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開会日の２月 日には、まず、

市長から「功労者の表彰につい

て」の議案１件が提案され、原

案のとおり同意されました。次

に、市長から「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」の議案１件が提案さ

れ、委員会審査の後、原案のと

関する条例の制定について」な

営利活動法人の指定の手続等に

長から「米子市控除対象特定非

いずれも委員長報告のとおり決

の審査報告があり、採決の結果、

員会の委員長から議案及び陳情

いて提案理由の説明及び報告が
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会議、公明党議員団の順で行わ

市議会議員団、蒼生会、よなご

する代表質問が日本共産党米子

間は、会派による市政一般に対

３月４日から７日までの４日

市長から「教育委員会委員の任

のとおり可決されました。次に、

ついて提案され、いずれも原案

分について」などの議案 件に

た。次に、市長から「財産の処

継続審査とすることに決しまし

審査の申し出があり、閉会中の

れました。また、 日には７人

ありました。

号については、委員長から継続

しました。また、陳情第１０３
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●定例会のあらまし
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の会期で開かれました。

「議会基本条例」と「議員政治倫理条例」の原案についての意見交換会が開かれました。（平成26年２月16日）

質問が行われました。
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次に、議員発議により「米子市

動議が提出されましたが、無記

最終日の 日は、まず、各委

間は、議案及び陳情の審査等の

ました。次に、副議長辞職勧告

いずれも原案のとおり同意され

び諮問１件について提案され、

命について」などの議案２件及
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の議員による市政一般に対する

10

日、 日、 日及び 日の９日

24 14

26

ため委員会が開催されました。
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３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。

別委員会

■議員定数・議会改革等調査特

【３月 日開催】

て

・米子市議会基本条例につい

・米子市議会議員政治倫理条

例について

等調査特別委員会

■原子力発電・エネルギー問題

【３月 日開催】

・新規制基準適合性確認審査

申請以降の現状について

・米子市地域防災計画（原子

力災害対策編）の修正につ

いて

・米子市広域住民避難計画の

修正について

■行財政改革問題等調査特別委

員会

【３月 日開催】

11

▽ 意 見 書 ▽ 3 月定例会で次の２つの意見書が可決されました。
手話言語法（仮称）の制定を求める意見書
手話は、音声ではなく、手や指、身体などの動きや表情を使い、独自の語彙や文法体系をもつ言語であり、
ろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大
切に守られてきたものである。
しかしながら、昭和８年にはろう学校での手話の使用が事実上禁止されるなど、ろう者の尊厳が著しく傷つ
けられてきた長い歴史がある。
平成１８年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約では、言語には手話その他の形態の非音
声言語を含むことが明記され、フィンランドの憲法を初め、世界では憲法や法律に手話を規定する国が増えて
きており、これは世界的な潮流となっている。
我が国では、平成２３年に障害者基本法が改正され、手話が言語であることは明確に位置付けられているも
のの、この規定だけでは音声言語中心の社会から、ろう者が暮らしやすい社会へと変革する推進力としては不
十分であり、手話に関する施策も含めた個別法が必要である。
鳥取県では、全国に先駆け「鳥取県手話言語条例」が制定された。これが契機となって、他の自治体でも同
様の条例制定に向けた取り組みが進みつつあるが、このような取り組みを着実に根付かせるためには、手話が
音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手
話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした、手話言語法（仮称）
を制定することが必要であると考える。
よって、国会、政府におかれては、手話の重い歴史を踏まえつつ、ろう者、手話通訳者、事業者、行政機関
等の意見を聴きながら、手話言語法（仮称）を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２６年３月２６日

議会基本条例の制定について」

案

などの議案７件について提案さ

数

れ、いずれも原案のとおり可決

議
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件

されました。

分

なお、今回審議された案件は

区

別表のとおり 件で、審議結果
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については、 ㌻から ㌻の一

覧表のとおりです。

平成 年２月臨時会の

年２月臨時会は、２月

あ ら ま し

平成

７日に招集され、「平成 年度

米子市一般会計補正予算（補正

第６回）」などの議案２件が提

案され、委員会審査の後、原案

のとおり可決されました。

・第２次米子市行財政改革大

綱・実施計画の進捗状況に

ついて

・米子市公共施設白書につい

て

25

25
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米 子 市 議 会
衆議院議長 参議院議長 様
内閣総理大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 様

食の安全・安心の確立を求める意見書
昨年、大手ホテルや百貨店、老舗旅館等でメニューの虚偽表示など食品の不当表示事案が相次いだことから、
政府は昨年１２月９日に食品表示等問題関係府省庁等会議において、食品表示の適正化のため緊急に講ずべき
必要な対策を取りまとめた。
具体的には、農林水産省の食品表示Ｇメン等を活用した個別事案に対する厳正な措置や景品表示法のガイド
ラインの作成を通じた食品表示ルールの遵守徹底など当面の対策が盛り込まれ、現在実施に移されています。
また、このほか事業者の表示管理体制や国や都道府県による監視指導体制の強化などを柱とする抜本的な対策
が明記され、これらの対策を法制化する景品表示法等改正案が近く国会に提出される運びとなっている。
こうした対策が進む一方、昨年末に発生した国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や毎年発生する飲食店や
旅館、学校施設などにおける集団食中毒事件を受け、消費者からは関係事業者等における食品製造や調理過程
における安全管理や衛生管理体制の一層の強化を求める声が少なくない。
よって、政府におかれては、以上の現状を踏まえ、下記事項について適切な措置を講じ、食品に係る安全性
の一層の確保に努められるよう強く要望する。
記
１ 食品表示等の適正化を図る景品表示法等改正案の早期成立・施行を期すこと。
２ 本改正案等に基づく対策の推進に当たり、政府及び地方公共団体において、消費者庁を中心とした十分な
体制を確立するとともに、そのための必要な予算措置を講ずること。
３ 一層の食の安全と安心を図るため、係る法令の改正も視野に総合的かつ具体的な検討を行うとともに関係
事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。
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２６年３月２６日
米 子 市 議 会
内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 様
厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 様
国土交通大臣 内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全） 様

赤ちゃんから高齢者の健診など
の保健事業まで、市民の健康な

学援助費支給額の増額は、認定

者数が増加傾向にある中、困難

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

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。

いることがうかがえるが、健診

な仕事により業務がこなされて

極端に少ない。保健師の犠牲的

数は、同規模の市と比較しても

いる。しかし、本市の保健師の

ることは許されないことである。 では、なかよし学級が設置され

方式の給食調理施設が廃止され

食育の効果があるとされる自校

歓迎するものである。しかし、

し、食教育を充実させることは

栄養バランスのよい給食を提供

■議員 中学校給食によって、

せる居場所づくりとして、本市

■議員 放課後を安心して過ご

誰もが安心して放課後を過
ごせる学童保育の充実につ
いて

であると考える。

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。

結果による所見があっても、そ

ている。対象はおおむね３年生

子どもの健やかな成長を育
む学校教育について

安倍首相が言ってきた、守るべ

の後の継続的なフォローもでき

自校方式を徐々に広げていくこ

生活を守る大事な仕事を担って

きものは守る、この約束はしっ

ないとも聞いている。年次的に

市政一般に対する代表質問

かりと果たされるべきと考える

までだが、来年度から全学年に

議員

日本共産党
米子市議会議員団

とが食育のための施策と考える

じ

の自民党公約を前提に交渉され

国会での決議や政権与党として

鳥取市 人、倉吉市 人、境港

験を通じて食に関する知識と食

■市長 県内４市の保健師数は、 ■教育長 食育はさまざまな経

さらに対象を広げるとなると、

今でも満杯状態の学級があり、

拡大されることとなっている。

ふやしながら、過重負担を減ら

えい

■市長 ＴＰＰ交渉に際しては、 すべきと考えるが、所見を伺う。 が、教育長の所見を伺う。

が、市長の所見を伺う。

おかむら

に関する特別世論調査をことし

■議員 内閣府は、食料の供給

ているものと考えている。

は、鳥取市４８４０人、倉吉市

た、保健師１人当たりの人口

市９人、本市が 人である。ま

人間を育てるために必要なもの

食生活を実践することができる

を選択する力を習得し、健全な

られる。どのように対応してい

でも新たな課題が生じると考え

施設的にも、また指導体制の上

■市長 学童保育の利用対象拡

く方針か伺う。

おいても、自校方式同様、栄養

放課後児童健全育成事業の対象

本市が８３３５人である。平成

範囲が小学校６年生までに拡大

食料自給力向上の必要性に対

理場の方式にかかわらず、学校

大については、子ども・子育て
も業務量や仕事の仕方などを勘

と栄養教諭等が連携を密にして

教諭、調理員等による給食訪問
案し、また全体の職員数を見な

年度に２名増員したが、今後

要である 」
、
「どちらかというと

がら考えていく必要があると考

する受けとめということで、
「必

ＴＰＰに反対し、地域農業
と暮らし、経済を守ること
について

６％の方が自給力向上の必要性

必要である」を合わせると、 ・

新制度により、平成 年度から

■議員 ＴＰＰ（環太平洋連携

などで食育を推進している。調

協定）におけるアメリカとの交

岡村 英治

17

１月に実施した。それによると、 ２９３３人、境港市３９６８人、 だと考える。共同調理場方式に

18

40

える。

■議員 就学援助について、本

待できるものと考える。

食育を推進することで成果が期

準等を踏まえ、子ども・子育て

については、国から示される基

される。本市における実施内容

童対策として、民間施設による

■議員 なかよし学級の待機児

参加すれば自給率が大きく低下

１・３倍から１・２倍に狭め、

受け入れで対応しているが、利

するということが言われており、 つ市民の人数は、鳥取市の倍近

クラブ活動費、生徒会費、ＰＴ

甘利明ＴＰＰ担当相が、農産物

Ａ会費については支給していな

重要５項目について、一つ残ら

策課の有給休暇取得率は他の課

い。就学援助の充実を求めるが、 用料が一律ではない。放課後児

会議において協議していく。
の半分程度である。保健師の労

童クラブという制度として実施

市は支給対象を生活保護基準の

働条件を一刻も早く改善し、市

するのであれば、保護者負担の

くとなっている。また、健康対

民の健康・命を守っていく体制

所見を伺う。

やはりＴＰＰ参加は認めるべき

保健師の増員で市民の命 ・
健康を守ることについて
■議員 保健師は、公衆衛生や

■教育長 認定基準の拡大や就

ず微動だにしないということで
の強硬な要求を前に譲歩する姿
勢を示した。このことは、ＴＰ
Ｐ交渉に向けた国会決議にも、
自民党の国民に対する公約にも
真っ向から反するものである。

の整備を強く要望する。

ではないと考える。

■議員 本市の保健師が受け持

27

21

は交渉にならないと、アメリカ

渉については、ことしに入って、 があると答えている。ＴＰＰに

95
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用していることから、負担軽減

ービス内容を選んで各施設を利

料を設定しており、利用者はサ

■市長 民間施設が独自に利用

の確保や継続性は大変重要なこ

教育行政にとって政治的中立性

深く見守っていきたい。また、

案については、その動向を注意

■教育長 地方教育行政法改正

を注意深く見守っていきたい。

すべきと考えるが、所見を伺う。 成立を目指しており、その動向

公平性も考え、負担軽減を検討

とであり、このことが担保され

限は平成 年度であったが、平

理計画で、灰溶融施設の整備期

■議員 平成 年の広域ごみ処

十分に協議していく。

ついては、組合の構成市町村と

合が設置・運営管理する施設に

⑶鳥取県西部広域行政管理組

と未協議のため回答できない。

である。起債については国・県

補助金は、国・県と協議が必要

■議員 本市では、小規模修繕

る考えはない。

要であると考えており、変更す

交渉の機会を確保するために必

は、滞納されている方との納付

ける保険料の完納要件について

■市民生活部長 この制度にお

きるようにすべきではないか。

払う意思のある加入者は利用で

になり、分納で遅れ遅れでも支

を一番必要な人が使えないこと

すべきではないか伺う。

活実態や介護の状況をよく調査

を受ける人は何人あるのか、生

介護予防にも反する。この影響

生活を崩し、病気を悪化させ、

ービスの低下は介護度を進ませ、

不振となると言われている。サ

収となり、小さな事業所は営業

のサービスをすれば事業所は減

を求めている。これまでどおり

介護保険以下の単位とすること

■議員 エコスラグセンターの

鳥取県西部広域行政管理組
合が運営する灰溶融施設エ
コスラグセンターについて

政法改正案を提出し、今国会の

については考えていない。

るような制度改正でなければな

成 年には早期の建設計画を推

強めようとするものである。教
溶融処理を停止する方針となっ

ないまま、灰溶融施設ありきで

⑴明確な広域ごみ処理計画が

い計画によって多額の税金を投

ざまな変更があった見通しのな

をされている。受領委任払制度

用できるようにするという答弁

払おうという意思のある方は利

問に対し、分納などでまじめに

年 月議会での岡村議員の質

用できない規則があるが、平成

料の滞納があるとその制度を利

り、さらなる実態調査を行う考

ャーが生活実態等を把握してお

は法令等に従ってケアマネージ

人である。これらの方について

４人、訪問介護利用者が４３２

そのうち通所介護利用者が６６

受けている方は２３０３人で、

現在で、要支援１・２の認定を

よし え

議員

入したことは反省すべきである。

も同じように利用できないか伺

進する結論に達している。さま

工事希望者登録制度などで、税・ ■福祉保健部長 平成 年 月

らないと考えている。

子どもの利益第一の教育制
度の確立について
■議員 安倍政権が進める教育

育委員会が首長から独立してい

委員会制度改革案は、首長の権

るという現在の姿は、国民を戦

たことについて、以下伺う。

に統制された教育への反省から

いしばし

石橋 佳枝

■市民生活部長 受領委任払制

う。

る。また、本市の特別養護老人

調査すべきだと重ねて申し上げ

■議員 市はその実態を詳しく

えはない。

参加、住民合意で進めることに

度は、要綱を定めそれに沿って

ついての見解

■議員 この制度は、医療費の

実施しているが、個々の状況を

絶対許してはならない。教育委

■市長 ⑴エコスラグセンター

月額限度額を超えた部分を市か

ホームの待機者が常に７００人

員会が、子どもの権利を最優先

は、埋め立て対象物の削減、ダ

ら直接医療機関に支払うものだ

（その他の質問項目）

伺う中で、必要な医療を受ける

に考えて活動できるように、首

イオキシン類の削減などを目的

が、保険料を滞納している人は

■議員 国は、要支援１・２の

○医療・介護総合確保推進法に

前後あるのは、介護保険導入前

長から独立した現在のあり方を

として、西部圏域の市町村の協

通所介護や訪問介護を介護保険

から待機者が上回っていたのに

堅持し、政治的中立性を保ちな

議、組合議会の議決などを経て

利用できない。しかし、保険料

から外して市町村の事業とし、

機会が損なわれないよう対応に

がら機能の充実を図るべきと考

が払えないでいる人が高額医療

ついて

べきだと申し上げる。

するよう、本市としても求める

は責任をとって特養増設に助成

増設しなかった結果である。国

えるが、所見を伺う。

適切に設置されたものである。

費を払うのは困難である。制度

国と自治体の責任による介
護保険について

■市長 現在、国のほうで制度

⑵環境省の補助金返還はない

努めたい。

12

ものと考えるが、国土交通省の

高額療養費の受領委任払制
度について

25

限を強め、教育への政治支配を

争に駆り立てていった戦前の国
由来している。教育への首長の

進んだことへの反省

10

改正のための協議がなされてお

⑶今後のごみ処理計画を住民

補助金の返還及び起債の償還

⑵施設用途を変更した場合の

権限を強めようとすることは、
安倍政権が狙う、海外で戦争す
る国づくりの一環として捉える

10

29

り、政府は３月中に地方教育行

必要がある。そのようなことを

25

11

こ

議員

３号機の運転開始について

まつ

することができた。そのような

きるとコメントされている。

断については、本市の発展と市

西部広域行政管理組合などの事

トについて、地元専門家と、事

ればならない。環境アセスメン

た。しかし、事業実施に当たり、

緊急性等を勘案して判断してき

中で、大型投資事業等の政策判

の例として、生涯学習などの拠
■議員 漏えい対策は十分にし

民福祉の向上を最優先とし、財

蒼生会

点施設としての活用が計画され
ていても、必ずしも安全ではな

工夫・検討されており、評価で

たと理解している。現在、淀江

政状況を踏まえながら社会情勢、

務所としても十分な活用がなさ

議会への情報提供の時期や方法

■環境政策局長 生活環境影響

なことにならないよう、議会へ

が必ずしも適当でなかった事例

調査の結果について、地元専門

の説明や情報提供に努めていき

ける生涯学習の拠点については、 評価も必要ではないか。
淀江公民館のほか２つの分館が

家より意見等の提出があり、そ

もあったので、今後はそのよう

拠点となっている。

の内容について説明会が開催さ
後、県の条例に基づく手続きに

初め、指定管理者制度の導入や

来、大規模投資的事業の凍結を

■議員 平成 年の市長就任以

成長期から成熟期に入り、今後

■議員 我が国は右肩上がりの

たいと考えている。

■議員 合併の最低限の約束と

入れば、水質・大気質の専門家

民間委託、補助金や負担金、料

は少子高齢化とともに人口減少

合併後の市政運営について

して、支所を住民が活用できる

れているとうかがっている。今

議員

業者から独立した専門家による

みちあき

れている。また、淀江地域にお

の ざか

野坂 道明

支所は支所としての活用のほか、 いということは考えておかなけ

○島根原発１・２号機の再稼働、 その有効活用を図るための一つ

まつもと

松本 松子
淀江支所の活用について
よう開放していただきたい。

を含む県の廃棄物審議会で審議

の見直し等々、徹底した歳出削

■議員 合併して９年になるが、

されることとなっている。

減を最優先課題とし、本市の財

以前に比べ住民サービスが後退
した。保健師が支所におらず、

新市まちづくり計画には、支所

む覚悟が望まれるとコメントし

性があり、真摯な姿勢で取り組

とは、自然に負荷を与える可能

点で問題があったことは否めず、 中策が強く求められており、将

政策判断のおくれや説明責任の

事業等の大型投資事業において、 廃合し、総量を抑制しながらも

社会を迎えようとしている。社

は淀江地域の生涯学習の拠点と

ている。これは、なぜこのよう

来世代にツケを先送りすること

政再建に大きく貢献されたと評

今後の市政課題について

（その他の質問項目）

淀江地域は合併の影響を受け、

○市民の健康増進のための脳ド

産業廃棄物管理型最終処分
場建設について

題について、岡山大学の西垣教

■議員 環境アセスメントの問

ック検査導入について

これまで障がいのある方や高齢

授は計画地周辺には良質な水源

者、乳児のいる家庭に出向き、
きめ細かく相談を行っていた身

して有効活用するとあるが、現

な場所に建設するのかというこ

議会との間でも不要なあつれき

なく持続可能な社会基盤を再構

会資本整備はコンパクトシティ

在は西部広域行政管理組合など

とではないのか。見解を伺う。

これは、今後の市政運営の中核

どのように総括されるのか伺う。 築する必要があると考えている。

を生んだと感じている。市長は

をなす概念だと考えるが、所見

価する反面、米子城跡整備事業

が使用している。当時、どのよ

■環境政策局長 生活環境影響

■市長 市長に就任した当時は

を伺う。

○公立保育所の充実と保護者負

うな構想で生涯学習の拠点とさ

調査の鑑定書では一般廃棄物最

非常に厳しい財政状況であった

■市長 今後の社会資本整備に

近なサービスも減らされている。 があり、この地域に建設するこ

れたのか、利用計画が変更にな

終処分場とほぼ同様の安全対策

が、徹底した行財政改革に取り

の概念から一歩踏み込み、今後

った経緯と理由を伺う。

を行い、その上、漏えい探知シ

組み、危機的な状況からは脱却

は社会資本ストックを適切に統

■総務部長 新市まちづくり計

ステムを導入するなど、汚染水

や公会堂、市営住宅や安倍三柳

画での淀江支所の活用について

の漏えい対策についても十分に

担の軽減について

は、合併により、支所庁舎に余

投資すべきは投資する選択と集

剰スペースが生じることから、

線、あるいは米子駅南北一体化
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を推進し、既存の社会資本の再

選択と集中による社会資本整備

ろは投資するという、いわゆる

抑制しながらも投資すべきとこ

り、社会資本ストックの総量は

な状況においては、指摘のとお

あると認識している。このよう

状況等を鑑みるに非常に困難で

持・更新していくことは、財政

ての社会資本を今までどおり維

人口減少時代を迎えた今日、全

係る基本的な認識については、

ことで、市民サービスの低下に

採用等により専門性を確保する

った職員の任期付採用や非常勤

る内部育成を初め、専門性を持

術の継承については、研修によ

ラン職員の退職に伴う知識・技

多く採用している。また、ベテ

準化を図るとともに、若年層を

前倒し採用により年齢構成の平

ある。近年、採用者数を圧縮し

もともと職員数の少ない団体で

を行っているところである。本

工期の延長を行うなどの取組み

る入札不調の解消については、

されたものである。本市におけ

の発注方法に関し採用を促すと

して地方自治体に対し公共事業

省が入札不調の解消策の一つと

の一括発注等については、国交

■市長 複数年契約や複数工事

でも早急に取り組むべき対策で

注等の採用を促している。本市

複数年契約や複数工事の一括発

個々の施設のマネジメントにつ

本方針を策定する予定である。

た上で本市のマネジメントの基

及び今後の人口動態等を勘案し

施設の現状を把握し、財政環境

■総務部長 今後、主要な公共

ると考えるが、見解を伺う。

美術館の駐車場不足も解消でき

し、駐車場とすれば、図書館・

例措置を活用して両施設を撤去

能となる。公共施設の除却の特

る第２庁舎や旧庁舎は廃止が可

まり、耐震化で問題となってい

関係を入れると大体全てがおさ

銀米子支店に第２庁舎・旧庁舎

移動による空きスペースや旧合

■市長 本市は類似団体の中で、 は地方自治体の発注方法に関し、 づける。さらに、福祉部関係の

伺う。

市においては、債務負担行為に

なくなってきており、そのため、 はないか。所見を伺う。

てきたことにより若年者層が少

より、実質的に複数年契約にな

いては、当該施設が抱えている

し、米子・境港地域と道路のあ

結果を国や鳥取県、島根県に示

する中海架橋のＢバイＣの調査

盤と考えている。このたび実施

にもつながる重要なインフラ基

与することから、国土強じん化

に、中海圏域の経済の発展に寄

時の避難路確保に資するととも

号などの交通渋滞の緩和や災害

■市長 中海架橋は国道４３１

伺う。

ただきたいと考えるが、見解を

目指し、最大限の努力をしてい

ると考える。早期の事業着手を

としても大変重要な幹線道であ

続することから、本市の肋骨道

ている。また、安倍三柳線に接

に重要な道路インフラだと考え

ＰＺ圏内の避難経路としても特

性化や島根原発事故におけるＵ

問題にも関連し、地域経済の活

ジ・境港間の高規格道路の延伸

■議員 職員適正化については、
行財政改革の柱として平成 年
から実施し、 億円の実質財政

間のアンバランスに伴う組織力

世代の大量退職等もあり、世代

も平均以下となっている。団塊

しており、類似団体と比較して

の一方で、職員数は大幅に減少

効果があったとのことだが、そ

ら年度内の事業完了が危ぶまれ

たが、現下の入札不調の状況か

額 億円余りの大型予算になっ

円がそのまま繰越しとなり、総

２月補正予算の５億７０００万

資的事業が盛り込まれ、さらに

合併後、最大規模の 億円の投

■議員 平成 年度当初予算で、

センターが入っているところに

駅前イオン４階の男女共同参画

しているが、健康対策課を米子

たびに駐車スペース不足で混雑

として、ふれあいの里は健診の

■議員 施設のあり方の具体例

ては、国、県、関係市町村で構

■議員 中海架橋の調査につい

ては、本市では市税等滞納整理

■議員 滞納整理の推進につい

いと考えている。

架橋の建設促進に努めていきた

を入れ、福祉の拠点施設と位置

構築を図っていくことが必要で

つながらないよう努めていくこ

課題等を整理した上で基本方針

り方勉強会での検討や中海架橋

の低下、あるいは円滑な知識・

る。２月臨時会では、労務単価

成された米子・境港地域道路の

対策本部のもと、税外債権収納

のような状況を踏まえ、国交省

あると認識している。

ととしている。

っているものもあるが、今後、

設の統廃合等、施設の除却が必

建設連絡協議会の再開に向けた

技術の継承等が困難となり、結

の見直しを県に先駆け実施する

配置してはどうか。また、ふれ

ことだが、米子インターチェン

あいの里の入浴施設を廃止して、 あり方勉強会で協議されるとの

公共施設マネジメントにつ
いて

果的に住民サービスの低下を招

と表明されたが、労働力を確保

その空きスペースに福祉部関係

中海架橋について

く可能性もあることから、十分

するには十分と言えず、工期延

徴収強化と滞納対策につい
て

な事業評価と検証が不可欠であ

長も指摘したところである。こ

26

職員適正化計画について

入札不調の状況を踏まえ、国が

要なケースが生じる場合も想定

を注視し、参考にしていきたい。 に基づき策定する予定だが、施

実施するモデル事業の実施状況

されるので、慎重かつ丁寧に検

活動に生かしていくなど、中海

入札業務について

討を進めていく必要がある。

17

る。採用形態も含め適切な見直

17

しが必要だと考えるが、所見を

62
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課の徴収事務を所管した専門組

な滞納者の情報を一元化し、各

伴い、各課にまたがる徴収困難

している。税番号制度の導入に

て毎年多額な不納欠損金が発生

成果は上がらず、税・料におい

の徴収に関しては、思うほどの

を上げているが、過年度滞納金

業務の効率化に努め一定の成果

対策支援チームを設置して徴収

続き入札による契約とした。今

すための条件を付した上で引き

上を担保し、確実な遂行を満た

活環境の保全及び公衆衛生の向

めの明確な理由がないので、生

ては、現在、随意契約を行うた

入札により契約した業務につい

いる業務は廃棄物処理法等に基

■市長 既に随意契約を行って

きだと考えるが、見解を伺う。

■市長 クリーンセンターの地

見解を伺う。

額を検討すべきだと考えるが、

辺の生活環境改善の対策費の増

定財源化や廃棄物最終処分場周

おける市町村の焼却処理費の特

き随意契約を行うこととしたが、 る。米子市クリーンセンターに

づく明確な理由があり、引き続

元要望については、庁内の環境

望に対し特段の配慮が必要であ

が不可欠であり、周辺住民の要

ついては、特に周辺住民の理解

ーや廃棄物最終処分場の運営に

かかっており、一番の阻害要因

活力をどのように喚起するかに

⑵地域の発展や活性化は民間

て伺う。

の後の進捗と今後の課題につい

を発信したところであるが、そ

クス大阪で行われ、圏域の魅力

企業誘致の連携事業がインテッ

取県西部地域振興協議会による

■議員 ⑴平成 年・ 年に鳥

の耐震化も急ぐ必要があると考

観点から、その他の非構造部材

だが、避難所施設の安全確保の

ついては、つり天井構造の屋内

■議員 ⑴学校施設の耐震化に

ととしている。特に、幹線道路

織を設置すべきと考えるが、見

後は、委託業者の業務執行状況、 部局の会議で検討を行い、米子

と思っている。また、税・料外

進し、着実に成果を上げてきた

以来、滞納対策の取り組みを推

に滞納整理対策本部を設置して

混在状況が発生するのはいたし

ある今までの５年間であれば、

■議員 民営委託の移行期間で

方針を定めていきたい。

他都市の状況等の検証を行い、

対して誠実に対応していきたい。 ■市長 ⑴平成 年度も引き続

の気持ちで地元関係者の要望に

の推進に当たり、引き続き感謝

施している。今後も廃棄物行政

御理解をいただきながら順次実

を示すべきではないか。

ンの見直しに合わせ明確な方針

和について、県のマスタープラ

市街化調整区域の開発基準の緩

地元自治会に進捗状況を報告し、 地域経済の活性化の観点から、

構造部材の耐震化は、児童生徒

■教育長 ⑴つり天井を除く非

ように取り組むのか伺う。

が、老朽化対策についてはどの

造部材を除き一定のめどがつく

⑵学校施設の耐震化は、非構

市クリーンセンター対策委員会、 は現状にそぐわない規制である。 えるが、見解を伺う。

運動場を先行実施するとのこと

学校施設の耐震化について

ていきたい。

沿いの開発基準の緩和を検討し

解を伺う。

企業誘致と地域経済の活性
化について

■市長 本市では、平成 年度

の債権についても債権管理条例

方ないことだと思うが、一方、

討していきたいと考えている。

制度の導入の際の課題として検

たところだが、引き続き税番号

について調査・研究を行ってき

は、これまで他市の取組状況等

法ではないかと考えている。

ては、随意契約がより妥当な方

をしていきたい。契約方法とし

■副市長 細部にわたって検証

う方針は示すべきではないか。

意契約を前提に考えていくとい

市の基本的な方針に従って、随

いるが、本市としても、地域住

者が実施することと規定されて

は、廃棄物処理法において設置

辺の生活環境への配慮について

している。また、最終処分場周

り、それらの経費の一部に充当

を応分に負担していただいてお

運転及び維持管理に要する経費

方針がある中で、次の 年後は、 ついては、クリーンセンターの

札にはなじまないという明確な

民の要望が反映された振興策が

にして、本市の実情に合わせた

がら、周辺他都市の基準を参考

スタープランとの調整を図りな

⑵近々公表される鳥取県のマ

雇用の拡大を図っていきたい。

した誘致に努め、本市在住者の

引き続き鳥取県西部地域で連携

として評価されている。今後も

行政区域を越えた新たな取組み

促進補助金を設け、企業からは

して、鳥取県西部地域企業立地

また、圏域市町村の連携事業と

き関西機械要素展へ展示する。

命化の取組み中で検討するとい

■議員 全庁的なインフラ長寿

する必要があると考えている。

ラ長寿命化の取組みの中で検討

今後予定される全庁的なインフ

ているところだが、長期的には、

模改修を初めとする対策を講じ

育環境の改善を図るため、大規

従来から施設機能の維持及び教

⑵学校施設の老朽化対策は、

案しながら対応していきたい。

の耐震化の完了後に優先度を勘

るため、現在推進しているく体

や避難される方の安全を確保す

■議員 米子市クリーンセンタ

米子市クリーンセンターや
最終処分場等の運営につい
て

も随意契約と入札が混在するこ
とからさまざまな問題が懸念さ

について、一定期間を経過して

■議員 ごみの収集業務の委託

ごみの収集業務と資源化に
ついて

実施されるよう設置者に申し入

新たな立地基準の検討を行うこ

26

れていきたい。

れている。明確な方針を示すべ

10

他町村の焼却処理に係る費用に

市町村固有の事務であり競争入

25

を制定し、取組みの強化を図っ

24

ている。徴収の一元化について

17
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長寿命化計画の中では一つの検

設の統廃合というのもインフラ

■教育委員会事務局長 教育施

くるということか。

どにより統廃合の可能性も出て

うことは、今後の少子化問題な

成 年をめどに取り組むべきで

併特例債の活用を考えると、平

■議員 事業費については、合

を踏まえて協議していく。

等の検証や概算事業費の確認等

については、施設の位置、規模

の交差による影響が生じないよ

線については、東福原樋口線と

であると聞いている。安倍三柳

量詳細設計などを実施する予定

決定の作業を進め、その後、測

地元説明会を踏まえ、都市計画

長寿命化計画策定本部において、 ■総務部長 昨年の 月に成立

とから、まずは米子市インフラ

入に多額な財政負担が生じるこ

帳の電子化については、その導

識している。とりわけ、施設台

整備が課題であることは十分認

ついて、今後の考えを伺う。

あるとも聞いている。報酬等に

は、処遇面でさまざまな不満が

化している。現場の消防団から

行うなど、その活動内容が複雑

■市長 合併特例債は念頭にあ

■議員 東福原樋口線と交差す

を実施していきたい。

う、県と協議を重ねながら事業

を十分に検証する必要があると

化整備の必要性、費用対効果等

それぞれのインフラごとに電子

第 条に処遇の改善というのが

災力の充実強化に関する法律の

した消防団を中核とした地域防

12

ついて確たることは言えない。

していないのでスケジュールに

の工期に合わせて、前倒しして

るところまでは、東福原樋口線

も見据えた上で、それぞれのイ

考えており、今後の国の動向等

倉吉、境港、各市の動きも参考

規定されている。今後、鳥取、

がなされているのか伺う。

下の橋りょうの調査を平成 年

度に行い、既に策定している長

事務室や券売機、改札口等は２

設置するものである。いずれも

ルがある地上部分に新たに駅を

■市長 東福原樋口線の整備計

も含め見解を伺う。

ていると考えるが、県との協議

含め、事業の前倒しが求められ

後の圏域の道路整備のあり方も

伺う。

必要があると考えるが、見解を

徹底し、長寿命化計画を見直す

トックの把握とマネジメントを

対象外の橋りょうについてもス

また、橋りょう長寿命化計画の

帳の電子化は喫緊の課題である。

は、原子力災害に見舞われる可

■議員 消防団について、本市

成 年度には全団員へ救命胴衣

程度の予算措置をしており、平

り国の地方交付税算定基準と同

■総務部長 本市では、従来よ
いきたい。

寿命化計画との整合性を図って

るが、来年度に向けて予算措置

ていきたい。

■議員 平成 年度から５カ年

を図っていくべきものと考えて

の整備目標で計画されている県

■建設部長 今後、事業の細部

駅の整備プランに対し、ＪＲが

道東福原樋口線は安倍三柳線と

■議員 老朽化した道路、橋り

■議員 今年度から消防団装備

示した 億円の半橋上駅プラン

交差するため、安倍三柳線の予

いる。橋りょう長寿命化計画の

は具体的にどのような違いと影

定ルートや事業期間に大きく影

ょう等の社会資本整備について

について、県と協議を重ねてい

にしながら、全体の中で検討し

安倍三柳線の整備について

響があるのか。また、県の支援

は、ライフサイクルコストの削

に対する交付税が増額されてい

は 億円の半橋上駅プランが前

響すると考えている。また、県

減のためにも予防保全が重要で

見直しについては、橋長 ㍍以

提だと思うが、見解を伺う。

のマスタープランの見直しによ

あり、そのための調査と施設台

きたい。

整備することが最善ではないか。 ンフラごとに必要に応じて整備

討課題になろうかと考えている。 はないか。

米子駅南北一体化事業につ
いて
■議員 米子駅南北一体化事業
については、昨年末に事業着手
の方針を示されたが、事業着手
が困難としていた 億円の橋上

■市長 橋上駅は、自由通路の

年と位置づけられており、今

ると、安倍三柳線の事業期間も

階部分に設置され、自由通路か

画による安倍三柳線への影響に

■市長 ライフサイクルコスト

能性があることから避難訓練を

議員

ら直接接続できる。橋上駅と半

ついて、県では、現在、東福原

削減のためには予防保全が重要

わ た な べ じょう じ

橋上駅は設置する場所に違いは

樋口線のルート選定などの計画

であり、そのための調査と台帳

渡辺 穣爾

あるが、機能性、利便性に大き

案を作成中であり、作成後に本

消防団について

な差異はない。駅の位置、構造

市を含めた関係機関との協議、

であり、半橋上駅は、現在駅ビ

10

26

等については、今後、県やＪＲ

道路・橋りょう等の整備に
ついて

途中の線路上空に設置するもの

26

と協議していきたい。県の支援

を配布し、平成 年度には小型

平成 年度は消防団の無線受令

無線機を各分団へ配布している。

25

40

13

24

に支援する立場である。

すなど、消防団の活動を積極的

■総務部長 市職員に入団を促

組む考えか。

職については、どのように取り

■議員 公務員の消防団との兼

機の更新を計画している。

26

63

るが、まだ県やＪＲと話合いを

31

10

40

■議員 米の生産調整に協力し

携しながら推進していきたい。

みの拡大を鳥取西部農協等と連

組んでいく考えか。

ては、具体的にどのように取り

くると思うが、教育委員会とし

親に対する啓発が重要になって

館の建てかえ、淀江小学校・中

プールの改修、淀江中学校武道

ビの整備、淀江小学校体育館と

という緊急アピールを出された。 整備、淀江地区のケーブルテレ

について、保護者は勉強する」

学校の耐震補強、天の真名井の

例との関係等を総合的に鑑みる

ーズ、また米子市民自治基本条

考えると、その必要性、市民ニ

義、効果、効用、活用方策等を

て、市民憲章が果たす役割、意

■市長 現在の社会情勢におい

保存整備及びガイダンス施設の

ている農家に対し１万５０００

と、策定する優先度は低いので

生産調整廃止に向けた市の
取組みについて

円の交付金が交付される、いわ

水車小屋の整備、大和公民館の

■議員 合併協定の項目に、市

■教育長 学校を通じてＰＴＡ

章、市民憲章、市の歌・木・花・

ゆる減反制度が廃止された場合、

免農道の整備、宇田川地区暗き

改築、市営白浜住宅の建てかえ、 はないかと考えている。

啓発が、今年度は昨年度よりも

稲吉集落から本宮集落までの農

議員

ただし

正

鳥及び宣言については新市にお

研修等での啓発を呼びかけてお
だ

ょ排水路の整備、県営大淀地区

り、外部講師を招いての保護者

まつ

松田

多くの学校でなされている。今

いて調整するとあり、このたび

の歌をつくるとのことだが、市

の合併 周年記念事業で米子市

の歌と市民憲章との重さの違い

水質浄化などを実施してきた。

各学校と連携し、保護者啓発を

■議員 旧米子市民の方、旧淀

というのが、片方はやるが、片

削減して交付することとなった。

呼びかけ推進していきたい。

江町民の方が合併してよかった

方は優先度が低いというふうな

ネットリテラシー教育につ
いて
■議員 子どもたちをネット犯

と言っていただけるような施策

米子市全体で、平成 年産米で
約１億１７００万円の支払いが

をこれからもどんどん進めてい

特に大規模農家への影響は大き

る。この制度の見直しにより、
っているのか伺う。

現状どういった点に留意して行

やっているとのことであるが、

で丸 年となるが、合併の成果

旧淀江町が合併し、来年の３月

■議員 平成 年に旧米子市と

で、市のまちづくりの方向性を

■市長 以前、市民憲章や宣言

いのではないか。

ことで片づけられる問題ではな

いものと考えている。

■教育長 危険性を伝えるだけ

ただきたい。

■議員 今後、飼料用米、米粉

お ざわ

みつ お

出す動きがあったが、現在、市

江まちづくり推進室を設置し、

進することができた。また、淀

という観点から、どのようなま

ちづくりを進めるかを市民憲章

という形でする必然性について

■議員 米子市小中ＰＴＡ連合

意して取り組んでいる。

事にするということについて留

ット上でも同じように友達を大

かと考えている。

一体化してきているのではない

通して、市民の皆さんの意識も

一体性、公平性を図る取組みを

てきた。こうした旧市・旧町の

観光振興の一体的な推進に努め

憲章をつくる考えはないか伺う。 高めるためにどのような方策を

合併 周年記念事業として市民

市民の心を一つにするために、

■議員 旧淀江町、旧米子市の

い内容だとは思うが、認知度を

とを目的につくられ、すばらし

に生きててよかったなというこ

は、いかがなものかと考える。

増加している。今後、主食用米

会は「子どもにネット社会での

■企画部長 史跡上淀廃寺跡の

では ㌶であり、１年で約１㌶

25

尾沢 三夫

民自治基本条例をつくっている

ネット上では、誰もが被害者に

淀江地域の産業振興、文化振興、

の単価安定と米の作付面積維持

正しい判断力をつけるため、携

米子に住んでよかったな、米子

は認知度が低い。確かに内容は、

■議員 米子市民自治基本条例

のためには飼料用、米粉用など

帯・スマホ等の利便性と危険性

合併 周年記念事業につい
て

■市長 新市まちづくり計画に

ているのか伺う。

も加害者にもなり得る可能性が

米粉用米の作付面積は、平成

あること、また日常生活でもネ

ことが大切であると考えている。 掲げた施策はおおむね着実に推

るようだが、現在の生産状況と、 るのが望ましいかを伝えていく

17

■経済部長 本市の飼料用米、

今後、どのような方向性を考え

10

の非主食用米の定着が必要にな

年産米は約 ㌶、平成 年産米

24

ってくる。引き続き、この取組

10

10

76

議員

について伺う。

10

ではなくて、どのように利用す

合併の成果について

罪、あるいはネットいじめから

25

成 年産米まではその半額とな

26

用米に対する支援策が強化され

守るために、情報モラル教育を

あったが、平成 年産米から平

後も継続的に小中ＰＴＡ連合会、 の畑地帯の整備、淀江漁港内の

本市の水田農業にどのような影

㌃当たり

年産米から平

響があると考えているのか伺う。
平成

年産米まで、

■市長
成
10

26

１万５０００円を７５００円に

29
29
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帯にパンフレットを配布したほ

■企画部長 条例制定時に全世

えについて伺う。

とられたのか、また今後の心構

誇らしく思う。これからの米子

のことで、大変頼もしく、また

イザーに入っていただく予定と

りモデルのまとめ作業のアドバ

意義や方向性を示しながら理解

また、保護者に特別支援教育の

行っていくことが大切である。

を習得し、適切な支援、指導を

れたら、農事実行組合等に周知

見直される。制度の詳細が示さ

保全管理支払事業が特に大きく

度の創設により現行の農地・水

が大きくなってくるのではない

域活動などの互助が果たす役割

で行うのではなくて、自助や地

■市長 まちづくりは行政だけ

年期への移行、担当者の理解促

卒業後の関係機関との連携と青

導計画と情報の共有化、中学校

と支援、相談の充実、個別の指

支援体制の構築、早期の気づき

でも本市は断トツに低いが、見

県は全国平均より低く、その中

全管理支払事業の加入率が鳥取

■議員 現行の農地・水環境保

移行について説明していきたい。

でいる活動組織に対して制度の

かと考えている。

き方向性について、所見を伺う。 ■議員 幼児期からの一貫した

を広めていくことが大切である。 を図るとともに、現在取り組ん

議員

やすろう

市の市民協働に向けて、進むべ
いわさき

岩﨑 康朗

か、まちづくり講演会という形
で市民の皆様を招いて記念講演
会を開催した。また、本年２月
には、条例の趣旨である、市民
が主体となったまちづくりをテ
ーマに、米子市の未来づくり・

新しい公共の推進に向けた
協働のまちづくりについて
■議員 東日本大震災以降、地

より多くの組織に取り組んでい

ひとづくり講演会を開催し、２
域のきずなや人と人とのつなが

ただけるよう努めていきたい。

解を伺う。

７０人の方においでいただいた

■議員 新制度では、 ㌃当た

■経済部長 事務処理が割と簡

という意味では、ある程度盛り
りの重要性が再認識されている

りの水田で９２００円、畑で

進と資質の向上、以上のことを

上がりつつあるのかなという部

は、発達障がいのある、もしく

が喫緊の課題であると考えるが、 ■議員 特別支援教育について

今日、地域コミュニティの再生

は特別な支援を必要とする幼児・

５０８０円、草地で８３０円と

基本的な考えとして特別支援教

分もある。ただ、条例の趣旨で
見解を伺う。

児童生徒に早期に気づき、学校・

単になり取り組みやすくなる部

ある市民主体のまちづくりが浸

■市長 自治会を初めとする地

園において一体的に特別支援教

育を充実していただくよう要望

透していくまでには、条例の周

域の各種団体は、市政運営にも

分があるので、積極的にＰＲし、

知啓発に努めるばかりではなく

密接にかかわっており、その活

する。

て、条例の実践に向けた地域づ

大変大きな金額が出る。積極的

特別支援教育の充実につい
て

くりモデル事業の推進というこ

性化は非常に大きな課題である。 育を推進することが重要である。

お

とも、充実していかなければな

また、保護者の不安の解消や支

てる

地域コミュニティの活性化のた

わたなべ

渡辺 照夫

議員

らないと思っている。

援体制を充実させること、その

に取り組むべきでないか。

■経済部長 もう一つの事業で

ある農地維持支払についても農
支援教育の充実を求めて、市長

■議員 日本型直接支払制度は、

ための制度改正や機構改革が最

と教育長の所見を伺う。

農業の多面的機能の維持のみな

めには、自治会の加入促進に取

■市長 現在、米子市５歳児健

らず、単市土地改良事業を財政

■議員 平成の合併のとき、本

り組むことはもちろんだが自治

診の在り方検討会において、さ

的にも大きく補完する事業であ

市は人口 万都市を目指してい

■議員 何らかの形で米子市民

要があると思っている。

まざまな視点から議論を深めて

ると考える。活動組織づくりの

たが、結果的に淀江とだけ合併

であることに誇りを感じてもら

■議員 地域づくり推進事業の

おり、この検討会の答申を踏ま

取組みについて伺う。

業者のみでの取組みが可能とな

２地区でのモデルケースを通じ

え、具体的な施策を考えたい。

■経済部長 日本型直接支払制

重要課題であると考える。特別

の力で」という当事者意識が芽

■教育長 教職員一人一人が特

えるようなものを提供するため、 会活動が魅力あるものである必
また、心のつながりということ

生えてきたように感じるとの当

別支援教育に関する正しい知識

26

20

市長の政治姿勢について

るようＰＲを続けていきたい。

るので、制度を使っていただけ

を大切にしていくために、市民

局の所見に感銘を受けた。講師

に入れていただくよう要望する。 て「自分たちの地域は自分たち

憲章をぜひ合併 周年記念事業

の大杉教授には、平成 年度、

新たな農業政策となる日本
型直接支払制度の創設への
対応について

10

車尾地区と永江地区の地域づく

10
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をした。この近辺では、鳥取市、
松江市は大きくなり、出雲市に

よなご 会 議

備を進め、平成 年度末で公共

下水道の整備を予定している区

て、どのような見解か伺う。

■市長 現在の施設を維持し、

域の約

基本条例に基づき、市民に対し
てわかりやすく丁寧な説明に努

市債残高も同水準であると、市

％を整備したところ

めるとともに、情報提供の充実

ってしまった。今後、周辺市町

に努めていきたい。また、将来

民１人当たりの負担額は大きく

である。今後、面整備の完了

年の期間とおおよそ

に減少するとされており、今年

要であると考えているが、同時

ちづくりを進めていくことも肝

人口が減らないよう活力あるま

立と、さらなる普及促進を図り

能な下水道事業の経営体制の確

と推測される。今後とも持続可

ではないかと考えている。今後、 ４１０億円の費用が必要となる

るが、合併というのは本市だけ

度、庁内に人口減少対策会議を

ら、対応していきたい。

も人口の動向に注視しながら、

策を検討することとした。今後

まえて、施設の統廃合など、そ

に本市の中長期的な見通しを踏

推進を図っていくことにしてい

ながら、効率的、効果的な事業

業を精査するなど、持続可能な

る。

市長の政治姿勢について

行政運営を行っていく必要があ

原発の再稼働について

必要な対策を図ってまいりたい。 のあり方を見直したり、事務事

施設等もあふれている状況にあ
っては、積極的に働きかけをす

ると考えている。

について市民への説明会の開催

■議員 市民とのコミュニケー

や市民の意見集約を図るべきだ

べきと考えるが、見解を伺う。

■議員 島根原子力発電所をめ

■議員 下水道事業は開始から

と考えるが、所見を伺う。また、

■議員 財政の見通しについて、
いるか伺う。

年が経過しているが、整備率

再稼働等の問題を含め、どのよ

ションについて、政策決定の過

■市長 短期・中期的には行財

は人口普及率の ％にとどまっ

うに市民の合意形成を図ってい

程が見えないという声が上がっ
策決定のあり方について、どの

政改革の推進等により何とか収

ている。さらには、整備完了ま

■市長 周辺自治体の意向や、

ような考えかを伺う。また、人

支の黒字化を保つことが可能で

で 年、費用は４１０億円を要

今後の社会情勢の変化などを見
■議員 大型事業に取り組む姿

口減少、少子化、高齢化が予見

あると見込んでいる。長期的な

ぐる扱いについて、中国電力と

勢について、中学校の給食、公

される転換期にはリーダーの資

見通しは、今後の人口減少、高

短期、中期、長期別にどう見て

会堂の問題、そして特にＪＲ南

質が最も求められるものである

素を勘案しながら決定しなけれ

向上を最優先に、もろもろの要

市の発展と市民の皆様の福祉の

ては、平成 年に制定した米子

■市長 政策決定の手法につい

伺う。

大 型 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 米子市政への取り組みについて

伸びていくと見込まれるため、

する一方、社会保障費はさらに

化を勘案すると、税収等が減少

齢化の進展などの社会状況の変

る。未接続状況の分析や市民ニ

問を持たざるを得ない状況であ

について、費用対効果の面で疑

すると言われており、将来展望

適合性の審査結果に基づき、国

原子力規制委員会の新規制基準

■市長 再稼働に当たっては、

くのか伺う。

65

の一連の交渉経緯や考え方など

北一体化事業の問題があるが、

が、将来を見据えたこれからの

米子市公共下水道特別会計
の将来見通しについて

決定のプロセスに問題があった

40

23

めていきたい。

への情報提供や状況説明等に努

ばならない。今後は適宜、議会

合的に判断するよう努めている。 口減少で、１人当たりの将来負

市民ニーズ等を把握した上で総

く市民の皆様のご意見を伺い、

市市民参画推進指針に従い、広

かと考えるが、将来負担につい

■議員 人口減少、生産年齢人

ではないかと考えている。

非常に厳しい財政運営となるの

水質保全を目的として準備、整

向上のみならず、公共用水域の

■市長 水洗化による公衆衛生

費用について所見を伺う。

前提に、今後の見通し、期間、

ーズをきちんと把握することを

住民に対するきめ細やかな説明

いる。また、中国電力にも周辺

判断していただきたいと考えて

地域住民の安全を第一に考えて

ての説明責任を果たすとともに、

において安全性と必要性につい

■市長

と考えるが、見解を伺う。

きわめながら対応していきたい。 ている。市民にわかりやすい政

財政の見通しについて

■議員 人口減少時代において

情勢の変化などを見きわめなが

周辺自治体の意向や今後の社会

設置し、人口減少に効果的な対

本市の人口は約 年後に 万人

23

で決められる問題ではないので、

■市長 常に門戸は開放してい

までに

も抜かれて、本市は４番手とな

24

なり、財政運営も厳しくなるの

議員

62

を見据えた取組みについては、

とう

12

村との合併は考えているのか。

い

伊藤ひろえ

30

情報提供や説明責任については、 担は重くのしかかるのではない

17

平成 年に制定した米子市自治
24
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市、市議会とも相談しながら総

のと思っており、鳥取県、境港

住民に対する説明がなされるも

えていない。国や中国電力から

■市長 住民投票については考

伺う。

ではないかと考えるが、見解を

ついて、住民投票を実施すべき

■議員 原発の再稼働の可否に

いる。

て総合的に判断したいと考えて

市と連携し、市議会とも相談し

の意見を踏まえ、鳥取県、境港

市としてはそういう場での市民

会の開催を要請しているが、本

生産年齢人口減少の抑制につな

に移住してもらうと、少子化や

いが、若い世代のファミリー層

■企画部長 特に年代は絞らな

ているか伺う。

市ではどの層をターゲットとし

開を行うべきだと考えるが、本

ら 代に定めて集中的な施策展

り、重点的ターゲットを 代か

て、若者層の定住化が重要であ

■議員 定住策の取組みについ

考えている。

の確保に取り組んでいきたいと

雇用環境などを把握して、雇用

■企画部長 高齢者、障害者等

改善策はないのか伺う。

齢化の進展でバスの低床化の要

■議員 市民アンケートでは高

る状況である。

在のところ、導入を見送ってい

等の問題から、バス事業者は現

待は持てるが、導入に係る経費

■企画部長 利便性の向上に期

できないか伺う。

入について適正や可能性を検討

一つにＩＣカードがあるが、導

地元企業あるいは市民のニーズ、 高める取組みの具体的な施策の

いて検討していく必要があると

は、ＰＦＩの導入の可能性につ

石と重なるという問題があるが、 インフラの大規模改修等の際に

望が多い。低床バスが道路の縁

考えている。

あるので、本市としても今後の

中で指針として示される予定で

等の総合的な管理計画の策定の

総務省から要請される公的施設

ＦＩの今後の活用については、

の前提になると考えている。Ｐ

ットがあるといったことが導入

ストを含めた長期的な財政メリ

シャルコスト及びランニングコ

サービスの向上が図れる、イニ

■市長 ＰＦＩの導入は、市民

て、所見を伺う。

う声もあるので、将来の経営推

地下駐車場は利用しにくいとい

要なことだと思っている。また、

除しないという視点は非常に重

■副市長 あらゆる選択肢を排

根本的な改善策について伺う。

上、最善の方法とは言えない。

■議員 赤字を計上している以

ると考えている。

しており、最善の運営方針であ

法である指定管理者制度を導入

■建設部長 民営化の一つの手

検討すべきと考えるがどうか。

肢を排除しない姿勢で見直しを

場事業の撤退などあらゆる選択

求して民間委託、ＰＦＩ、駐車

計を立てながら、根本的な改造、

の移動等の円滑化の促進に関す
る法律における道路移動等円滑

がる効果があると考えている。

整備ということもこれから真剣

かと考えている。市が運営する

ー、ＤＶ対策をするため、人身

■議員 鳥取県警は、ストーカ

ＤＶ、児童虐待などあらゆ
る暴力防止の取組みについ
て

に考えていきたい。

■議員 国が地域交通に関する

必要性や必然性があるのか、そ

安全関連事案対策本部プロジェ

米子駅前駐車場事業の見直
しについて

合的に判断していきたい。

化基準に基づき、各道路管理者
が舗道と車道の段差を低くする

さまざまな支援策を積極的に打

の目的、意義について伺う。

クトチームを発足したが、本市

などの改善に努めている。

■議員 雇用対策について、ビ

ち出している中、本市において

■議員 民間資金等活用事業、

子市駐車場整備計画において、

■市長 駅前地下駐車場は、米

地域交通について

ジョンや計画、専門知識を持っ

公共交通機関を必要とする人の

ＰＦＩの推進について、さきの

■議員 米子駅前地下駐車場事

た人材の確保が必要である。本

利便性を高める施策は検討して

経済財政諮問会議で民間議員か

労を促進するために、松江市、

規学卒者などの中海圏域での就

について、バス業者と協議して

就職情報などの提供、就職相談、 識の高い高齢者の方々への対策

ーネットを利用した地元企業の

いるところである。

％の人は全くバスを利用しな

用促進については、調査により

トナーシップ事業の推進につい

があった。このような官民パー

算定の中に入れるべきとの意見

の行革の取組みを地方交付税の

業にどれだけ取り組んだかなど

点からＰＦＩなどの官民連携事

ら、頑張る自治体を支援する観

■議員 市民の最善の利益を追

に寄与していると考えている。

性の向上や周辺道路の渋滞緩和

がある。また、駅利用者の利便

車場として位置づけられた経緯

うために一定量を整備すべき駐

民間駐車場の供給不足台数を補

高校生に対するＤＶ学習への協

ＤＶ予防啓発として、県が行う

員を配置し対応するとともに、

■市長 被害者相談は婦人相談

みについて伺う。

が必要だと考えるが、その取組

としても、より一層の予防啓発

業は、民営化するべきではない

市が主体となる計画、具体的な

いるのか伺う。

合同企業ガイダンスなどを実施

■議員 バス利用者の利便性を

安来市、境港市とともにインタ

して就職支援を図っていきたい

民間資金等活用事業の推進
について

取組みについて、所見を伺う。

■企画部長 公共交通機関の利

20

■経済部長 平成 年度から新

雇用の創出と定住策の取組
みについて

30

と考えている。また、引き続き

26

いことから、比較的バス利用意

70
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平成 年１月から３月までの間、 える。そこで、環境学習の重要

あると考えるが、見解を伺う。

の活動に取り組むことが重要で

あらゆる場面において市民本位

よって、市民と市役所が接する

性や必要性がますます高まって

■市長 自治体は最大のサービ

境の問題解決の確実な方法と言

いると考えるが、本市として環

ス産業であるという観点から、

■議員 待機児童対策について、 完成を予定している。その後、
設備の調整、厨房機器試運転及

境学習をさらに推進していく考

横浜市は重点的な予算配分も行
われているが、待機児童をゼロ
び調理の試行等を行う。また、

えがあるのか伺う。

力を行っている。
防啓発について、市民の認識を
にするという行政、職員の意識
各学校の配膳室等の整備を平成

■議員 あらゆる暴力防止の予
深めるためには、公民館での研
改革が最も大きく、あらゆるこ

ことにしている。課題としては

月に中学校給食を完全実施する

エコクラブ活動や出前講座等を

や関心を高めるために、こども

■市長 環境保全に対する意識

外部講師による市民対応力向上

であると認識している。毎年、

市民満足度、ＣＳの推進は重要

年度中に実施し、平成 年４

修や小地域懇談会などに類した
本市として具体的な働きかけは

給食の動きそのものと事務的な

取組みが求められると考えるが、 と に 取 り 組 ん だ と 聞 い て い る 。
所見を伺う。
しているか伺う。

習会のほかに、公民館祭での啓
２００人に拡大し、３歳未満児

に認可保育所の入所定員枠を

いて、マニュアル等をつくって

課題としてアレルギー対策につ

こと、それからもう一つ大きな

たな環境イベントの開催などを

クを活用した環境学習講座や新

成の啓発冊子、よなごエコブッ

行っている。今後は、今年度作

向上に努めている。

ＣＳを高めるよう、職員の資質

口で来客者との対応を行うなど、

研修の中で、実際に総合案内窓

年度

■福祉保健部長

発活動や民生・児童委員、学校

いるので、十分に説明して理解

会を開催して啓発に取り組んで

ついては平成 年度にあけぼの

平成

■福祉保健部長 ＤＶ等の予防

27

27

啓発については、高校生への学

26

保護者の皆さん等を対象に学習

23

人、平成 年度にいづみ保育

幼稚園の認定こども園化により

を得た上で、実施、開始につな

通して、多く市民の皆様に学習

■議員 授乳室や託児室の設置

啓発活動に取り組んでいきたい

各課とも連携しながら効果的な

ると考えているので、県や関係

解していただくことが重要であ

五千石保育園、住吉保育園の改

図った。さらに平成

年度は

より 人の受け入れ枠の拡大を

園及び福米保育園の改築事業に

な 実 施 に 努 め て い た だ き た い 。 が参画できるような取組みは考

さんと十分な協議を行い、円滑

しないよう、学校や教職員の皆

に当たっては、学校現場が混乱

■議員 中学校給食の一斉開始

げたいと考えている。

のように、小中学校の児童生徒

体感することができる体験学習

の池を活用し水質改善について

■議員 湊山公園内の日本庭園

■市長 庁舎内の授乳室につい

か伺う。

ーの駐車場スペースにできない

めに地下駐車場をバリアーフリ

齢の方、障がいのある方々のた

機会を提供できるよう努めたい。 について伺う。また、妊婦や高

■議員 鳥取県は保育料無料化
の考え方を示しているが、その
連携について伺う。

能な方策を積極的に実行してい

育て支援事業計画においても可

る予定である。なお、子ども子

校のノウハウを共有するため、

ている淀江中学校、箕蚊屋中学

■教育長 中学校給食を実施し

所見を伺う。

ーターの方々に意見を伺ってみ

市の子ども、エコクラブのサポ

っている水鳥公園の指導員や本

どもたちと環境学習をともに行

■環境政策局長 日ごろから子

えているか伺う。

いと考えている。車椅子により

いては、庁舎管理上、適切でな

バリアーフリー駐車場設置につ

対応している。地下駐車場への

職員がお子さんのお相手をし、

だいている。託児所は現在なく、

ては地下医務室を利用していた

きたい。

校長会では自主的に見学に行っ

たいと考えている。

村保育料軽減等モデル事業を考

連施策として、中山間地域市町

■教育長 新設センターの建設

について伺う。

の中学校給食の進捗状況と課題

■議員 平成 年４月実施予定

く取組みは、市役所全体での市

■議員 市民満足度を上げてい

職員が対応している。

呼出用ブザーを押していただき

介助等が必要な方には、上り口

東側玄関口スロープを利用され

たり、職員を派遣して給食体験

えている。これは、鳥取県みん

民志向の戦略と組織の仕組みに

中学校給食の進捗状況につ
いて

なで取り組む中山間地域振興条

工事については、近日中に工事

受性や見識を持つ人づくりが環

入札を行い、今定例会で議決後、 は、まず環境に対する豊かな感

市民満足度の向上について

例に規定する中山間地域に限定

４月から工事に着手し、 月の

■議員 環境問題解決のために

されており、本市は対象区域と

12

環境学習について

させる取組みを行っている。

26

34

されていない。

■福祉保健部長 県は子育て関

45

27

子育て環境の充実について

修改築により 人の定員増を図

いる。市民の皆様により深く理

24

25

と考えている。
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状態で仕事ができる環境を労使

と体のバランスを保ち、健康な

レスを受ける現代社会では、心

■議員 さまざまな場面でスト

調の予防に努めている。

施等により、メンタルヘルス不

子支社と協議しながら事業を進

機能の回復については、ＪＲ米

由通路で支障となる米子駅ビル

場は本市が事業主体である。自

■建設部長 自由通路と駅南広

■企画部長 交通量調査等の結

方策を考えているか伺う。

業化するために今後どのような

■議員 この中海架橋構想を事

踏み切った。

会再開ができるのではというこ

階の土産物店や喫茶レストラン、 効果を明らかにすることで協議

るが、駅舎２階にある食堂、１

果を踏まえて、国や鳥取県、島

改装整備は検討しているか伺う。 とで協議が整い、今回の調査に

コンビニ店等について、移転や

根県に示し、また、中海架橋建

■市民生活部長 該当者の方に

できないか。検討状況を伺う。

となっているが、これを簡単に

■議員 更新手続は３年に一度

に検討をしている。

自治体の状況を見ながら具体的

事項の取り扱いについて、他の

格などの外国人住民特有の記載

当たって、国籍、地域、在留資

■市民生活部長 制度の運用に

とについて、検討状況を伺う。

対象者を外国人住民に広げるこ

対象とした制度とするため登録

⑴安全衛生委員会は定例開催
が行われ、実態把握やメンタル
ヘルス対策についても取り上げ
られているのか伺う。

議員

伺う。

するべきだと考えるが、所見を

家による相談体制の充実を検討

心と体のバランス分析や、専門

■建設部長 県からの協力支援

た確認事項について伺う。

県との協議の中で事業化に向け

はどういうものか、またＪＲや

の整備について県の協力支援と

■議員 米子市南北自由通路等

予算計上した。これは、両市が

本市の負担額が確定した段階で

当初に安来市が全額予算化し、

の調査費予算計上については、

■議員 中海架橋に関する今回

度のことか。

ないかということを通知する程

はがきなどで、更新するか、し

■議員 簡便な方法とは、往復

析を行い、中海架橋の必要性、

がつくり上げていくことが市民

めたい。自由通路をつくること

設連絡協議会の再開に向けた活

職員のメンタルヘルス対策
について

サービスの充実を図る上でも極

で影響のある部分については、

動に活かしていったり、米子境

個別に案内し、登録内容に変更

めて重要だと考える。

本市の負担であり、駅ビルのそ

港地域と道路のあり方勉強会で

がない方や継続される方につい

■市長 ⑴職場活性化運動で、

については、事業計画を確認し

連携し、架橋の経済分析等を実

望される方については、基本的

米子駅南北自由通路等整備
事業について

今年度は職場環境アンケートを

た上で、県議会の意見も聞きな

施するのが目的であるが、そも

にはそのまま自動更新という形

議員

みたい。

■市民生活部長 登録内容に変

増進にきめ細やかなケアができ

員を配置し、職員の心身の健康

⑵今年度から新たに健康相談

ものである。

ングで行うかなどの協議を行う

画決定等について、どのタイミ

協定、また、自由通路の都市計

設けており、共同で費用便益分

ため、米子市・安来市連絡会を

況にある。この状況を打開する

ているが、再開されていない状

取県、島根県に対し要望を続け

協議会の早期開催について、鳥

■企画部長 中海架橋建設連絡

登録者のみならず、市民全員を

２年以上前から実施している。

るということで、本市としても

の中で一番効果がある制度であ

元調査をさせないという取組み

■議員 本人通知制度とは、身

この運用開始時期について伺う。

業を進めていると聞いている。

ということに対し、現在検討作

ついては基本的に自動更新する

は継続をされる希望のある人に

録内容に変更のない人、あるい

更のない方、あるいは継続を希

るよう、体制を整えている。具

して自由通路と駅南広場の２つ

て、月１回の衛生委員会の開催、 ■議員 この事業のイメージと

体的なメンタルヘルス対策とし

がポイントであると認識してい

■議員 更新手続において、登

で取り扱いたいと考えている。

産業医の健康相談、メンタルヘ

本人通知制度について

できるだけ簡便な方法を考えて

行い、その結果をもとに所属ご

がら財政支援を行うとのことで

そも、どのような経緯で共同調

⑵パソコンソフトを活用した

こ ばやし し げ よ し

の他の部分についてはＪＲ米子

の検討等に使っていきたいと考

ては手続きが省略できるよう、

小林 重喜

支社が行うと解釈している。

えている。

とについて話し合い、職員が互

ある。また、事業化に向けた確

査をすることとなったのか伺う。

中海架橋構想について

いに協力して、明るく働きやす

認事項の内容については、ＪＲ

に し か わ しょう ぞ う

い職場づくりに取り組む活動を

米子支社との設計協定及び工事

西川 章三

実施している。

ルス研修及びストレス調査の実

園の場合の第２子所得制限撤廃

■議員 ２歳児拡大分と同時在

者の拡大を図っている。

ごろの運用開始を目指している。 制限を撤廃することにより対象

制度要綱等を精査し、本年７月

分の予算内訳について伺う。

の場合の第２子について、所得

■市民生活部長 事務処理方法、 国の制度改正により、同時在園

載も検討していきたいと考えて

ームページや広報よなごへの掲

ついて公表している。米子市ホ

税専用サイトにおいて、使途に

か、定例記者会見、ふるさと納

の使途の報告を送付しているほ

全員に、がいなよなご応援基金

■企画部長 寄附いただいた方

そのルートは維持して中心市街

駅を中心とした既存バスがある。 であると考えている。

■市長 本市には、放射線状に

ると考えるが、見解を伺う。

民にとっては不公平が生じてい

方や南部・箕蚊屋地区などの市

しか利用されておらず、弓浜の

トだけで一部の地域の方だけに

■議員 だんだんバスは１ルー

考えており、今後も必要な制度

街地の健全な発展に貢献したと

や農林業などと調和のとれた市

街化の拡散を防止し、自然環境

■市長 線引きについては、市

るが、見解を伺う。

変更の検討・議論が必要と考え

議員

きよし

いる。

た

■福祉保健部長 平成 年度実

いな

児拡大分がおよそ１００人で

績をベースに推計して、２歳

（その他の質問項目）

想でだんだんバスは始まったも

地を回るバスをつくるという発

る。市の中心地以外の住民から

の格差はますます広がりつつあ

■議員 市街化区域と調整区域

は、もっと周辺市街地活性化に

〇安心・安全なまちづくりにつ

のであり、その考え方は公共交

間路線が撤退するときにやっと

ロコロのように、弓浜などの民

■議員 淀江地区のどんぐりコ

口、産業の見通しから現状の市

■市長 線引きの見直しは、人

たことはあるか伺う。

きについて議論したり、検討し

市長になられて 年、この線引

通の会議等でも認められている。 力をいれるべきとの声がある。

そこを補うためにだんだんバス

街地を拡大する必要があると認

〇教育環境の充実について

いて

８５０万円、同時在園の場合の
第２子所得制限撤廃分がおよそ
円で、合計２４３６万９０００

を走らせるという考え方である

められる場合に、面的整備の実

１００人で１５８６万９０００
円の予算増加を見込んでいる。

のか伺う。
■議員 ふるさと納税は、今年

ふるさと納税について

■市長 そのような場合にはだ

会一致を踏まえて、平成 年度

議員

施が確実な区域を対象として農

度は最終的に幾らになるのか伺

やすし

んだんバスに限定はしないが、

にその予算が反映されたが、そ
う。

くにとう

業施策等との調整を図りつつ行

の概要を伺う。

国頭 靖

行政として何らかの代替手段を

うこととなっている。市長にな

績については、平成 年２月末

■企画部長 ふるさと納税の実

の解消が喫緊の課題であり、低

万円である。平成 年度実績と

件、寄附金額は約２億６４００

現在の寄附件数は２万３０３５

た経緯について伺う。

■議員 だんだんバスの始まっ

対象者を拡大することとした。

みとして、幼稚園就園奨励費の

との判断から、本市独自の取組

る。

００万円程度になると推測され

００件、寄附金額で約２億７５

しては、寄附件数で約２万４０

年４月から市内中心部の主要施

調整規制の廃止により、平成

成 年２月に乗り合いバス需給

循環バスの実験運用を開始、平

魅力ある米子をつくっていくこ

口増加も見込めない現在、今後、

に市民アンケートを実施し、現

した松江市は線引き廃止を前提

■企画部長 平成 年７月から

具体的には、国基準で、満３歳

■議員 ふるさと納税の使途を

設を巡回するだんだんバスを運

14

14

行開始した。

とを考えると、線引きを含めた

状を打開しようとしている。人

以上が支給対象のところ、新た

積極的に公表すべきであると考

拡大することとしている。また、 えるが、見解を伺う。

に２歳児以上が対象となるよう

■議員 広範囲にわたって合併

都市計画の見直しについて

検討していく考えである。

料について、本市では待機児童
年齢児を幼稚園において受け入

だんだんバスの運用につい
て

れることが課題の解決に資する

26

25

13

○住みよい米子市について

（その他の質問項目）

は行っていない。

計画がないため、見直しの検討

ってからは、対象となる事業の

10

稲田 清
保育料等の軽減について
■議員 昨年９月定例会で、陳
情第 号私立幼稚園就園奨励費

24

■福祉保健部長 幼稚園の保育

26

施策の充実を求める陳情書の全

助成制度の拡充等の子育て環境
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おかもと

たけ

し

岡本 武士
議員

さんにわかりやすく説明し、ま

施策を行っていくかを市民の皆
計の額を伏せているわけではな

ていると認識している。特別会

■議員 本市の財政状況は財源

いきたいと考える。

目指していく市政運営を行って

められるなど、地域の活性化に

断する都市計画道路の整備が進

道４３１号と内浜産業道路を横

上の人が出入りしており、崎津、

う状況を脱却できてないと思う。 ■議員 米子空港では 万人以

く、一定の資料の中では明らか

大篠津町、和田町を素通りさせ

た、各分野でそれぞれでどうい

財政健全化を続けながら、やり

る手はないと考えている。この

資する事業が進められている。

たい事業がある場合、その財源

３つの地区に人、物、金、情報

不足の場合、借りては返すとい

いるものである。職員一丸とな

があるのかを伺う。

が集まるように、一つのまちと

にしていると認識している。

ってこの実現のために頑張って

■副市長 財政健全化自体が目

して魅力あるまちづくりをして

う施策を行っていくかを示して

いきたいと考えている。

的ではなく、住民サービスを充

いくことについて、本市の企画

る数字から推測すると、市民１

■議員 本市から公表されてい

債務額の公表について

実、向上させるために財政を健

部や建設部等で取り組んでいく

■議員 市町村要覧によると、

米子いきいきプランの達成
について

全化すべきと考えている。今ま

平成 年度の普通会計決算の中

つよし

でも十分な財源があったわけで

考えはあるか伺う。

や くら

はなく、今後も楽観視できない

■市長 地元の方々ともいろい

議員

ので、積極的かつ慎重な財政運

ろ相談させていただいており、

今、本市の 年度であれば、地

負担ということが書いてある。

で、将来にわたる実質的な財政

会計のみならず、特別会計も含

ている。金利を含めた分を一般

円ぐらい背負っていると認識し

人あたり、公債費を含めて 万

財政運営と諸事業との整合
性について

矢倉 強

営が求められると考えられる。

方債、債務負担金、それらをす

んで市民に負担がかかっている。 成が過去最大規模となっている

が、もし達成できない場合に責

となってやっていくわけである

への達成に向けて、市民と一体

て、２０１１年から２０２０年

る。米子いきいきプランについ

ていく役割があると考えてい

判断するために、市民に伝え

にしている。立場上、正確に

いになるのではという声を耳

またでは介護保険料も３倍ぐら

道料金も ％上がり、また、ち

なっている。この 月にも下水

万３０００円程度払うように

なっている。通常、市債額を示

ら繰り入れるというシステムに

一定ルールに従って一般財源か

特別会計等については、それぞ

額を公表するのが通例であり、

■市長 通常、一般会計の債務

表してもらえないか伺う。

金利等を合わせて返済総額を公

していかないと解決できないと

する精神を持ち、みんなが協力

市民と市職員が互いに痛み分け

■市長 厳しい財政運営は続く

る危険性があるが見解を伺う。

じると考えられる。負担に耐え

事業を進めると、地元負担が生

して体力のない本市が連携して

■議員 国の景気回復対策に対

特例給付金などが要因である。

時福祉給付金や子育て世帯臨時

市 の 債 務 残 高 、 債 務 負 担 行 為 、 同調理場整備事業のほかに、臨

考えている。そうした中で、本

と推測されるが、活力あるまち

下水道事業特別会計については、 かねて本市の財政状況が悪化す

れの会計の中で処理する、また

づくりと市財政健全化の両立を

■市長 小中学校の耐震化や共

した上での計画かを伺う。

であるか、また財政運営を勘案

が、これらがタイムリーなもの

園、また和田、崎津地内には国

人口芝サッカー場のある運動公

た大篠津町の空港移転跡地には

いなタウンにメガソーラー、ま

■市長 この地域には、崎津が

う。

ついてはどう考えているのか伺

いった空港周辺地域の活性化に

が、崎津、大篠津町、和田町と

の活性化には熱心のようである

投じられている。本市は旧市内

ら国の肝いりで数千億の巨費が

ートウェイとして 年以上前か

■議員 米子空港周辺は西のゲ

米子空港周辺の活性化対策
について

任を取るか否かについて伺う。

すときは、一般会計の額を示し

75

■市長 総合計画、米子いきい

■議員 来年度の米子市予算編

べて差し引きした中で、負担が

24

きプランは目標としてどういう

24

10

40

42

10

業を進めている。

ら、国・県とも連携しながら事

そういう中で要望等も承りなが

50

たつ

や

議員

公明党議員団

やす ぎ

のか伺う。

連携強化にどのように取り組む

必要だと思うが、各市町村との

いりたい。

居住環境の維持向上に努めてま

度導入事業実施本部に個人情報

ては本年１月に設置した番号制

らに対応するため、本市におい

営住宅とのバランスを図りつつ、 されることとなっている。これ

れる入居者については、他の市

を保護する専門部会を設け、条

ており、公共工事の発注に当た

要な公共事業の予算確保に努め

も国の経済対策などに応じて必

■市長 本市としてはこれまで

具体的な支援策について伺う。

■議員 地元建設業に対しての

見解を伺う。

市営住宅の適正な戸数について

いようにお願いしたい。今後の

■議員 マイナンバーの広報に

切な対応を図っていきたい。

例規則の整備や職員研修等の適

も堅持していきたいと考えてい

に発注する方針について、今後

から、原則として地元業者優先

っては、地元経済活性化の観点

定個人情報保護評価制度も導入

■経済部長 鳥取県西部地域振
入居者が、居住に関して困らな

■議員 廃止・凍結した住宅の

興協議会の音頭とりで、平成

素展へ西部圏域市町村が連携し

ついて、どのように推進・対応

年度は東京の企業立地フェア、

て出展し、西部地域の情報発信

■市長 計画では平成 年度ま

域企業立地補助金を設け、圏域

ており、計画の見直し、次期計

での目標を１４２５戸と設定し

討についての考えも伺う。

するのか、また徴収一元化の検

る支援のほか、平成 年度から

る。また、既存の融資制度によ

平成 年度は大阪の関西技術要

を行った。また、鳥取県西部地
に新規進出された企業を連携し
て支援することとしている。

などの社会情勢を勘案して管理

帯の動向、国の住宅政策の動向

画の策定に際しては、人口・世

おいて適切に対応を検討してい

動向などを踏まえ、実施本部に

時期などについては、今後国の

■市長 具体的な広報の内容、

度を創設して、さらなる資金繰

ける事業者に対する利子補給制

資金融資制度により、融資を受

は新たに小規模事業者経営改善

まとまった段階で用地取得費や

うこととなり、計画がある程度

保・造成については市が直接行

■市長 今後は、新規用地の確

の推進計画について伺う。

きるのか心配である。企業誘致

って、今後円滑な企業誘致がで

こととなっているが、この計画

済情勢の動向に基づいて見直す

将来的な住宅事情など、社会経

な考えとしてうたわれている。

的なランニングコストが基本的

住宅ストックの形成誘導、将来

ティネットの確保、良質な賃貸

計画については、住宅のセーフ

■議員 米子市営住宅長寿命化

マイナンバー法によって目的外

■市長 個人情報については、

に検討されているのか伺う。

切に運用するために、どのよう

応して、個人情報保護制度を適

■議員 マイナンバー制度に対

る。

市民自治活動の推進につい
て

■議員 自治会の加入促進支援

の状況及び効果について伺う。

■市長 昨年の５月１日現在の

自治会加入率は ・９％で、こ

市役所内部での連携を円滑に行

大垣住宅が 戸中 戸の入居、

をした市営住宅の入居状況は、

開発行為等の手続きについても、 ■市長 計画で廃止の方向付け

する必要もあろうと思う。また、 の入居状況について伺う。

なリスクがあるのか、そのリス

情報を保有することでどのよう

強化される。また、新たに個人

限され、違反した場合の罰則も

利用や外部提供がより厳しく制

あると認識している。

経済を支える重要な基幹産業で

域の雇用を確保するという地域

安心・安全な暮らしを守り、地

■市長 地元建設業は、市民の

の見解を伺う。

安全につながると思うが、市長

の啓発チラシの配布、市役所ロ

参考に、市の窓口や成人式等で

いているほか、先進地の事例を

治会加入推奨に役立てていただ

手引きを作成し、各地域での自

合会と一緒に自治会加入促進の

での取組みでは、米子市自治連

経営されることは、本市の安心・ こ数年減少状況である。これま

■議員 地元建設企業が元気に

地元企業対策について

して今後検討していきたい。

イナンバー制度導入後の課題と

いて調査・検討してきたが、マ

これまで他市の取組状況等につ

きたい。徴収一元化については、 りの円滑化を図ることとしてい

戸数の目標を設定してまいりた

造成費用の予算措置を講じるこ

において廃止・凍結された住宅

い。

ととなるので、迅速に対応する

うため、情報の共有や協力体制

尚徳住宅が 戸中 戸の入居、

クをいかに軽減・緩和するのか

マイナンバーの取組みにつ
いて

ためには臨時議会等により対応

市営住宅について

26

安木 達哉
企業誘致と推進計画につい
て
■議員 これまで本市の迅速な
企業誘致に大きな役割を果たし

24
を自ら評価し公表するという特

64

てきた土地開発公社の解散によ

33

25

■議員 企業誘致に関しては、

の強化に努めていきたい。

であり、引き続き入居を希望さ

博労町住宅が 戸中 戸の入居

38 16

今後鳥取県西部圏域との連携が

44 31

24

19
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開設など実施してきた。今後も

ビーでの自治会加入相談窓口の
■市長 がん検診受診率の向上

について伺う。
■市長 平成 年６月１日現在、

について伺う。

運営の研究など、米子市自治連

加入促進方法、魅力ある自治会

市各部局、各窓口での有効的な
け活動を行っている。平成 年

活改善推進員による細かい声か

のため、地区保健推進員や食生
なっている。また、法改正に伴

がい者の実雇用率は１・ ％と

本市管内の民間企業における障

25

⑴国内外からの誘客対策につ

いて、以下伺う。
いて

⑵皆生温泉のまちづくりにつ

合会と協力して、自治会加入促
診啓発を行ったり、乳がん検診

度は、本市のツイッター等で受

ろ、米子管内で法定雇用率を達

ハローワーク米子に伺ったとこ

■市長 ⑴スカイマーク就航に

雇用状況に関する資料はないが、 してのヨシ焼きについて

い新たに雇用対象となる企業の

よる路線増設や鳥取・松江道開

⑶水鳥公園の水質改善策等と

いて

進を支援していきたい。
の無料クーポン券対象の 歳女

78

■議員 自治会の魅力を高め、

25

のり

こ

る。市内各自治会では特色ある

は大変重要であると認識してい

を高め、活動の充実を図ること

を図る意味で、各自治会の魅力

■企画部長 自治会の加入促進

を提案する。見解を伺う。

間の交流や情報交換を行うこと

地域を活性化するための自治会

ないか、また検査を自己負担し

査でＰＳＡ検査を加える考えは

えてきたが、本市の特定健康診

ＳＡ）検査を実施する会社が増

定期健診で前立腺特異抗原（Ｐ

■議員 前立腺がんについて、

り受診者数が増加した。

全てのがん検診において前年よ

した。その結果、肺がんを除く

性に対し電話での再勧奨を実施

結ぶ、特定子会社や就労継続支

■議員 障がい者と雇用契約を

率を達成している。

人であることから、法定雇用

対して、市役所の実雇用者数も

雇用すべき障がい者数が 人に

あるが、法定雇用率で算定した

達成割合が ・０％とのことで

成している民間企業は

のリニューアル等、まち歩き拠

の足湯の整備、素鳳ふるさと館

を進めており、現在までに潮騒

客の滞留拠点とするまちづくり

観光センター周辺を市民や観光

⑵官民が一緒になり、米子市

報酬及び費用弁償に関する条

■総務部長

ではどうなっているか。

措置されているが、本市の条例

報酬や出動手当について交付税

が図られることとなった。年額

消防団の処遇改善と装備の拡充

議員

事業が行われており、これら事

た場合の費用について伺う。

例により、団員の階級で年額

紀子

業についての自治会長間での情

■福祉保健部長 現在、国の指

点の整備を実施した。引き続き

２万２７００円、１回当たりの

はら

報交換や自治会広報誌を利用し

援Ａ型事業所があるが、それぞ

地元関係者と協議し皆生温泉の

出動手当として２８００円と定

原

た紹介、また自治会間の交流に

針に前立腺がん検診はない。特

れの雇用状況について伺う。

⑶昨年 月に行政機関や地元

活性化に向け取り組んでいく。

がら観光客の増加を目指してい

ーター便などの機会を生かしな

防団を中核とした地域防災力の

■議員 昨年の臨時国会で、消

ズ客船の寄港や海外からのチャ

ある。なお、市役所における障

の上乗せや、報酬・出動手当の

められている。

額の改善について条例改正を求

自治会等の方々で構成する検討

環境への影響などについて検討

めているが、本市の取組みはど

障害のある方が 名働いている

を行ったが、実施の結論には至

うか。

きない。費用を全額自己負担し

らず、今後ヨシ刈りを行うこと

■議員 成立した法では、退職
あり、本市が支給決定している
人数は１１９名である。

で湿地保全に努め、刈り取った

■総務部長 退職報奨金につい

報奨金の全階級での一律５万円

■議員 本市での障がい者の雇

観光振興策について

する条例により定めているが、

ヨシの有効活用についても研究

協議会を立ち上げ、ヨシ焼きを

用状況（率）と新たに雇用対象

■議員 本市の観光振興策につ

ては米子市非常勤消防団員に関

行うことの法律の適合性や生活

ない。あらゆる方法で検診受診

となった企業の雇用状況につい

を行っていくこととした。

と伺っている。就労継続支援Ａ

米子市消防団の

がい者の実雇用率は２・ ％で
23

型事業所は西部圏域に 事業所

11

充実強化に関する法律が成立し、

89

きたい。

消防団の処遇改善について

ついても、米子市自治連合会と

定健康診査の検査項目は国にお

社は㈱大山ドリーム１社であり、

■市長 本市における特定子会

社 で 、 通による利便性の向上、クルー

一緒になり研究していきたい。

いて定めているので、ＰＳＡ検

53

た場合は５６６０円である。

率向上に向けた対策を講じなけ

て、また市役所の雇用状況（率）

障がい者雇用対策及び自立
支援策について

ればならないが、各種がん検診

に検診率のアップに繋がってい

検診の拡充・実施では思うよう

市で実施している土・日、休日

■議員 がん検診について、本

がん対策の取組みについて

査を本市独自で加えることはで

50

事業について、対策と取り組み

23

21

21

12
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新規の 歳女性が３００人、未

改善についても、県内他市の動

向け作業中である。団員の処遇

付金の支給手続きとスケジュー

■議員 子育て世帯臨時特例給

に支給開始したい。

えたいが、できるだけ早い時期

なる子どもの読書意欲向上を図

し出しも倍増したが、今後さら

り利用客が増え、児童図書の貸

後、児童図書室の充実などによ

■教育長 図書館リニューアル

市でも導入してみてはどうか。

■市長 女性特有のがん検診推

組みを伺う。

いるところだが、本市での取り

奨と再勧奨の効果が確認されて

診率向上策として、個別受診勧

■議員 女性特有のがん検診受

○市民の健康と障がい者福祉に

○環境問題について

（その他の質問項目）

は、これまで無料クーポン券を

対象者が一巡した。本市として

受診者が１１６０人と見込んで

きも参考に検討していきたい。
ルについて伺う。

るため、親子で参加できる手書

がん対策の取組みについて

■議員 米子市消防団の定員の
■福祉保健部長 支給手続きは

きの読書記録帳つくりなどの企

ある。こういったアイデアを本

推移はどうなっているか。
支給対象者の申請に基づき給付

時期について言及することは控

■総務部長 条例で定められた
決定する。スケジュールは、支

現在担当課が早期の条例改正に

定員は５４４人で、実員５１３

いて、現在のような一部直営、

ついて

いる。

人であり、定数充足率は ・３

進事業は、平成 年度に開始し

一部業務委託という中途半端な

やす

安田

篤

議員

あつし

画を検討したい。

％である。東日本大震災の後、

平成 年度で無料クーポン券の

たいと考えている。

送付した方のうち未使用者に対

■議員 市立図書館の運営につ

■議員 申請をしていただくも

運営は見直し、職員にとって働

して再度無料クーポン券を送付

きるだけ早い時期に支給開始し

のであるので、広報等の徹底を

きやすい職場環境を整備しなけ

増加傾向にある。

お願いしたい。

し、検診の重要性の認識と受診

受診勧奨を図りたい。再勧奨リ

の動機づけを啓発し、さらなる
ューアルを機に、職員の増員や

て、事業者と地元が合意形成す

体的な実施方法を模索中である。 ■議員 産廃処分場設置につい

コールについては、効果的で具

るまでには、住民が行う意見書

ればならないと考えるが、どの

図書館長の位置づけについても

■議員 未受診者については、

の提出と、その回答として事業

ような見解か伺う。また、リニ

されていない方から、市民税が

検討すべきと思うが、見解を伺

もう一度チャンスがあれば受診

者が作成する見解書のやり取り

（その他の質問項目）

課税されている方の扶養親族と

う。

率が高まる可能性が高いと思わ

○市長の政治姿勢について

生活保護受給者を除いた方とな

■教育長 運営については、先

れるが、どのような方法を講じ

■議員 臨時福祉給付金の給付

っているが、この徹底をどのよ

進他都市の事例も参考にしなが

淀江産業廃棄物最終処分場
について

うに図るのか伺う。

ら、指定管理者制度も含め、よ
究していきたい。職員体制につ

りよい管理運営方法について研

高い年齢層や受診率の特に低い

電話やはがきなどで、り患率の

られるのか、また目標人数は何

るか伺う。

いが、やり取りに制限回数はあ

■福祉保健部長 方法としては、 解するよう努めなければならな

人か伺う。

■環境政策局長 関係住民の意

で、両者が相互に相手の立場を

ては、事前にできるだけ対象者

いては、利用者の推移を見きわ

年齢層等にターゲットを絞り込

議員

めながら、管理運営方法のあり

む等を考えている。目標人数は、 見書の提出について回数の規定

えつ こ

ていきたい。

方とあわせ研究していきたい。

子宮頸がん検診では、新規の

や

■議員 本市での支給はいつご

もに楽しみながらたくさんの本

■議員 滋賀県甲賀市は、子ど

歳女性が 人、未受診者が１１

かさ

養者情報の整理について、おお

を読んでもらうため、読書通帳

８０人であり、乳がん検診では、 ャッチボールのように質疑応答

の把握をした上で、広報に努め

むね６月末を目標に事務を進め

を配布し、判こがたまるとプレ

■福祉保健部長 所得情報・扶
こう か

から出される見解書により、キ

はなく、意見書に対して事業者

尊重し、相手の意見・見解を理

る予定であるが、このほかにも

ゼントがもらえるということで

20

図書館の充実について

さまざまなデータ整理等の準備

70

ろを予定しているか

が必要であり、現段階では支給

笠谷 悦子

だ

給開始する準備が整い次第、で

40

■福祉保健部長 対象者につい

臨時福祉給付金及び子育て
世帯臨時特例給付金につい
て

21

対象者は、市民税均等割を課税

25

94
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るべきである。本市もオブザー

立ての状況など情報公開に努め

的な連絡会などを開催し、埋め

ことが必要である。また、定期

立入調査できる組織を設置する

り運営されているのか監視し、

るとすれば、事業計画書のとお

■議員 産廃処分場が設置され

されると理解している。

視点を持った収支計画を立て、

かにするとともに、歳入確保の

経費を含めた将来の負担を明ら

に当たっては、施設改築・更新

代を迎える。今後整備を進める

開始時の施設は改築・更新の時

■議員 本市の下水道整備事業

点で未定である。

の使用料改定については、現時

入確保を図っていきたい。今後

大や接続促進を進めることで収

■市長 手続き規定に沿えば、

検討されるのか。

民からの請求があれば、市長は

して選択できるものである。市

思表明できる市民参加の方法と

■議員 市民投票は、市民が意

ことしで５年になる。中海会議

■議員 森山堤防 ㍍開削から

とされている。

切な対策を協議・検討すること

生じたと判断される場合に、適

たな水質改善策を講じる必要が

めて本市としての認識を伺う。

バーで参画し掌握すべきと考え
適切な経営分析を行う必要があ

要約して掲載しました。

的な変化が確認されるなど、新

おいて、中海全域の水質に継続

防の開削については、協定書に

る場として設置されている。堤

に関する諸問題を協議・検討す

■市長 中海会議は、中海の水

るが、市長の見解を伺う。
る。明確な経営見通しが必要と

市政一般に対する質問

■市長 地元住民の理解が得ら

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、

れ処分場が設置されることにな

ではなく、規定に沿えば当然検

■議員 市民投票は市長の考え

ないと考えている。

に市民投票ということにはなら

あり得るかもしれないが、即座

■副市長 モニタリング評価の

期だと考えるが、見解を伺う。

をとるよう強固に働きかける時

し、効果がなければ、改善措置

険性がある。開削の効果を分析

るずると引き延ばされていく危

の今の状況では、開削問題がず

議員
（市民派）

けんさく

かせない社会資本であり、長期

討しなければならない。以前、

なかがわ

的に安定した経営を持続してい

■議員 今後出てくるであろう

中川 健作

生活環境の保全、特に公害防止

くためには、経営の健全性や計

島根原発再稼働の問題について、 中海淡水化の賛否について市民

れば、地元住民の皆さんの安心・ 思うが、市長の見解を伺う。

の観点から、県と連携してかか

画性、透明性の向上を図る必要

安全の確保が大前提であるので、 ■市長 下水道事業は市民に欠

わっていく必要があると考えて

があると考えている。今後、地

（その他の質問項目）

見通しを明確にしたい。

り綿密な経営分析を行い、経営

方公営企業法の適用を通じ、よ

■市長 市民投票ついては、し

市長の見解を伺う。

投票の対象になると考えるが、

り、自治基本条例に定める市民

この問題は市政の重要課題であ

討していただきたい。

ぜひ、市民投票制度の採用を検

問題は重要な政策課題である。

市民の生存にかかわる再稼働の

生の実現は本市にかかっている。

■議員 堤防開削などの中海再

めていきたい。

ており、幹事会などで議論を深

的な分析結果なども必要と考え

投票条例を制定した本市として、 公表を求め、専門家による科学

公共下水道事業の着実な推
進について

○小中学校の諸課題について

市長は市民の意思を受けとめ、

■議員 昨年、下水道使用料が
％値上げとなり、使用料算定

かるべき手続きを踏む必要があ

の使用料収入見通しについては、

■下水道部長 平成 年度以降

用料改定を検討するのか伺う。

平成 年度に審議会を開催し使

使用料の推移についての見解と

うということは考えていない。

えている。即座に市民投票を行

民の皆様の考えを伺うことと考

れ、そういった場面を通じ、市

る住民説明が行われると考えら

国や中国電力から再稼働に対す

基準適合性審査結果等に基づき、

行うことであると考えるが、改

ば大海崎堤防の開削等の対策を

をモニタリングし、必要があれ

目的は森山堤防 ㍍開削の効果

■議員 中海会議設置の最大の
60

かけを行うことを要望する。

早期の結論を求め、強固な働き

ると考えている。今後、新規制

整備済み区域における人口減少

中海再生について

○市長の政治姿勢について

島根原発再稼働への対応に
ついて

いる。

60

期間は平成 年度までの４年間
28

となっている。その後の下水道

10

の影響は受けるものの、整備拡

29
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有効活用するという視点は、今

設に頼ることなく既存の施設を

ってくると思われる。施設の増

たまちづくりの検討が必要とな

市としても施設の統廃合を含め

転換も避けて通れなくなり、本

換していくことにより、政策の

たいと考えている。

町村の責務は十分果たしていき

定めてある子育て支援に係る市

ても、子ども・子育て支援法に

であると考えている。本市とし

現在において非常に重要なこと

負うものであるとは考えている

意見があったと聞く。また、都

可欠で、行政の協力が必要との

共施設の進出など環境整備が不

者への調査では、自由通路、公

■議員 誘致に関する民間事業

の可能性を模索していきたい。

も連携し、民間事業者等の開発

社会全体で支援していくことは、 協力をし、経済界、関係機関と

が、未来を担う子どもの育成を

市再生特別措置法並びに地域公

るべきであり、ＪＲ米子支社と

由通路整備事業と並行して進め

■教育委員会事務局長 米子市

伺う。

かどうかの判断の期限について

え、明道公民館の耐震化を行う

■議員 耐震改修促進法を踏ま

面から検討を行っている。

学校との連携、利便性など多方

耐震改修との比較を、整備費用、

候補地の検討を行い、現公民館

会において、新築移転の場合の

ため、庁内に設置した検討委員

■教育長 整備方針を決定する

捗状況を伺う。

じん

後あらゆる場面で生かされるべ

■議員 今後、国の動向などに

共交通の活性化及び再生に関す

待機児童対策について

議員
（仁）
き考え方である。ぜひとも新制

より、いろいろと検討課題も出

る法律の一部改正も予定されて

ひでふみ

度を利用し、待機児童の着実な

てこようかと思うが、しっかり

かも

解消を図られたい。

と対応していただき、本市にお

み

■議員 待機児童対策について、

三鴨 秀文

まず思いつくことは、受入施設

いるが、これらの法律を活用し、 耐震改修促進計画では平成 年

なく、本市の財政運営に与える

施設の増設に安易に頼るのでは

うまでもなく、本市で暮らす子

ーがあるが、最終的な目的は言

いては、現在さまざまなメニュ

■議員 本市の子育て支援につ

収集に努めていきたい。

かどうか、国の各部署への情報

■副市長 事業化の対象になる

税財政、金融上の支援を受ける

場合の条件について伺う。

■議員 新築移転の検討を行う

すべきと考えるが、所見を伺う。 画に基づくこととなる。

ことで、民間企業の誘致を促進

■教育委員会事務局長 移転先

修ということになれば、この計

度までとしており、仮に耐震改

子育て支援の拡充について

ける子育て支援を充実されるよ

の増設であるが、人口減少時代

将来的な影響を考えながら、慎

どもたちの健やかな成長であり、

となる適地があるか、また進入

う要望する。

重に判断すべきであると思われ

■議員 ＪＲ用地である駅南の

に突入していく社会において、

る。待機児童抑制へ、別の方法

子育て支援はそのための手段で

路等の環境整備に係る財政事情

を考えていくべきと考えるが、

開発に当たっては、本市が中心

の子育て支援に対する理念や思

との兼ね合い、そして第一に、

ある。ただし、この手段は市長

すぎたにだい し ろう

いのもとでこそ、実効性のある

地域住民の方のご理解だと考え

■市長 子ども・子育て支援新

手段となり得る。市長は米子市

的役割を担うのか。

制度の方向性がはっきりとは示

のリーダーであり、政治家であ

■議員 米子駅南北自由通路整

■副市長 ＪＲと本市が全力で

されていないが、新制度へ移行

る。子育て支援に対しても大変

備に際しては、駅南地区の事業

が出せるよう努力していく。

コモ
）
議員（ ン
ズ

することで、保育サービスに対

興味を持ち、力を入れて取り組

整備構想を並行して準備してい

■議員 耐震性の問題から明道

〇山陰歴史館整備事業について

（その他の質問項目）

杉谷第士郎

する財政支援が拡充され、定員

んでいきたいと考えておられる

く必要があると考える。駅南地

公民館の新築移転の要望が出て

る。

割れの幼稚園の空き教室など、

と思うので、本市における子育

区への民間事業の誘致はどのよ

いるが、その対応について、進

協力し合うことが大事であり、

既存施設の有効活用が図られる

て支援に対する市長の理念や思

うに取り組むのか伺う。

■議員 平成９年に最初の要望

ことにより、施設の増設に頼る

い、意気込みについて伺う。

■市長 駅南地区の開発は、自

が提出されて以来、既に 年が

ことなく、待機児童を解消し得

■市長 子育て支援について、

その上で、行政としての視点が

るようになるのではないかと期

子育ては家庭が基本的な責任を

米子駅南北一体化事業の推
進について

待している。

明道公民館の新築移転要望
への対応について

■議員 人口減少へと社会が転

重要であると考える。

所見を伺う。

27

明言はできないが、早期に結論

■教育委員会事務局長 時期の

出るのか。

経過している。いつごろ方針が

17
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■福祉保健部長 重要な課題で

の普及啓発をしてはどうか。

るが、支援策として知識や技術

負担感が軽減できるものと考え

知識や技術を身につけることで

重いものである。介護に役立つ

帯にとって、その負担は非常に

に老老介護と言われる高齢者世

■議員 在宅介護は、家族、特

芽が出てくるような良好な関係

非常に裾野が広い。経済活動の

あり、産業との関連性で見ると

機関であることに大きな意味が

■議員 鳥大医学部は研究学術

であると考えている。

て医療産業も非常に重要な分野

そ集積したもので、本市にとっ

う研究所などは米子であればこ

医院も多く、医療ロボットを扱

属病院を初め、総合病院や個人

■市長 本市には鳥大医学部附

ないか伺う。

入を検討してはどうか。

導入される。本市においても導

女性に割り当てるクオータ制が

務員の採用において３割以上を

■議員 平成 年度から国家公

理職も少ない現状ではあるが、

採用が少なかったため、女性管

■総務部長 過去、女性職員の

はないか。

ある。積極的な取組みが必要で

６％で、本市は県内で最下位で

■議員 県内の女性管理職の登

総合的に判断している。

かかわらず、能力・経験により

管理職の登用に関しては性別に

テムを構築することにあると考

ス提供を行う地域包括ケアシス

多職種がかかわり合い、サービ

■福祉保健部長 医療・介護等

まって機能することが必要であ

■議員 医療と介護、両方が相

であると考える。

高齢者の生活を支えていくもの

のである。それぞれが連携し、

身体介護及び生活支援を行うも

型訪問介護・看護は、高齢者の

％、４市では倉吉市が最高の ・ るのに対し、定期巡回随時対応

用率は、琴浦町が最高の ・３

える。

総合的に判断し、登用している。 るが、市の役割をどう考えるか。

登用に関しては、能力・経験を

■議員 在宅医療の推進は、市

の医療的なケアを行うものであ

は、在宅で暮らす高齢者のため

■福祉保健部長 在宅医療体制

について伺う。

護、この２つのシステムの関係

高齢化社会対策について
■議員 日ごろから健康意識を
高め、健康の保持・増進を進め
ることが、要介護者の増加に歯

た健康管理を提案している。

康相談等を通じ、その方に合っ

また、各地区での健康教育、健

ランスの推進、男女の均等な機

会の確保、ワーク・ライフ・バ

業の活性化の促進による雇用機

がら、企業誘致の推進、地場産

国・県等の関係機関と連携しな

職登用状況の推移と現況に対す

■議員 本市の女性職員の管理

■議員 経済戦略と雇用戦略の

■議員 よなＧＯＧＯ体操など

会の確保、障がい者雇用を促進

る所見を伺う。

どめをかけることにつながると

であり、今後、研究してみたい。 本市の戦略的産業とする考えは

あるので、研究していきたい。

を築いていくことを要望する。

■総務部長 公正・公平に採用

じん

■市長 経済戦略については、

持対策の取組状況について伺う。 ビジョンについて伺う。

考えるが、本市における健康維

中小企業対策の推進、商業の活

議員
（仁）

■福祉保健部長 健康維持対策

性化、産学金官連携の推進、新

にとって、今までにない新たな

としゆき

としては、各種がん検診と健康

しており、クオータ制の導入は

なか だ

診査を受診していただき、生活

産業創出の支援、起業推進を図

中田 利幸

習慣病の早期発見と早期治療、

っている。雇用戦略については、

経済活性化と雇用創出につ
いて

重症化予防に取り組んでいる。

介護予防策の普及に当たっての

する普及活動の推進など、雇用

■総務部長 本市の女性管理職

くに こ

提案だが、市内にはフラダンス

環境の整備を図っている。

かどわき

愛好会など、いろいろなサーク

■議員 総花的であり、ビジョ

ムス
）
議員 （ カ
リ

ルがあり、楽しく活動されてい

は平成 年４月現在で６人、割

門脇 邦子

る。そのような既存の活動と連

ン達成のためのプロセスが見え

ある。女性職員について、一定

性の確保に対し、有効な施策で

■議員 クオータ制は優秀な女

考えていない。

携を図っていきたい。

管課において各関係機関との連

■福祉保健部長 それぞれの所

の体制の整備について伺う。

業務である。本市における今後

■議員 だれでも安心して、住

み慣れた自分の地域や家で老い

ていくことができる万全の地域

包括ケアシステムを構築される

大医学部があるが、医療産業を

てこない。そこで、本市には鳥

こ数年は５％を推移している。

合は６・９％となっており、こ

期巡回随時対応型訪問介護・看

宅医療体制と、 時間対応の定

■議員 かかりつけ医による在

○教育行政について

○市民自治推進について

（その他の質問項目）

よう要望する。

どうか。

在宅医療・介護について

むよう要望する。

の枠組みを設け、採用に取り組

22

43

■福祉保健部長 興味深い提案

男女共同参画推進について

携するような方法を開発しては

26

24
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（23）

■議員 適当な時期において見

いきたいと考えている。

の企業立地については緩和して

■建設部長 市街化調整区域へ

伺う。

いと考えるが、いかがお考えか

に郊外に広がる）することはな

スプロール化（市街地が無計画

だと思っているので、一部の学

刺激を受けるすごくいい取組み

■議員 子どもたちにとって、

いきたいと考えている。

方々に学ぶ活動を今後も進めて

る。このような地域におられる

いただき講義を行った学校もあ

西部中小企業青年中央会に協力

活動をしている学校や、鳥取県

な職業の方から貴重な話を伺う

中で、卒業生や地域のいろいろ

■議員 史跡公園化は白紙撤回

考えている。

ると同時に観光の効果もあると

た国指定の重要な史跡を保存す

■市長 生涯学習、学校教育ま

う受けとめているのか。

がないと判断していることをど

使うことに ％以上の方が効果

ているのか。 億円近い税金を

る。これで効果があると理解し

いと答えた方は ％を超えてい

は７・２％で、現状と変わらな

としての効果があると答えた方

■議員 史跡公園化が観光資源

と考えている。

■市長 学生にとっての利便性

ではないか。

受け皿をつくるのが本市の役割

大学医学部から求められたこの

よるまちづくりをみると、鳥取

目指している専門学校等誘致に

うみるのか。鳥取市や倉吉市が

に受け入れた経済波及効果をど

医学部の１年次を湊山球場跡地

米子市は、１６０人の鳥取大学

波及効果があると推定している。

り年間 億１２００万円の経済

３２０名の看護大学の計画によ

している。倉吉市は、学生数

で年間 億９０００万円と推定

波及効果は、平成 年度の想定

すると見込んでいる。この経済

■議員 市街化区域と市街化調
整区域との線引きの見直しは、
本市においても人口、産業の見
通しから必要に応じて適宜、適

設 置 す る な ど の 対 応 を と れ ば 、 いる。その事前・事後の指導の

直す必要性があるので、検討い

校だけではなく、全部の学校で

すべきである。跡地利用につい

にじ

ただくよう引き続き要望する。

実施されることを要望する。

上で事業選択すべきではないか。 ということでグラウンドの話が

ては、市民の意識調査を行った

あり、現在、鳥取大学とはいろ

議員
（虹）

■議員 本市に住みながらでも

いろと話をしている。その場所

ほ

松江市、安来市、境港市は通勤

■市長 今後、市民の皆さんに

ち

切に行われるという発言があっ

圏内であり、他市から見ても相

この計画について周知等を図っ

やまかわ

たが、本市の将来の人口減少、

互に通勤圏内である。本市のキ

山川 智帆

産業商品販売額減少のデータを

ャリア教育をしていく中で、圏

市街化区域と市街化調整区
域との線引きの意義、問題
点について

踏まえた上での、本市における

雇用施策と教育との関連性
について

線引きの意義を伺う。今こそ必

内の地元の経済人などから出前

とおる

通

要な時期ではないか。

えんどう

遠藤

展のためには必要な制度と考え

調和の取れた市街地の健全な発

ては、自然環境や農林業などと

と考えている。自分自身の進路

ことは大変有意義な活動である

を学校に招いて話をお聞きする

■教育長 地域で活躍される方

みを検討されてはどうか伺う。

人の市民の皆さんに協力をいた

園化については、私が１１５９

■議員 湊山球場跡地の史跡公

本市の土地や民有地など別の場

駐車場、グラウンドについては、

■市長 鳥取大学の要望である

に応えるべきではないか。

大学に提供するという市民の声

利用ということを考えると鳥取

２％であり、優先度の高い跡地

（その他の質問項目）

てくことが大事である。

皿として積極的に環境整備をし

としては湊山球場跡地ではなく

ている。線引きの見直しについ

や将来設計に関心・意欲を持つ

だき集約したアンケートの結果

ていきたい。

ては、現在は考えていない。

ことは、学習態度・生活態度に

によると、極めてニーズが低い

所でということで話をしている。

別の場所でということで話をし

■議員 将来に向け、線引きの

大きく影響を与えると思ってお

■議員 鳥取市は、専門学校を

■議員 市民アンケートの中で

調整を経過的に見直して、縛り

り、本市においても、中学校２

と考えるが、所見を伺う。

誘致し、５６０人の学生を確保

授業をしてもらうような取り組

をある程度個別法で対応できな

年生で、家庭や地域社会とも連

ることが最善の事業手法である

■市長 史跡公園として整備す

ている。

いか。例えば、水道や排水など

携を図り協力いただきながら、

について

○都市計画道路市道安倍三柳線

市民の声は ％、史跡公園は ・ ■議員 米子市は、学生の受け

は公道のある程度のところまで

職場体験学習などに取り組んで

鳥取大学に提供すべきだという

29

持ってきてもらって、そこから

■建設部長 線引き制度につい

一 院
）
議員 （ ク
ラブ

10

10

は自分たちで合併処理浄化槽を

湊山球場跡地の活用と鳥取
大学医学部の支援について

50

10

50
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・米子市議会基本条例
・米子市議会基本条例
・米子市議会議員政治倫理条例
・米子市議会議員政治倫理条例
を制定しました
を制定しました
平成26年３月定例会に議案として上程していた「米子市議会基本条例」及び「米子
市議会議員政治倫理条例」は、３月26日の本会議で可決、成立しました。
いずれの条例も平成26年３月27日に公布され、公布の日以後初めて行われる一般
選挙（平成26年６月22日実施予定）による議員の任期の初日（平成26年７月１日の
予定）から施行されます。

☞ 米子市議会基本条例
議会基本条例は、議員定数・議会改革等調査特別委員会において、平成23年
３月から27回の審議と市民説明会やパブリックコメントを経て、平成26年３月
26日の本会議において、可決、成立しました。
この条例は、議会は、常に市民の代表機関であることを自覚し、市民及び市長
等との関係、議会及び議員の活動原則など、議会に関する基本的な事項を定める
ことにより、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な
市政の発展に寄与することを目的とする条例で、８章と16条及び附則で構成さ
れています。

☞ 米子市議会議員政治倫理条例
議員政治倫理条例は、米子市議会基本条例の議員の政治倫理に関する規定に基
づき制定するもので、議員は、市民の厳粛な負託を受けたものであることを認識
し、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位に
よる影響力を行使して自己の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めるこ
とにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正し
い認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与すること
を目的として、14条及び附則で構成されています。

詳しくは、米子市議会ホームページに掲載しておりますので、ごらんください。

第37号（季刊）

平成26年６月１日

お知らせ

７月定例会の日程

平成 年６月 日までの任期

満了に伴う選挙が６月 日に行

われる関係上、通常６月に行わ

れている定例会は、７月に行わ

れます。日程は、改選後に決め

られますので、決まり次第ホー

ムページに掲載いたします。

日程について、詳しくは議会

事務局までお問い合わせくださ

い。
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平成26年２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１号

平成25年度米子市一般会計補正予算（補正第６回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第２号

平成25年度米子市下水道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

平成26年３月定例会提出議案等審議結果一覧表（1）
番

号

件

議案第３号

功労者の表彰について

議案第４号

名

付託委員会

結

果

－

原案同意

全会一致

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

建設水道

原案可決

全会一致

議案第５号

米子市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等
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６号

米子市いじめ問題検証委員会条例の制定について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第７号

米子市廃棄物の処理及び清掃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

米子市社会教育委員に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第９号

米子市青少年問題協議会条例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10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11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12号

米子市都市下水路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

米子境港都市計画下水道事業受益者負担に関する条
例等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

行政財産の無償貸付けについての議決の一部変更に
ついて

経済教育

原案可決

全会一致

議案第15号

財産の処分について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第16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17号

市道の路線の廃止について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第18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19号

米子市水道事業会計資本剰余金の処分について

建設水道

原案可決

全会一致

議案第20号

平成25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21号

平成25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
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平成26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22号

平成25年度米子市下水道事業特別会計補正予算（補
正第５回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第23号

平成25年度米子市農業集落排水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24号

平成25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25号

平成25年度米子市水道事業会計補正予算（補正第１
回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第26号

平成26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27号

平成26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28号

平成26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29号

平成26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30号

平成26年度米子市下水道事業特別会計予算

予算審査

原案可決

賛成多数

議案第31号

平成26年度米子市駐車場事業特別会計予算

予算審査

原案可決

賛成多数

議案第32号

平成26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

賛成多数

議案第33号

平成26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

賛成多数

議案第34号

平成26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

全会一致

議案第35号

平成26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

賛成多数

議案第36号

平成26年度米子市水道事業会計予算

予算審査

原案可決

賛成多数

議案第37号

平成26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38号

財産の処分について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第39号

工事請負契約の締結について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第40号

工事請負契約の締結について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第41号

工事請負契約の締結について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第42号

財産の取得について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第43号

財産の取得について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第44号

財産の取得について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第45号

財産の取得について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第46号

財産の取得について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第47号

財産の取得について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第48号

財産の取得について

経済教育

原案可決

全会一致

議案第49号

米子市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例の制定について

総務企画

原案可決

全会一致

議案第50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51号

固定資産評価審査委員会委員の選任について

－

原案同意

全会一致

議案第52号

米子市議会基本条例の制定について

－

原案可決

全会一致

議案第53号

米子市議会議員政治倫理条例の制定について

－

原案可決

全会一致

議案第54号

米子市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定
について

－

原案可決

全会一致

議案第55号

米子市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

－

原案可決

全会一致

議案第56号

米子市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に
ついて

－

原案可決

賛成多数

議案第57号

食の安全・安心の確立を求める意見書の提出について

－

原案可決

全会一致

第37号（季刊）
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（28）

平成26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

議案第58号

手話言語法（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１号

人権擁護委員候補者の推薦について

－

原案同意

全会一致

報告第１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（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５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）

－

－

－

平成26年３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107号

米子市議会「陳情の取り扱い」を修正しないことを
求める陳情

議員定数・
議会改革等
調査特別

陳情第108号

「手話言語法」制定を求める意見書の提出を求める
陳情について

市民福祉

陳情第109号
陳情第110号

米子市議会における陳情書の取り扱いについて
「陳情書」を従来どおり「請願書」と同様の扱いに
することを求める陳情書

結

果

不採択

賛成少数

採

択

全会一致

議員定数・
議会改革等
調査特別

不採択

賛成少数

議員定数・
議会改革等
調査特別

不採択

賛成少数

継続審査 となっていた陳情の審議結果一覧表
番

号

件

陳情第103号

名

島根原発の再稼働に対する慎重な判断を求める陳情

付託委員会

結

原子力発電・
エネルギー問
題等調査特別

継続審査

果
－

原

石橋

敏雄

紀子

佳枝

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（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。

〒683-8686

米子市加茂町一丁目１番地

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 をクリック

メール：gikai@city.yonago.lg.jp
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。

