

者によりレアメタルなどを取り

■議員 補正など予算措置につ

領海に対する行動についての所

の建替計画を尊重するとされ、

■議員 廃棄物として認識し該

体間の交流は、市民の国際感覚

の喚起、異文化等に触れること

出して再生利用する仕組みを普

いては、どう考えているか。

見を伺う。

新市まちづくり計画には市営住

べきと考えるが、見解を伺う。

■市長 領土問題は国が平和的

そうせいかい

及するのが目的である。自治体

■教育長 今回は予算措置して

■市長 竹島及び尖閣諸島は、

宅建替事業として、大垣、白浜、

担当課や学校関係者の立会いの

の特性に合わせて、回収方法や

いないが、緊急性が高い箇所に

歴史的事実に照らしても、また

五千石の３住宅を記載している。

もと合同点検を実施した。

回収品目を選択できるが、市長

ついては、関係機関による協議

国際法上も我が国の固有の領土

■議員 今回の市営住宅長寿命

による新たな発想の展開、また

の考えを伺う。

の場を通じて対応したい。

と思っている。また、領海につ

当する場合、市が一般廃棄物と

議員
︵蒼生会︶

８月に か所を国・県・市の道

ただし

正

を中止するよう指導している。

まつだ

松田

■市長 有効な施策と認識して

■議員 通学路安全対策アドバ

いても我が国の主権が及ぶ海域

イ・ミ ョ ン バ ク

せんかく

うおつりじま

市営住宅長寿命化計画につ
いて

見直しは考えていない。

のであり、現在のところ交流の

地域の活性化などに寄与するも

いるが、対象となる小型機器、

イザー派遣事業の所見を伺う。

領土問題について

国の基本方針など、国では現在

■教育長 来年度の国の概算要

化計画との整合性について伺う。

■議員 本年８月 日に韓国の

検討中であり、法律の運用を見

であり、我が国の領土及び領海

■建設部長 計画の中で人口、

して回収する考えはあるか。

業に参加するので、その実施状
況と市に貸与される機器の運用
状況を見ながら判断したい。
◯エネルギー・環境政策につい

（その他の質問項目）

︶

定めた上で対応を検討する。

求事業の一つで、専門的見地か

を侵犯することは、極めて遺憾

■教育長 県のモニタリング事

県から来た食材は事前に調べる

品の汚染監視区域である１都

れる状況であるため、回収行為

いて

11

ら必要な指導・助言のもと関係

15

て

えつこ

議員
︵

◯被災地支援について

かさや

笠谷 悦子
ごみ処理行政について

■議員 不用品回収事業では住
民や零細企業で不用となった電

10

40

意味がないと言われている。食
16

議公
員明
団党
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世帯数、民間住宅事情等の動向

■議員 県の都市計画マスター

をもとに全市的な見直しを行い、 プランの素案作成における県と

国史跡米子城跡について

伴い、具体的な整備内容は今後

たが、改めて計画化することに

進事例と考えるが、所見を伺う。

いる。本市でも取り組むべき先

市民共同発電事業に取り組んで

■環境政策局長 １口 万円の

検討したいと考えている。

で検討するとしているが、実行

よなご文化創造計画の後期計画

ランとの整合性を協議している。 がなものかと考える。伯耆の国

すべき都市像、本市マスタープ

することが前提の検討であるか。

画自体を先送りすることはいか

する仕組みと聞いている。公の

とにより地域経済の発展に寄与

き、配当を地域商品券とするこ

できない方も参加することがで

小口出資で、太陽光発電を設置

■議員 米子城跡整備事業の計

宅については現地建替えを行わ

像とは何であるか伺う。

■市長 現在の本市にとっては

の協議について伺う。

ないこととしている。

■建設部長 本市プランの素案

史跡公園化が最善の事業手法と

■建設部長 本市の現状や目指

今後、地元住民に対する説明を
では、交流と連携を育み自然と
考えている。

今後は市営住宅全体の戸数を減

どのように行うか伺う。
歴史文化にふれあう人にやさし

■議員 後期計画に盛り込むと

らすこととし、大垣を含む３住

■建設部長 住民の皆様には他
いまち米子を掲げており、生活

財源に有利性があるか。

いては、現在全国各地で様々な

方法で進んでおり、先進事例を

参考としながら、どのような仕

組みがよいか検討を進めたい。

いが、加入戸数の減少が伴うの

■議員 市街化区域の線引き制

の目標を設定している。

■教育長 公会堂整備事業は既

をどう捉えているか伺う。

価格が 円で決定し、事業者に

であった。しかし議決後に買取

うというのがかなりの人の考え

況はどうなっているか伺う。

掃業務における、近年の入札状

■議員 学校施設の貯水槽の清

入札・契約の見直しについ
て

で、今後の運営方法については

度の廃止を県と協議しているか。 存施設の機能維持のための耐震

■議員 矛盾があると考えるが、 ■議員 本市の目指すべき都市

団地への住替え等について、ご
優先の定住まちづくり・交流と

■教育長 財源の有利性はない。 ■議員 メガソーラー誘致にお

ける借地条件については、市議

では国の買取価格が 円であろ

施設への太陽光発電の設置につ

理解いただけるよう、９月の下
連携を育むまちづくり・活力を

そうせいかい

旬から説明会を開催したい。
生む産業基盤づくり・協働によ

みちあき

■議員 当該自治会の戸数がか

■議員 文化創造計画に公会堂

のざか

なり減少すると考えるが、所見
るまちづくり・自然環境を生か

整備事業は盛り込んでいないが、 会で議決したが、その時の想定

議員
︵蒼生会︶

を伺う。

したまちづくり・豊かな心を育

この違いと市民ニーズ、理解度

野坂 道明

■市長 入居者の皆様が短期間

む歴史文化のまちづくりの６つ

再生可能エネルギーの促進
策について

で全戸移転されると思っていな

10

市も相談に応じるが、主体的に

38

〇産業振興策について

（その他の質問項目）

は自治会で検討いただきたい。

について県と協議しているか。

たな工業地の位置づけの必要性

■議員 企業進出に対応した新

て廃止の協議は行っていない。

と考えており、市から県に対し

■建設部長 今後も必要な制度

様にも理解いただけると考える。 すことは勘弁願いたいが、買取

ぎを提供する場として市民の皆

史学習の場、市民に憩いや安ら

けるべきものと考える。また歴

の基本方針のもと計画に位置づ

跡は、歴史的文化の保護、活用

補強と改修工事である。米子城

■経済部長 具体的な数字を示

と考えるが、所見を伺う。

ひと押し頑張っていただきたい

映されるべき課題であり、もう

いる。今後交渉において相当反

は有利なビジネス環境ができて

でも急落し始めて、年々下がり

始め、昨年度からは小学校分ま

まず中学校分の落札率が急落し

落札状況は、平成

ループに分けて実施している。

小学校分と中学校分の２つのグ

貯水槽清掃業務入札については、

■総務部長 学校施設における

ているが、企業進出に伴い、二

業地を維持することを基本とし

されないことから、現在ある工

史公園に整備することとしてい

施など多目的な利活用できる歴

本計画構想案では、イベント実

■教育長 史跡米子城跡整備基

像はどういうものか伺う。

置に係るガイドラインを制定し、 分は約１０９万円であったもの

生可能エネルギー発電設備の設

■議員 滋賀県東近江市では再

いきたい。

味合いも踏まえ、鋭意交渉して

ものが約 万円になり、中学校

学校分は約２３７万円であった

度の落札金額を比較すると、小

続けている。平成 年度と本年

本木地区の工業系の用途地域指

21
定に向けて協議している。

42

年度から、
■建設部長 現在の社会状況を

価格が 円で決定したという意

議員
︵蒼生会︶

そうせいかい

■議員 市が考える公園の全体

じょうじ

渡辺 穣爾

都市計画マスタープランに
ついて

41

わたなべ

勘案すると、急激な変化は予想

42
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20

■議員 県の統計で平成 年か

価格競争となっている。

金額の２割を切るような激しい

７７３万円から６５５万円と１

りの市町村内総生産が本市だけ

タしかないが、就業者１人当た

ら平成 年までの 年間のデー

■教育長 米子市学校教育ビジ

と考えて教育を行っているか。

ような人間になってもらいたい

■議員 本市の小中学生にどの

■議員 会派でいじめ防止対策

かしていくようにしたい。

ウハウを学び、自校の指導に生

解消で成果が上がった事例やノ

るいじめの未然防止やいじめの

い状況が次々と起こっている現

■議員 近年、そのような非常
２０万円近く下がっている。特

ョンの中で、知・徳・体の調和

強化を求める６項目の要望書を

くした結果、そういう状況が生

に低価格の入札が常態化してお
に製造業では、鳥取市が１００

のとれた人間形成、基礎・基本

が約 万円となって、４年前の

り、これらが実際に業務上の影
億円減少しているのに対し、本

の確実な定着と学力の向上、自

状である。本市の各学校でも、

響あるいは２次的、３次的な影
市は１０００億円も減少してお

ら学ぶ意欲と主体的に対応でき

これまでに全国で報告されてい

響を及ぼすことが懸念される。
り、その影響の波は大きなもの

る能力の育成を重点としている。

じたら出席停止措置も視野に入

最低制限価格を早急に設定すべ
と考える。また、この地域間の

■議員 いじめ対策に万全なも

れて対応したいと考えている。

きと考えるが、所見を伺う。
落ち込みをカバーするには相当

のはないと思っており、より強

教育施策について

■総務部長 このような状況に
の覚悟がいる。この理由を把握

場の気持ちや想いが感じとられ、 教育長の見解を伺う。

と認識している。対策としては、 いという教育をしているか。

いじめ問題について

既存企業の振興や企業誘致に力

いじめをしない、許されないと

子どもたちにとって学校が居心

地のよい場所になるか、いじめ

をエスカレートさせないために

何をすべきか考えるべきである。

障がい児（者）の支援策に
ついて

もあるが、市で選定している内

については、和田浜工業団地等

■市長 市内の新たな誘致場所

を考えているか所見を伺う。

■議員 企業誘致の新たな場所

ルギー先進地を目指したい。

の指定も受けており、自然エネ

はないが、地域活性化総合特区

■市長 現時点では誘致の計画

考えについて伺う。

然エネルギーの会社を誘致する

用することが必要である。関係

が重要であり慎重かつ厳格に運

児童生徒の学習権の確保や改善

運用指針を定めているが、該当

生徒はいないと認識している。

■教育長 現在、該当する児童

の教育を推進している。

考える児童生徒が育つように心

繰り返される。教育長は今後ど

ウハウを継承していないために

ことは昔からあることだが、ノ

■議員 学校現場で起きている

と思うが、該当する者がいるか、 制を教育委員会も連携を図りな

■議員 いじめを繰り返す児童

ういう形でノウハウの継承をす

また制度を今後運用するか伺う。 がらつくっていきたい。

生徒を出席停止する制度がある

る考えか。

っかりと迅速に対応する学校体

いなことでも早期発見して、し

あることを十分に認識し、ささ

もどの子にも起こり得る問題で

■教育長 いじめはどの学校で

域の実情を把握し、必要なサー

市町村とも連携をとりながら地

認識しており、県や西部圏域の

る相談支援体制の構築が重要と

サービスの適切な利用を援助す

い福祉サービスの提供の確保と、

やご家族を包括的に支える障が

■市長 障がいのある方ご本人

えか。

た、どのような支援策を図る考

ついての市長の認識を伺う。ま

り、喫緊の課題である。現状に

してもらえるかということであ

障がい者の特性について理解を

で生活する上で必要なことは、

が取り組むべき問題点について、 ■議員 障がいのある人が地域

考えられる。学校・教育委員会

る。
を入れている。

陸型工場適地も重点として考え

■教育長 ノウハウが通用しな

ている。

者の力をかり、あらゆる手を尽

■教育長 いじめられた側の立

（その他の質問項目）

■議員 ソフトバンク以外に自

ついて
○耐震化促進計画と中期財政見

やすし

靖

通しについて

くにとう

国頭

よなご
議員
︵会
議︶

経済施策について

提出した。どうすればすべての

対して、労務費が大きなウエー
して対策をしてきたか伺う。

■議員 いじめ問題は、子ども

たつや

トを占める清掃業務は、賃金の

化してもらいたい。心の教育と

たちの問題、教師・学校の問題、

やすぎ

切下げや業務の不適切な履行な
■経済部長 製造業の落ち込み

あったが、学校では、いじめは

公明党
議員
︵議
員団︶

どにつながりかねないおそれも
は、ＪＴ米子の撤退や大手企業

安木 達 哉

あり、来年度から最低制限価格

教育行政の問題の三つの側面が

12

悪い、いじめる人が１００㌫悪

10

の生産額の縮小が影響している

21

を新たに設定したいと考えてい

17

○中心市街地活性化基本計画に
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ビス基盤や相談支援体制の整備
調査を実施中であり、本年度末

■副市長 現在は生活環境影響

今後の想定スケジュールを伺う。

計画の策定の進捗状況を伺う。

■議員 橋りょう長寿命化修繕

■市長 米子駅南北一体化につ

について伺う。

り開催された住民説明会の内容

する」という内容である。

をさらに推進していきたい。
から来年度初めごろに事業主体
■建設部長 関係各課と協議を

いて、実現に向けて努力してい

期に、来年度からでもかけかえ

■議員 本市での移動支援はあ
の環境プラント工業が実施計画
重ね、策定が完了した。

■議員 弥生橋撤去に当たり、

くまでも個別での利用となって
書及び住民説明会の開催に関す

■議員 今まで市長は、第一青

に向けての考え方を固めていき

おり、グループでも可能なよう
る事項を記載した周知計画書を

青木橋・福尾橋について

に要綱を改善されるべきと訴え
作成して県に提出し、住民説明

くことを申し上げた。

目久美町公民館において西部総

てきた。現に施設からも要望が

木橋、第二青木橋及び福尾橋に

年 年が経過しており、平成

■議員 ＪＲ米子支社ビルは経

合事務所長及び市長の出席によ

出ている。前向きに検討してい
会が開催されることになる。

たいという意味である。

ただきたいが、どうか。

じん

議員︵仁︶

ついて、長寿命化修繕計画が策

としゆき

■議員 環境プラント工業及び

定されたら方向性を出していく

なかだ

■市長 西部圏域９市町村で障
鳥取県環境管理事業センターは

中田 利幸

がい者福祉に関する課題を解決

ていきたい。

今後、自立支援協議会で協議し

いる。指摘のあった点も含め、

して解決に向けた協議を行って

係者、関係団体等が情報を共有

立支援協議会を共同設置し、関

するために鳥取県西部障害者自

民の皆様に十分に説明するよう

はある。両者に対しては地元住

も説明して理解を得るべきもの

■市長 事業計画ができる前で

えるが、どうか。

に向けて理解を深めるべきと考

地元住民の不安に対応し、解決

丁寧な説明会を早急に実施し、

計画が策定中であり、第一・第

管理の小松谷川は現在河川整備

ている。第二青木橋がかかる県

たほうが優位との試算結果が出

は修繕、第二青木橋はかけかえ

画の点検結果では、第一青木橋

■市長 橋りょうの長寿命化計

の方向性と予定事業年度を伺う。

と答弁していた。それぞれの橋

あると推測するが、どうか。

項や重要事項を確認した文書が

事業実施に関する必要な協議事

事業について、本市とＪＲ間で

■議員 米子駅バリアフリー化

■議員 熱意も積極さも全く感

った段階で判断していきたい。

地区の具体的な開発のめどが立

体化は事業効果の面からも駅南

■市長 米子駅南北一体化の具

年度末までに耐震化の完成が求

（その他の質問項目）

要請したので、早急に対応して

じられない。南北一体化を断念

条例は、手続きを踏めば地元住

び紛争の予防、調整等に関する

の設置に係る手続きの適正化及

■議員 鳥取県廃棄物処理施設

必要との判定となっており、多

の進行度合いによるかけかえが

たい。福尾橋については、劣化

修計画の動向を見ながら判断し

一体化事業に先行して取り組む

って集団登校していることから、 位置づけとしては「米子駅南北

くの児童が狭あいなこの橋を渡

事業とする」ことと、米子駅南

■市長 バリアフリー化事業の

■議員 その覚書にバリアフリ

覚書を締結している。

Ｒ米子支社と本市で覚書に基づ

念する考えはなく、これまでＪ

■副市長 南北一体化事業を断

化に関する記述はされているか。 係を含めて誠意ある対応が求め

ー化事業の位置づけや南北一体

き様々な協議・調整を行ってき

行投資してきたＪＲとの信頼関

や確認事項を踏まえて、既に先

すると想定した場合、協議経過

ると考えるが、どうか。

について判断する時期に来てい

められているため、南北一体化

〇観光振興策について

■市長 平成 年 月 日付で

民の反対があろうが設置できる

かけかえを検討していきたい。

北一体化事業については、主な

から言うと覚書をほごにしたこ

■議員 繰り返される市長答弁

られると考えるが、どうか。
と受け取れるが、どうか。

■議員 福尾橋はさらなる検討

あつし

■市長 地元住民の皆様のご理

をするということだが、何を検

ており、今後も引き続き信頼あ

篤

解が大前提と考えており、条例

点として「米子市は、社会経済

やすだ

に規定される手続きを踏めばよ

討するのか。交通量も多く、児

安田

いとは考えていない。

情勢等を総合的に勘案しながら、 る関係を継続していきたい。

体化事業の着手を目指すものと

10

産業廃棄物管理型最終処分
場について

童も渡ってくるのに検討する時

最終処分場の現在の進捗状況と

■副市長 検討というのは、早

■議員 淀江町小波で建設が計

25

今後 年をめどに米子駅南北一

12
期を過ぎているのではないか。

20

画されている産業廃棄物管理型

公明党
議員
︵議
員団︶

二青木橋については小松谷川改

27

もらいたい。

ＪＲ米子駅南北一体化につ
いて

48
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成 年度から平成 年度に終了

ないが、大口の償還の年限が平

■副市長 確定的なことは言え

なめどはどう考えているか。

■議員 事業化に向けて財政的

目指して努力していきたい。

くまでも事業期間内の事業化を

にすることは考えていない。あ

■副市長 覚書等の内容をほご

長はどう思うか。

務的に調整してきた立場の副市

とになる。このことについて事

のように利用していくのか、ま

■議員 新エネルギーを今後ど

いきたい。

ルギー先進地・米子を目指して

化総合特区を推進し、自然エネ

誘致や地域指定された地域活性

調しながら、視察等の積極的な

所というアピールポイントを強

国最大規模のメガソーラー発電

効活用であるが、完成時には全

休地となっていた崎津団地の有

■市長 第一の目的は長期間遊

したのか。

ギー先進地を目指すために誘致

ソーラー事業計画は自然エネル

■議員 崎津地区におけるメガ

示されるべきである。

方向性を国民や地方公共団体に

おいて十分な議論を行い、その

どう確保していくのかなど国に

り、原発にかわるエネルギーを

ルギー政策に関連することであ

については中長期的な国のエネ

■市長 今後原発をどうするか

験的な試みとして実施すれば一

生産性や収益性が高いものを実

者の雇用として成り立つよう、

ン等の植物を栽培している。若

コ、ブルーベリー、高麗ニンジ

の下に日陰でも生産可能なキノ

では太陽光パネルを設置し、そ

いかを提案する。ヨーロッパ等

もうかるためにはどうしたらい

うからないからしない。そこで、

業がしたくないのではなく、も

農業後継者がいない。若者も農

のため、４割が兼業農家であり、

の所得ではやっていけない。そ

機具代を引けば、平均的な農家

年収２００万円から肥料代や農

業はもうからないからである。

農業が衰退した最大の理由は農

放棄地が対象地になると考える。

地ではないが、適地として耕作

れるよう要望する。また、市有

れあいの里の屋上などは検討さ

■議員 クリーンセンターやふ

ことなどの条件があると考える。

ること、費用対効果が得られる

するため、その後の平成 年度
ごろが一つのタイミングのポイ

ち ほ

ントと想定している。

やまかわ
にじ

議員︵虹︶

う適地があるか伺う。

太陽光発電には市有地にどうい
■議員 ７月に閣議決定された

■環境政策局長 詳細な調査は

優先で取り組む事項とされてい

原発からグリーン成長戦略が最

性の確保が得られること、日射

する場合には、その構造や安全

の建物等に太陽光パネルを設置

量など高い発電効率が見込まれ

る。国の方針を踏まえ、本市と

役は再生可能エネルギーであり、 行っていないが、一般的に既存

日本再生戦略では原発を補う主

エネルギー・環境政策につ
いて

策を推進すべきと要望する。

を市独自でできないか。例えば、 石三鳥と考える。こういった施

た時代に合った新しい公共事業

29

してどう考えているか。

12日（水） 予算審査特別委員会

12月定例会日程

11月13日（火） 本会議

11月臨時会日程

30

28

山川 智帆
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※9月定例会において、継続審査とした平成23年度決算関係の議案の処理を行う予定です。

12月3日（月） 本会議（開会、議案上程）

13日（木） 総務企画委員会、予算審査特別委員会総務企画分科会

5日（水） 本会議（各個質問）

14日（金） 市民福祉委員会、予算審査特別委員会市民福祉分科会

6日（木） 本会議（各個質問）

17日（月） 経済教育委員会、予算審査特別委員会経済教育分科会

7日（金） 本会議（各個質問）

18日（火） 建設水道委員会、予算審査特別委員会建設水道分科会

10日（月） 本会議（各個質問、議案質疑、委員会付託）

20日（木） 予算審査特別委員会

11日（火） 各個質問予備日

25日（火） 本会議（付議案の処理、閉会）

※請願・陳情は11月29日
（木）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3月定例会にて審議することとなります。
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平成２４年９月定例会提出議案等審議結果一覧表
番 号

件

名

付託委員会

結

果

議案第８９号 財産の取得について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第９０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９１号
議案第９２号
議案第９３号
議案第９４号
議案第９５号
議案第９６号
議案第９７号
議案第９８号
議案第９９号
議案第１００号

予算審査
予算審査
決算審査
決算審査
決算審査
決算審査
決算審査
経済教育
経済教育
建設水道

原案可決
原案可決
継続審査
継続審査
継続審査
継続審査
継続審査
原案可決
原案可決
原案可決

賛成多数
全会一致
－
－
－
－
－
全会一致
全会一致
全会一致

－

原案可決

全会一致

－

原案可決

全会一致

－
－

原案可決
原案可決

全会一致
全会一致

－

原案可決

賛成多数

－

原案可決

賛成多数

－

－

－

－

－

－

－
－

－
－

－
－

議案第１０１号
議案第１０２号
議案第１０３号
議案第１０４号
議案第１０５号
議案第１０６号
報告第２２号
報告第２３号
報告第２４号
報告第２５号

平成２４年度米子市一般会計補正予算（補正第４回）
平成２４年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第１回）
平成２３年度米子市一般会計等の決算認定について
平成２３年度米子市水道事業会計の決算認定について
平成２３年度米子市水道事業会計剰余金の処分について
平成２３年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について
平成２３年度米子市工業用水道事業会計剰余金の処分について
財産の取得についての議決の一部変更について
太陽光発電所用地の貸付けについての議決の一部変更について
調停の申立てについて
地球温暖化対策に関する地方財源を確保・充実する仕組みの構築を求
める意見書の提出について
自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求め
る意見書の提出について
中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書の提出について
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書の提出について
香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書の
提出について
李明博韓国大統領の言動に抗議し、竹島領土権確立を求める意見書の
提出について
平成２３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２３年度決算に基づく米子市の公営企業における資金不足比率に
ついて
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
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９月定例会受理陳情審議結果一覧表
番

号

件

名

付託委員会

陳情第６７号 災害瓦れきを受け入れないことを求める陳情書

市民福祉

結
不採択

果
趣旨採択を
諮った結果
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

件

名

付託委員会

結

果

市民福祉

不採択

趣旨採択を
諮った結果
賛成少数

陳情第５９号 災害瓦れきを受け入れないことを求める陳情書

市民福祉

不採択

趣旨採択を
諮った結果
賛成少数

陳情第６３号 災害瓦れきの受け入れを反対することを求める陳情

市民福祉

不採択

趣旨採択を
諮った結果
賛成少数

陳情第６４号 災害瓦れきを受け入れないことを求める陳情

市民福祉

不採択

趣旨採択を
諮った結果
賛成少数

陳情第６６号 瓦れきの受け入れに反対する陳情

市民福祉

不採択

趣旨採択を
諮った結果
賛成少数

陳情第５５号

瓦れきの広域処理の問題点を認識し、米子市独自の被災地支援ビジョン
策定を求める陳情書

佳枝

紀子

石橋

原

敏雄

伊藤ひろえ

湯浅

議会だより編集委員会

委員長

員

員

副委員長

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

米子市議会の定例会の本会議
は、
中海テレビの米子チャンネル

〒683-8686 米子市加茂町一丁目1

（334ｃｈ）
で生中継されています。

TEL:(0859)32-0302 FAX: (0859)35-6464
URL:http://www.city.yonago.lg.jp/

再放送は、
本会議当日の午後7時

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。

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。

