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平成 年９月定例会の
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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。

等調査特別委員会

25

■原子力発電・エネルギー問題

【９月 日開催】

係る住民説明会について

・米子市広域住民避難計画に

■行財政改革問題等調査特別委

29
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【９月 日開催】

について
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・美保基地における陸自輸送
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・次期輸送機Ｃ―２の配備の
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▽ 意 見 書 ▽ ９月定例会で次の意見書が可決されました。
奨学金制度の充実を求める意見書
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難がある大学生等を対象とし
た国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年３％を上限とする利息付の第二種奨学金があり、平
成２４年度の貸付実績は、第一種が約４０万２０００人、第二種が約９１万７０００人となっている。

しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加する中、長引く不況や就職難など
から、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増しており、平成２４年度の返還滞
納者数は約３３万４０００人、期限を過ぎた未返還額は過去最高の約９２５億円となっている。
同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設
け、平成２４年度からは無利息の第一種のみ「所得連動型無利子奨学金制度」を導入しており、さらに平成
２６年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常
の返還期限猶予期間の上限が１０年間であるなど、さまざまな制限があることに対して問題点が指摘されて
いる。
よって、政府におかれては、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわらず、安心して学業に専
念できる環境をつくられるよう、下記の事項について求める。
記
１

高校生を対象とした給付型奨学金制度は拡充を行い、大学生などを対象とした給付型奨学金制度を早期
に創設すること。

２

オーストラリアで実施されているような、収入が一定額を超えた場合に、所得額に応じた返還額を、課
税システムを通じて返還ができる所得連動返還型の奨学金制度を創設すること。

３

授業料減免を充実させるとともに無利子奨学金をより一層充実させること。

４

海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため、官民が協力した海外留学支援を着実に実施
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２６年１０月３日

米
内閣総理大臣

文部科学大臣
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会
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平成25年度決算に係る決算審査特別委員会指摘事項
審査の結果、大変厳しい財政状況を踏まえながら、米子市の将来と住民生活に責任を持つ行政運営上、特
に重点的かつ早急な対応と改善を要すると思われる事項に関して、委員会において指摘された点については
次のとおりである。
１

国県対応について
国県対応については、国県の情報をいち早く察知し、本市の行政運営に適切に活用することが極めて重
要である。国県から直接、情報収集を行うなど、よりスピード感を持ち、対応に当たられたい。
２ 防災対策の充実について
防災対策の充実については、自主防災組織に関して、地域での広がりが徐々に見られるが、さらなる結
成率の向上に努める必要がある。既存の組織についても育成を促進し、活動を活性化させることにより、
地域防災力の向上を図られたい。
また、近年、頻発する災害及び認知症高齢者などの行方不明の多発に伴い、防災無線の重要性が高まっ
ている。防災無線の内容を再度確認できるテレホンサービスは有効な情報提供ツールでもあるので、周知
徹底に努められたい。
３ 行財政改革の推進について
行財政改革の推進については、持続可能な行政運営を行うため、総合的かつ戦略的な施策を早急に講じ
る必要がある。とりわけ公共施設については、老朽化に伴い、更新費用の増大が見込まれるため、公共施
設マネジメントの取り組みが急務である。問題意識を共有し、全庁を挙げて取り組みを強化されたい。
４ 職員の育成について
職員の育成については、昨今の多様化する行政需要に対応するため、高度な専門知識を有した職員が求
められている。職員研修において、スペシャリストを養成する研修の充実を図るとともに、職員配置につ
いても検討されたい。
５ 伯耆古代の丘公園の運営について
伯耆古代の丘公園の運営については、利用者の減少が続いており、施設利用の分析を早急に行う必要が
ある。近隣の県立施設との連携活用も含め、改善策を講じられたい。
６ 婚活サポート事業について
婚活サポート事業については、当該事業の検証が不十分であると認められる。若者の定住化の推進につ
いて、他の施策との連動や、先進自治体の取り組みを参考にするなど、今後の方向性を検討されたい。
７ バス事業について
バス事業については、依然として利用率は低迷し、多大な財政負担が認められる。公共交通の重要性を
認識しつつ、利用率の向上のため、有効なバス利用の促進策を早急に検討されたい。
８ 米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）駐車場について
米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）駐車場については、慢性的に施設利用者が駐車できない
状況が続いている。円滑な行政運営や施設利用者の利便性の向上のため、早期に抜本的な改善策を講じら
れたい。
９ 学校施設の整備について
学校施設の整備については、危険箇所の補修など、優先的に対応する必要がある事業だけではなく、グ
ラウンド整備などの大規模事業についても優先順位を高める必要がある。小中学校からの施設要望に十分
に応えるよう予算を確保し、教育環境の充実に努められたい。
10 学校給食の食材について
学校給食の食材については、学校給食における県産品使用割合が県下最低であり、食育の観点からも
「地産地消」を推進する必要がある。具体的な対策について、関係機関と早急に検討されたい。
11 下水道事業について
下水道事業については、依然として汚水処理人口普及率が全国平均、鳥取県平均を下回っている。市民
の生活環境や公衆衛生の向上の観点から、引き続き、計画的な汚水処理施設整備の推進と適切な維持管理
に努められたい。あわせて、会計の健全化を図るため、水洗化率の一層の向上に努められたい。
12 駐車場事業特別会計について
駐車場事業特別会計については、平成２５年度決算では５億円を超える歳入不足が生じている。また、
米子駅前地下駐車場は機械式駐車設備の老朽化により、一部を使用停止している状態であるので、利用者
の利便性の向上と会計の健全化に向けて、早期に抜本的な対策を講じられたい。
13 橋りょう補修事業について
橋りょう補修事業については、橋長１０メートル以上の橋りょうについて長寿命化計画が策定されてい
るが、市民生活に密着している橋長１０メートル未満の橋りょうについても、点検結果を踏まえ、整備計

市政一般に対する質問
質問と答弁については、紙面の都合上、１人２項目以内として、
要約して掲載しました。
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画を策定し、橋りょう補修に努められたい。

今後、自治体を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、人口減少社会の到来による市税収入の減少に加え、
社会保障費が増大するなど、さらに厳しさを増す一方である。自治体には多様化する行政需要に的確に対応
し、効率的な行財政運営が求められ、自治体の運営能力が問われる時代を迎えていくこととなる。
このような中で、市長を初め、執行部においては、この指摘を真摯に受け止め、市長のリーダーシップの
もと、全職員が一丸となって英知を結集し、市民の信頼に応え、市政発展に努められるよう、強く求めるも
のである。
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合の問題は、教育の観点だけで

■議員 小学校、保育所の統廃

あると推測している。

まっており、今後も減少傾向に

地域内からの入所は ％にとど

育園は定数を充足しているが、

〇体育・スポーツ振興について

（その他の質問項目）

望する。

で、周知徹底を図られるよう要

も開始されるとのことであるの

ている。２回目の公募が年内に

対策にもつながるものと期待し

■議員 この事業が耕作放棄地

している。

ないということではないと理解

という状況だけで事業を実施し

ている。このため、耕作放棄地

求めることとする」と規定され

あっては、農業委員会に意見を

中間管理権を取得しない場合に

ものが該当するものとし、農地

の物理的に土地の改良が困難な

い、区画形状が極めて狭小など

きたい。また、多くの人に、障

クのようなものを示していただ

スなど、米子版支援ネットワー

すい相談窓口や対応のアドバイ

保護者や地域の誰もがわかりや

■議員 発達障がいについて、

教頭研修などでも活用している。

研修や特別支援教育主任研修、

また、教育委員会主催の初任者

での校内研修で活用されている。

多くまとめられており、各学校

困り感への具体的な支援策が数

体的なノウハウや子どもたちの

徒の活動を充実させるための具

は、個別に支援を要する児童生

■教育長 このガイドブックに

状況を伺う。

のことであるが、具体的な活用

発達障がいの子どもの支援
について

を図っていきたい。
たがって、現行制度から変更す

も約 ％となっている。和田保

てしまうのではないかといった

■教育長 児童生徒数の減少に

■議員 農地中間管理事業にお

不利益が生じることはないもの

現実的な情報であると考える。

伴い、複式学級等、教育上支障
ける農地の借受条件に、農地と

がいによる生活の困難さや、そ

新しく保育・教育を受けるのに
必要な認定制度が導入されるが、
保護者として本当に得たい情報
は、新制度のテクニカルな部分
ではなく、新制度がスタートす
ることによって、現制度では預
けられていた子どもが今後預け
られなくなってしまうのではな
いか、あるいは、申し込み手続
が従来に比べて非常に複雑化し

かどわき

かず

小学校の統廃合について

門脇 一男

と考えている。

新制度における認定制度の導入

を生じるような事態が予想され

の方や家族のために何ができる

■議員 新制度の実施に当たり、

によって、子ども、あるいは保

るときに学校の統廃合を含めて

して著しく利用が困難な場合は

のかを知ってもらうことが大切

そ う せ い か い

護者が何らかの不利益をこうむ

借り受けしないとあるが、これ

議員
（蒼生会）

るような場面があるのかどうな

検討する。

は具体的にどのようなほ場のこ

お

のか伺う。

■議員 児童数について、特に

60

農地中間管理事業について

う要望する。

■福祉保健部長 新制度の導入

60

による影響については、子ども・ 激減していると聞く美保中学校

子ども・子育て支援新制度
について

る手続等はあるが、保護者等に

60

に耳を傾け、関係諸機関と連携

■教育長 そのような声に真摯

だけるのか伺う。

引き続き丁寧な対応をしていた

拡大し発信していただきたい。

や情報、ノウハウをＰＴＡにも

だと考える。発達障がいの特性

追って進化させながら、子ども

いよう内容を具体的にし、回を

トの学習、またか」と言われな

あると考える。「インターネッ

認識させ、子どもを守る必要が

どもたちにネット依存の怖さを

者や教師へ繰り返し啓発し、子

悪化を招くおそれもある。保護

粗しょう症といった身体症状の

いことで 代でも筋力低下や骨

か、視力の低下や長時間動かな

面でのトラブルも引き起こすほ

では限界があり、需要者側であ

中心とした供給側の取組みだけ

利便性の向上など交通事業者を

ントについて、本市の取組状況

と考える。モビリティマネジメ

り組む必要があるのではないか

行っているが、米子市全体で取

のノーマイカーデーの取組みを

がある。本市においても市職員

み（モビリティマネジメント）

態へと少しずつ変えていく取組

リエーションのための便宜を総

健康増進、教養の向上及びレク

老人福祉法に基づき、高齢者の

■市長 公共交通の活性化には、 ■市長 老人福祉センターは、

及び市長の見解を伺う。

合的に提供しているもので、今

が、見解を伺う。

偏在化という課題があると思う

わないという実態や、利用者の

た高齢者ニーズに施設形態が合

祉センターの事業は、多様化し

■議員 ふれあいの里の老人福

■議員 日本海側拠点港として

ついては、公平・公正な市政運

を図りながら、子どもたち一人

への教育と大人への教育という

る地域住民、学校、企業等の利

後も利用者の多様なニーズを勘

そ う せ い か い

議員
（蒼生会）

やすろう

モビリティマネジメント施策に

人から、中長期的かつ体系的に

から、できるペースで、できる

■議員 本市でも、できること

へ啓発しているところである。

動車利用の自粛を市民・事業者

イカーデーを率先して行い、自

画に基づき、本市としてノーマ

づけとして、米子市環境基本計

ではないが、環境面からの動議

トを体系的に実施している状況

本市ではモビリティマネジメン

条例で定めており、夜間利用に

設の効率的な管理運営を考慮し

■福祉保健部長 開所時間は施

余地はないか。

の声が上がっているが、検討の

どから夜間の利用について要望

歳以上で仕事を持っている方な

所時間について、市内在住の

■議員 老人福祉センターの開

あると考えている。

すべき点は見直すことも必要で

時代・状況の変化に応じ、見直

を国に求めていくことになると

れば、当然新直轄方式での整備

■議員 高規格道路の整備とな

ものと認識している。

幹線道路の整備の必要性はある

要な課題であり、米子境港間の

は、この地域の発展のために重

津波災害に対する防災面の強化

物流機能の向上や原子力災害・

■市長 境港の拠点港としての

要と考えるが、見解を伺う。

は地域の発展のために極めて重

図っていきたいと考えているが、 米子境港間の高規格道路の整備

高速自動車国道岡山米子線
について

岩﨑 康朗

いわさき

のであり、再考を要望する。

営と言えるのか疑問を感じるも

一人の実態に応じたきめ細かい

両方向からの推進を要望する。

用促進を図るための意識づけ・

の境港の重要性などの理由から、

し ん ぷ う

取り組む必要があると考える。

思うが、新直轄方式のメリット、

ふれあいの里の活用につい
て

指導や支援を進めていきたい。

（その他の質問項目）

啓発活動が必要と認識している。 案しながら、施設の有効活用を

インターネット活用におけ
る人権教育について
■議員 ネットトラブルと生活
〇人が集まるまちづくりについ

とう

いて

い

伊藤ひろえ

議員
（信風）

○介護予防・日常生活支援につ

て

への悪影響を人権の側面からも
緊急事態と捉え、全世代が携帯・
インターネットの使い方やマナ
ーなど、いま以上の学習をする
べきと考えるが、見解を伺う。
■人権政策局長 本市では、イ
ンターネットにおける人権をテ
ーマに、市民や教職員、ＰＴＡ、
人権教育地区推進員等を対象と
した各種研修会を実施している。
今後も子どもから大人まで適切
なインターネット等の活用が図
られるよう取り組んでいきたい。
■議員 生活に不可欠となった

ついては費用対効果面からも現

登校や欠勤、成績低下、引きこ

なると、昼夜逆転などによる不

通手段を適度に賢く利用する状

通や徒歩などを含めた多様な交

自動車に頼る状態から、公共交

■議員 地域や都市を、過度に

老人福祉センターの開所時間に

ろは見直すと回答されている。

■議員 市長は見直すべきとこ

備ということになれば、新直轄

■市長 仮に高規格道路での整

ットについて伺う。

在の時間を変更する考えはない。 また通過市としての役割やメリ

公共交通の利用促進につい
て

もりなどばかりでなく、睡眠障

インターネットの利用が過度に

10

害やうつ症状になるなど、精神

60

（6）
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あろうと思っている。幹線道路

方式で整備を行うほうが有利で
て伺う。

れまでの取材や視察件数につい

バーワンの取組みについて、こ
日等の休日は、相談できる場所

することができるが、土・日曜

て、平日は病院に出かけて相談

巡 回 型 公 共 交 通（バ ス ）の
システムづくりについて

な路線延長は検討できるとのこ

とであり、路線の見直しを働き

かけることは可能と考える。

（その他の質問項目）

の本市にとってのメリットとし

■議員 郊外に居住する市民、

〇危険家屋対策について

がない。窓口の開設などを何と

○干拓虫（ヌカカ）の今後の具

■企画部長 平成 年度から平

とりわけ、自家用車等を所持し

ては、市街地の渋滞緩和に寄与

ない交通弱者に対する本市の交

はなく高規格道路をあくまでも

■議員 私は、幹線道路整備で

考えている。

しても大きな働きをするものと

件である。なお、メディアは全

議会視察６件、行政関係視察２

レビ関係

件、行政関係視察が５件と急増

出版関係が６件、議会視察が

加算されているため、本市にお

報酬に利用者を送迎する費用が

■市長 就労継続支援事業者の

解を伺う。

ているところもある。本市の見

考える。他の自治体では助成し

勤手当的な助成を実施すべきと

通所する障がい者に対して、通

■議員 就労継続支援事業所に

ついては、市・県とも夜間・休

を受けている。緊急の連絡等に

ンターに業務委託を行い、相談

して５つの障がい者相談支援セ

福祉保健局で対応している。ま

■市長 市障がい者支援課や県

う。

るバスと富益方面から来て和田

浜線から美保中学校付近でとま

■議員 路線バスについて、内

える。

保方策を見出す必要があると考

の特性を踏まえた公共交通の確

し中心市街地や郊外地等、地域

シー等の公共交通機関とも連携

重要な問題であり、ＪＲ、タク

としている。生活交通の確保は

域住民の移動手段の確保を目的

日に対応する体制は整えている。 である稲吉線の廃止に伴い、地

件 、 た、県西部圏域９市町村が共同

した。今年度も８月までで、テ

いては、多くの就労継続支援事

地内でとまるバスがある。運行

事業者による乗り合いバス路線

ている。どんぐりコロコロは、

の維持確保を目的として運行し

の乗り継ぎなど将来の路線バス

中心部を循環し、路線バスから

ている。だんだんバスは、市内

は、米子駅を基点として運行し

■企画部長 路線バスについて

いては、まだ白紙の状態である

している。県立美術館建設につ

県立産業体育館等があると承知

■市長 本市には県立武道館や

本市の見解を伺う。

少ないと感じる。誘致に対する

べて本市には県立の公共施設が

るとのことである。鳥取市に比

誘致する旨の意思表示をしてい

について、鳥取市や倉吉市は、

定される県立美術館の建設誘致

■議員 約１００億円事業と想

体的施策について

か行政に要望できないかという

も年間４、５件程度であったが、 声を聞いたこともある。休日の

成 年度までは、取材・視察と

れることから、企業活動等の地

通体系について伺う。

目指していくことが本市として

業所が送迎を無料、あるいは低

業者は異なるが、リンクできる

とのことだが、本市には市立美

ての一体的な取組み等について

で、この構想に対して圏域とし

大山圏域市長会における勉強会

■市長 本市も中海・宍道湖・

が、市長の見解を伺う。

す最大の商品でないかと考える

いくもので、この地域を売り出

をテーマに研究し情報発信して

国をひっくるめて昔からの地形

ると考える。伯耆の国・出雲の

向けた取組みが最重要課題であ

今後くにびきジオパーク認定に
策定について

だち

たか

し

議員
（信風）

○動物の愛護について

あ

安達 卓是

し ん ぷ う

〇第３次米子市行財政改革大綱

■議員 広域観光連携において、 （その他の質問項目）

も広報活動をお願いしたい。

件、出版関係

の立ち位置ではないかというこ

額で実施している。境港市など

ような対策はないか伺う。

術館がある。仮に誘致すること

意見交換をしている。

戸田 隆次

鳥取県が建設構想中である
県立美術館について

議員
（無所属）

国系のものである。

では補助制度があるが、境港市

■企画部長 事業者が異なるた

になれば、地元負担の可能性も

障がい者への具体的な生活
支援について

りゅう じ

■議員 全国ネットの取材の波

内に事業所が少ないため、米子

め直ちに巡回はできないが、確

考えられるため、現段階で誘致

11

■議員 障がいがある方につい

だ

及効果は計り知れない。ナンバ

市等の市外にまで行く必要があ

認したところ、道路整備にあわ

■議員 米子ブランドの確立に
ついて、ふるさと納税件数ナン

と

とを指摘しておきたい。

ーワンであり続けるため、今後

ることから交通費の助成をして

せて弓ヶ浜半島を横断するよう

観光振興策について

いると理解している。

11

12

平成 年度はテレビ関係が８件、 対応について、本市の見解を伺

するとともに、定時性が確保さ

22

域の活性化や災害時の避難路と

24

25

て提供してはどうかと考えるが、 ■議員 若者定住化対策の一つ

球場敷地を県立美術館用地とし

■議員 市民の財産である湊山
ているところである。

やお試し住宅の設置等を実施し

を要望することは考えていない。 ト事業、移住定住相談員の配置

で、話し合う余地があると感じ

らも議論しましょう」とのこと

伺った。手法についてはこれか

「観光視点のアイデアは初めて

化庁の担当者と話し合った際、

上がれる米子城跡について文

る。現在よりも明らかに事故の

り坂から高速の車両がおりてく

先ほどの事故多発区間に長い下

■議員 バイパスが完成すれば、

■建設部長 承知している。

く見られるが、把握しているか。

そ う せ い か い

米子城跡整備計画について

議員
（蒼生会）

として、例えば、年収に応じた
けんすけ

借家賃２分の１の補助が効果的

た むら

見解を伺う。
だと考えるが、見解を伺う。

田村 謙介

■市長 湊山球場敷地は、米子
■企画部長 まず、事業の必要

危険性が増すことから、地元で

城跡を構成する貴重な場所であ
性や効果について調査・研究し

■議員 湊山球場を含めた城山

た。私は、今後も誰でも上がれ

り、都市公園、風致地区、埋蔵
たい。

一帯を国の史跡公園とし、市民

（その他の質問項目）

福市地下道を挟む適当な位置に

文化財の包蔵地であるため、さ
■議員 移住定住相談員の配置

の憩いの場や歴史学習の場を提

〇災害対策について

信号機の追加設置を望む声を多

まざまな制約があるほか、国の
等の本市の施策は、ある程度評

供すると言ってこられたが、湊

■議員 国道１８１号線の安養

る米子城跡、そして市民の長年

史跡として保存活用するに値す
価するが、市民はもっと具体的

山公園の隣にさらに広大な公園

寺橋から永江団地入口までの間

の夢であった城郭構造物再建を

るとの文化庁の見解もある。本
な施策を求めていると思う。本

を整備することについて、費用

○ＬＥＤの普及政策について

く聞くが、所見を伺う。

市として利活用を図っていくこ
市の見解を伺う。

対効果を考えているのか伺う。

での事故発生状況を伺う。

目指して取り組んでいく考えで

とが文化財保護法で定める地方
■企画部長 少子高齢化や将来

■教育長 国・県の有利な補助

■総務部長 地元自治会、県、

公共団体の任務を果たすことに
の人口減少の抑制のために、若

制度を活用し、米子城跡を保存、 ■総務部長 交通死亡事故は、

ある。

なるため、現在の本市にとって

者の定住は重要だと考える。よ

整備することができる。また、

防止対策について

過去６件、最近では平成 年４
な波及効果が期待できる。

人身事故は平成 年中３件、物

発生している。福市地内の交通

うに認識しているのか伺う。

や署名活動があったが、どのよ

■建設部長 全線供用は平成

イパスの整備状況を伺う。

■議員 国道１８１号線岸本バ

設置要望を適切に行い、必要な

場所に信号機を設置してもらえ

均

き

ぼ う

議員
（希望）

ひとし

るよう働きかけていきたい。

ど こう

土光

淀江産業廃棄物最終処分場
建設計画について

物は、県内の事業場から廃棄さ

若者定住化対策としては、まず

警察との協議を進め、信号機の

史跡公園化が最善の事業手法だ

って、今後展開される国の地方

国道１８１号線における事故

と判断している。

創生に向けた取組みに期待し、

月、平成 年２月に福市地内で

たいと考えている。

■議員 米子城郭再建について

観光振興の面での効果など様々

（その他の質問項目）

損事故は 件と伺っている。

施策の充実や新たな展開を図り

■議員 本市の若者定住化対策

は、過去、市民による再建運動

■教育長 平成４年ごろから天

年３月末を目指し、全線供用に

○福尾橋、尾高石田３号線の工

守の再建に関し署名運動、陳情

あわせて五千石公民館付近で交

■議員 最終処分場建設計画に

れる廃棄物のみ」また「県内の

ついて、全員協議会において
■議員 先般、常夜灯、トイレ、 ■ 議 員

がなされている。

６００㍍にわたって信号機がな

事計画について

企業誘致や農業・漁業の振興、

活動がなされている。また、こ

■市長 本市が取り組んでいる

商工業の振興等、あらゆる分野

差点の切りかえを予定している

の創出を図ることが重要だと考

く、歩行者が横断する光景がよ

「この処分場に持ち込める廃棄
手すり、スロープの整備、正面

福市地下道付近には

えている。また、インターネッ

からの動線の確保など、誰でも

29

トを通じた誘致企業や地元企業

とのことである。

こ 年の間に、５件の市政提案

25

で地域経済を活性化して、雇用

ているのか伺う。

〇県道樋口線改良工事について

若者の定住化対策について

24

としてどのような取組みを行っ

26

36

の求人情報の提供、婚活サポー

10
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中間処理業者も含む」と発言が

らの目線で、米子市が必要とし

国からの目線ではなく、地方か

アンケートで意見・要望を把握

じてもらえるよう努め、面談や

の３者と中国電力の間で安全協

あった。中間処理業者とは何か。 定を締結しているが、立地自治
■環境政策局長 廃棄物の排出
同様の安全協定にすべきとの申

し今後の施策に生かしていくと

事業者から廃棄物の処理を依頼
し入れをしている。どの部分が

ている取組課題に対して国に支

され、焼却、破砕、選別などの
不十分と考えているのか。

体とは内容が異なる。本市は、

処理を行われる業者である。
■市長 立地自治体が締結して

国の重要施策である「まち・
ひと・しごと 」地方創生に
ついて

ともに、移住希望者には丁寧で

■議員 県内の中間処理業者は
いる安全協定とは数箇所異なる

■議員 このたび国は、まち・

（その他の質問項目）

援を求めていくよう働きかけが

県外で発生する廃棄物も処理対
部分があるが、中国電力に改定

ひと・しごと地方創生というこ

■議員 移住・定住促進のため

〇ＪＲ米子駅南北一体化事業の

中国電力に対して立地自治体と

象とするのか。
の申し入れを行った項目は「計

とで、人口減少と雇用創出を切

のお試し住宅事業について、進

きめ細かなアフターフォローを

■環境政策局長 県外の排出事
画等の報告」を「計画等に対す

り口とした地域活性化の大きな

捗状況、選定基準、オープン予

行い、一人でも多くの移住につ

業者から処理を依頼される廃棄
る事前了解」に、「現地確認」

施策として取り組んでいく方向

定時期、移住・定住にどうつな

必要と考えるがどうか。

物もあると聞いている。

を示された。この施策は、地域

げていくかについて伺う。

■企画部長 まち・ひと・しご

■議員 県外で発生したごみが
を「立地調査」に改めることが

と考えるが、認識を伺う。

活用する３棟の選定を終えたと

議員 （コモンズ）

県内の中間処理業者を経由して
主な項目である。

■市長 まち・ひと・しごと創

ころであり、選定基準について

生本部は、地域の活力を維持し、 ■企画部長 お試し住宅として

了解が必要と考える理由を伺う。 活性化の大きな足がかりとなる

■議員 事前報告ではなく事前

東京への一極集中傾向に歯どめ

は、予算内での修繕が可能なこ

し ろう

淀江に計画されている産廃処分

■市長 立地自治体と同じ扱い

をかけるとともに、少子化と人

と、あまり古いものではいけな

すぎたにだい

場に入っていくことになる。こ

を確実に確保するためには安全

口減少を克服することを目指し

いこと、まちなか、田園部、弓

杉谷第士郎

れで間違いないか。

協定上の文言も同じにすべきだ

た総合的な施策を推進するため

浜部といった異なる地域性から

なげていきたい。

■環境政策局長 そのとおり。

と考えているためである。

設置が決定され、今後、関係す

選ぶことによって多様な生活体

■議員 白ねぎの中でも、伯州

と創生本部において地域の実情

■議員 これまで、このような

■議員 立地自治体となぜ同じ

る法律の整備や取組指針の取り

験ができるという三点に重点を

美人は本市独自の特別な品種で、

■議員 移住を決めていただく

事実が説明会等で説明されてい

扱いをしてほしいのか。

まとめが進められるものと承知

置いて総合的に選定した。オー

有機肥料を多用しているため、

ためには、仕事・雇用が必要に

ない。市としてこのことを認識

■市長 より安全だと思うから

している。

プン予定時期は、準備期間を考

や特性に応じた取組みをしてい

し、事業主体に是正を求めるべ

である。

■議員 人口減対策と地域活性

えると早ければ２月ごろと思っ

非常にやわらかく、甘く、食味

ただけるよう、全国市長会でも

きと考えるが、どうか。

の判断に関して市民の意思が中

化に向けて連携すべき地方の課

に優れた、市場からの評価も高

なる。ハローワーク紹介や農地

■副市長 問題提起があったこ

国電力に反映されない。今後、

センターに申し上げていきたい。 ■議員 今のままでは、再稼働

とは、事業主体、環境管理事業

どのように中国電力に働きかけ

題は、少子化・子育て対策、女

ている。移住・定住につなげる

い白ねぎである。平成 年より

取組みを始められている。

■議員 内容をありのまま説明

る考えか。

性支援、移住・定住・Ｕターン

ことに関しては、お試し住宅利

まえはら

公明党
）
議員 （ 議
員団

しげる

茂

米子市の農業の活性化につ
いて

前原

推進について

施策が必要ではないかと考える。

の仕事や商売にも使えるような

ついては、移住先の住宅を自分

のあっせん以外に、まちなかに

した上で、この計画の問題点・

■市長 機会を捉え、鳥取県、

促進、産業振興や雇用創出等多

米子市第２期中心市街地活
性化基本計画について

是非を議論すべきである。

境港市とも連携して、申し入れ

岐にわたっている。したがって、 用者に本市の暮らしやすさを感

中国電力との安全協定につ
いて

を行っていきたい。

■議員 本市、境港市、鳥取県

15
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白ねぎ改良協会、鳥取西部農協
の指導のもと、弓浜地域の限定
された農家で本格的に栽培が始
められたが、雪、風に弱く、葉

小中学校のバリアフリー化
について
■議員 現在、正面玄関及び入

努めたい。

くりを念頭に置いた施設整備に

引き続き、安全で快適な施設づ

女性の社会進出や将来的な労働

措置は、小１の壁の解消、また

行うため、４月１日からの入級

学級への切れ目のない受入れを

うか。避難所マークの認識と普

た避難所マークを表示してはど

や避難所等にも新たに定められ

同様に市内各所の緊急避難場所

■総務部長 災害対策基本法の

（その他の質問項目）

一部改正により、市町村におい

及が同時に図られると考えるが、
伺う。

て、緊急避難場所や、災害の危

見解を伺う。

易的なものを含めスロープの設

■福祉保健部長 ４月１日から

力の確保の観点からも行政の責

置していない小中学校は何校あ

の新１年生の受入れについて、

務だと考えるが、本市の見解を

出荷期間も 月から１月の約２
るか伺う。

険性があり避難した住民等を災

年度であったが、平成 年度

て

カ月間と短い。ピーク時は平成
■教育委員会事務局長 市内の

保育園等からの切れ目のない受

〇ゴミの不法投棄の状況につい

は、生産者７名、出荷量３・５
小学校 校、中学校 校、特別

が折れやすいという欠点があり、 学式等が行われる体育館に、簡

トン、販売額約１５０万円まで

こ

入れは必要だと認識しており、

間滞在させ、または災害により

害の危険がなくなるまで必要な

支援学校１校のうち、玄関スロ

家に戻れなくなった住民等を一

生産が落ち込んでいる。このま

４月１日から入学式までの期間

ープを設置していない施設は、

については、児童の安全確保の

小学校６校、中学校２校の計８

いましろまさ

までは幻のねぎになってしまう

今城雅子

が、伯州美人自体は希少価値や
校である。また、屋内運動場で

ことを考慮した計画が必要であ

たすなど、地域住民が利用する

かよし学級の受入れについては、 客等へ一時避難施設であること

■福祉保健部長 新１年生のな

のようになっているか伺う。

を周知している。また、昨年６

時避難施設表示板を貼り、観光

協定を締結し、各施設に津波一

むら

い

村井

正

し ん ぷ う

議員
（信風）

ただし

にあわせて研究していきたい。

な緊急避難場所や避難所の指定

時的に滞在させるための避難場

スロープを設置していないのは、

りやすいように工夫することは

防災対策について

ため、登下校時の保護者の送迎

プレミアム野菜としての商品価
小学校７校、中学校４校の計

■議員 平成 年 月の厚生労

重要であると認識しており新た

公明党
）
議員 （ 議
員団

値が十分あり、販売戦略を立て
校である。

働省通知の放課後児童クラブガ

所を明確に区別して指定するこ

付加価値を高めれば、本市を代

■議員 バリアフリー化された

イドラインについてでは、新１

を条件として、４月１日からな

表する野菜になり得ると思う。

学校施設は、その利用を通じ児

とが定められた。避難所マーク

生産者への助成やＰＲ活動を行

童・生徒に障がいに対する理解

■議員 本市では、平成 年７

の表示については、誰もがわか

うことはできないか伺う。

年生については、保育所との連

月 日に皆生温泉旅館組合の加

かよし学級に入級できるよう、

■経済部長 本市としては、白

を深める学習効果が期待される

携を考慮し、４月１日から受け

盟旅館と津波発生時における一

対応を考えたいと思っている。

ねぎ改良協会へ、生産・流通・

ことに加え、地域住民の学校教

入れることとなっているが、本

その中で必要に応じた支援策に

時避難所としての使用に関する

関係団体と連携してＰＲに努め
たい。

登下校時における安全性を担保

■議員 公共施設等総合管理計

る。早急に学校バリアフリー化

のために、緊急避難場所や避難

画策定の予定について説明を受

小中学校のプールについて

所の地図記号が新たに定められ

月の災害対策基本法の一部改正
ないと思うが、考えを伺う。

導を受けてから入級していただ

た。津波一時避難施設表示板と

に伴い、地理院地図等での表示
■教育委員会事務局長 学校は

いている。

する必要があり、原則として入

多くの児童・生徒が一日の大半

学式後に学校で行われる下校指

を過ごす学習・生活の場であり、 ■議員 保育園等からなかよし

整備を進めていかなければいけ

体的な販売戦略が策定されたら、 的な避難場所としての役割を果

ブなかよし学級の受入状況はど

24

災害発生時には地域住民の応急

10

11

取り組んでいきたい。また、具

20

19

地域子ども・子育て支援事
業について

販売を含めたブランド戦略計画

市の新１年生の放課後児童クラ

25

が考えられる。また、地震等の

10

12

等の策定を働きかけるとともに、 育・生涯学習の場としての利用

23

20
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は、このような自治会の状況を

よい保育になると考えられる。

かる授業、わかる喜びが味わえ

防止に向けては、どの子にもわ

じめない子どもたちにとっては、 う子どもがふえている。いじめ

模保育事業は、大規模集団にな

る授業にしていくこと、自己肯

次及び更新した場合の必要な額

われるが、学校プールの建築年

的早く検討が始まっていると思

学校の校舎等に関しては、比較

なく、広く市民のためでもある

は単に自治会員のためだけでは

防犯灯を設置しているが、これ

安全を確保する目的で自治会が

罪発生を抑制し、住民の安心・

修修了者というだけで保育がで

■議員 居宅訪問型保育は、研

県が集約し公開する。

■福祉保健部長 配置状況等を

■教育長 どの子にとってもよ

ではないか。

そのためにも少人数学級が必要

していくことが大切だと考える。

齢化し、時間的余裕がないとい

理解し、今後全額補助を検討さ

■議員 家庭的保育者の配置の

定感を育むことができる学校に

について伺う。
と考えている。防犯灯の設置と

くわかる学びを指導し、一人一

自治会への支援について
れるよう要望する。

情報は保護者などに開示される

けたが、個別部局が管理する施
たは長寿命化という選択をして
（その他の質問項目）

ようになっているのか。

■教育委員会事務局長 小中学

きることになっているが、安全

人が自己肯定感を持って学び合

設について、更新、統廃合、ま
いかなければならないと考える。 ■議員 地域における夜間の犯
〇農業振興について

校のプールの建築年次について、 維持管理は自治会が行っており、

うことで、自己肯定感や自尊感

議員

面で問題があるのではないか。

補助している。しかしながら、

じ

■福祉保健部長 保育士または

１校、昭和 年代が 校、昭和
自治会の加入率の低下もあり、

１億５０００万円と考えている。 防犯灯を設置していただいてい

工事費を含め１施設当たり約

に必要な額については、解体

上を占めている。また、改築

過したプールが全体の半数以

る。電灯料の負担については、

地域住民の目線で適切な場所に

■市長 現在、自治会において

考えるが、本市の見解を伺う。

改めて全額を市が負担すべきと

に大切な感情・意欲が育まれ、

ている。乳幼児期は学習の意欲

くても保育に従事できるとされ

模保育では、保育士の資格がな

制度における家庭的保育や小規

■議員 子ども・子育て支援新

「目の前のいじめから子どもた

のない学校と社会を」を提案し、 〇地域経済の活性化について

■議員 日本共産党は「いじめ

討対象になると考える。公共施

一定の条件を満たす場合には検

ールの共用については、例えば

■教育委員会事務局長 学校プ

も検討は可能か。

灯の設置を進めるに当たって、

■議員 自治会が積極的に防犯

の全額補助は考えていない。

徒 の 移 動 が 容 易 な 学 校 間 な ど 、 こととし、現在のところ電灯料

施設が近接しており、児童・生

ＬＥＤ化し、電気代節約を図っ

今後もそれらの周知を継続する

者となっており、保育の水準は

験があり、市長の研修を受けた

は、保育士のほか同等の知識経

■福祉保健部長 家庭的保育者

育を実践すべきではないか。

ることなく、将来を見据えた保

するところとの格差を生じさせ

自治会の負担軽減に努めている。 育士の資格を持たない者が従事

度を各自治会へ周知するなど、

かわらないと考えている。小規

ある。保育士がいる保育所と保

ている。また、受験競争が低年

られないようないら立ちを抱え

のもとに置かれ、過去とは比べ

し、子どもたちが強いストレス

策を提起した。いじめが深刻化

なくしていく」の２段構えの政

になったかを考え、その要因を

て、なぜいじめがここまで深刻

守り抜く」「根本的な対策とし

ちのかけがえのない命、心身を

（その他の質問項目）

る授業に努めていきたい。

かる授業、わかる喜びが味わえ

している。今後もどの子にもわ

と思える授業づくりについて示

■議員 他市では、プール施設

半額に相当する額を市が補助し

成長が促進される大切な時期で

設マネジメントの取組みの中で

ているところもあるが、このた

調査・研究していきたい。

めの初期投資も必要となる。市

いじめのない学校生活につ
いて

を共用して費用節減を図ってい

ている。また、中国電力が行う

財政的にも厳しい状況である。

えい

情を高めていくものと考えてい

年代が４校、それ以降は 校
年以上経

12
料金前払契約適用による割引制

であり、建築から

おかむら

る。全教職員に配付している学

40

るところもある。本市において

子どもを守る保育制度につ
いて

岡村 英治

同等の知識経験がある者で市長

びの支援ガイドブックの中でも、

50

現在、電気代は市が２分の１を

の研修を受けた者が行うことと

子どもたちがわかった、できた

昭和 年代に建築されたものが

なっているため、重大な問題が

日本共産党
（米
）
子市議団

あるとは考えていない。
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30

60

れるのであれば、有料ごみ袋の

わっていた。その経費が削減さ

ー全体の運営経費が大きくかか

理解していただけなければなら

説明し、本市の将来像を共有・

持続可能な計画」などを市民に

■議員 学級崩壊は学級経営の

ではないと把握している。

授業が成立しないといった状況

いずれの学級も現在のところ、

校長からの報告等により、数ク

企業誘致の際に特に効果的だっ

れば大変努力されたとは思うが、

■議員 厳しい経済環境を鑑み

８社である。

■経済部長 県外からの企業は

ラスあると把握している。ただ、 ったか伺う。

施設などの総量の圧縮や効率化・ 経営に苦戦している学級は、学

たものは何であったか伺う。

１００％になったとのことだが、

値段を下げるとか、これから関
ない。根拠のないまま行ってい

危機であり、一般の危機管理と

周辺住民の理解が必要な施
設への市長の姿勢について

は国土調査事業十箇年計画の基

■議員 地籍調査に関して、国

○法定外公共物の維持管理につ

（その他の質問項目）

る取組みを要望する。

て情報共有を行い、協議した上

■教育長 まずは、状況につい

のように対応するのか伺う。

売収入の減少に直結するもので

果的であったとのことだが、販

たことである。

が認めた施設の立地を可能にし

廃止、流通業務関連施設や市長

県外からの誘致企業は何社であ

道事業に充当し進捗を図るなど、 る事業があるとすれば、その非

係自治会で行われる予定の下水
を素直に認め、これからの事業

同様に、段階的な位置づけが必

■経済部長 効果があったのは、

そ う せ い か い

に生かすべきである。地籍調査

分譲価格の引き下げ、事業用定

議員
（蒼生会）
全額ではなくても地域振興のた

事業においても、全体計画を立

期借地制度の導入、立地規制緩

の まさとし

めの予算に充て、周辺住民・米

要で、それを間違えると、その

和による区画ごとの業種限定の

ほ

子市民の理解が得られる効果的

と考える。仮に学級崩壊の状況

ピードアップを図るべきである。 後の対応に大きな支障を来たす

て、専門の課や係をつくり、ス

になったときには、具体的にど

み

な活用を要望する。

負担や問題を先送りせず、より

三穂野雅俊

■議員 平成 年度から米子市

よい資産を、次世代に引き継げ

ことだが、大山町や日吉津村と
本的な考え方を示しているが、

具体的には生徒指導主事・学年

あり、判断が難しかったものと

地籍調査について

クリーンセンターに境港市の可

同等の単価とすると約１億８千

主任や管理職が中心となり、役

■議員 もし全てを一般財源に

て効果的に活用していきたい。

あると考えている。本市にとっ

源への充当など様々な選択肢が

当、また他事業のための一般財

は、廃棄物処理経費への財源充

らの処理委託費の使途について

伴うコスト減、また他市町村か

■副市長 灰溶融設備の廃止に

これらの使途について伺う。

■議員 地籍調査は、様々な効

を策定していきたい。

すること等も踏まえながら計画

り込みや優先的に地籍を明確化

り、緊急に実施すべき地域の絞

り、未認証地区の実施はもとよ

調査実施計画を考える必要もあ

十箇年計画に向け、本市の地籍

今後、国の第７次国土調査事業

う現在の計画を策定している。

認証地区を最優先に実施するよ

■教育長 はっきりとした基準

ているか伺う。

な状況が何クラスあると把握し

わゆる学級崩壊と言われるよう

■議員 市内の小中学校で、い

について、このたび進出率が

■議員 流通業務団地整備事業

対応が困難なケースについては、 ■市長 流通業務団地は、山陰

を仰ぐこともある。学校だけで

針や取組みについて説明し協力

者とも情報を共有し、学校の方

を図る。また、必要に応じ保護

組織的な対応を行い状況の改善

支出が妥当だと考えるか伺う。

業の効果の面と比較して、この

持ち出しとのことだが、整備事

賃料収入を引いた 億円が市の

考える。整備事業費から販売・

で、学校で組織的な対応を行う。 ■議員 分譲価格引き下げが効

万円、廃止が決まった灰溶融設

具体的にどのような検討をして

割分担し担任支援をするなど、

いて

備にかかっていた年間経費は約

■経済部長 本市では、一部未

充当し、何に使われたかわから

果が期待でき、本気で取り組む

がなく線引きが難しいが、学級

教育行政について

議員
（無所属）

ないようになるのであれば、地

価値がある。また、これからの

だ

元の皆様の理解を損ないかねな

施策には、「財源の確保・公共

おか

い。また、有料ごみ袋の値段を

岡田 啓介

けいすけ

４億円とかなりの金額であるが、 今の計画を策定したのか伺う。

処理委託費は、現在協議中との

燃ごみを受け入れることに伴う

28

決めた際には、クリーンセンタ

教育委員会や関係機関と連携し

地区の物流拠点として機能して

あったと思っている。

収入もあり、この事業は効果が

れる方の納める税や固定資産税

も貢献している。また、雇用さ

おり、雇用等本市の経済振興に

流通業務団地整備事業につ
いて

ながら対応している。

15

（12）

平成26年11月１日
第39号（季刊）

第39号（季刊）
平成26年11月１日
（13）

いと思っている。

らも努めていかなければならな

病に対する意識の向上はこれか

得ると言われており、生活習慣

生活習慣を引きずることもあり

とであり、その根が乳幼児期の

て、一定の場合に所有者に対し

飼い猫の避妊・去勢手術につい

補助を始めた。本市も取り組ん

て、今年から手術費用の一部の

内の市街化区域内で適地がある

ことが予想される。そこで、市

■市長 動物愛護法第 条には、 して、誘致活動に支障を来たす

ではどうか。

のか状況を伺う。

企業誘致をする際に用地が不足

■議員 そうであれば、今後、

１００％となった。

検討した結果であり、適切であ

■総務部長 顧問弁護士と十分

見解はおかしいのではないか。

市が負担すべきとある。本市の

移るため、公租公課等の経費は

いは、土地の使用収益権が市に

本市庁舎等の固定資産税の取扱

■議員 それにもかかわらず、

■市民生活部長 地主である。

ぼ う

努力義務を課しているが、市民

■経済部長 市街化区域内の適

き

による野良猫の避妊・去勢手術

子どもを取り巻く環境につ
いて

議員
（希望）
■議員 子どもの成長が著しい

については法は想定していない。 地は少なくなってきている。

ると意見をいただいている。

やすし

時期の学校教育の中で、保護者

■議員 市街化区域内の適地が

■議員 顧問弁護士の意見では

靖
等も一緒になって食育に取り組

まずは、今後、そういった市民

少ないなら、市街化調整区域内

くにとう

まれることを提案する。

の行為の法的な位置づけなどを

なく、きちんとした法律・条例

国頭

■議員 今、子どもたちに生活

等根拠を示していただきたい。

ましてや、地代がただで固定資

考える。企業誘致はいかに早く

今すぐ実施する考えはない。

適地を用意できるかにかかって

産税がただならまだ理由になる

研究していくことが必要であり、 の緩和についても検討すべきと

動物との共生について

いる。本市が新たに大規模の造

が、契約期間が長期で髙い純賃

■議員 動物との共生について、

料利回り、要は、地代が高いに

る。子どもの生活習慣病がふえ

成をした場合、赤字が生まれる

県の担当者に聴取したところ、

確率が高い。また、土地の造成

捨て犬・猫は、東・中部に比べ

もかかわらず、固定資産税の実

た原因は、食生活の乱れと運動

質免除は理由にならない。

不足である。このような流れを

を本市単独で行うことは困難と

■総務部長 顧問弁護士と協議

西部、特に本市は多く、保健所

考える。そこで、県及び広域的

変えていくのに、来年度からの

にどう協力を求めていくのかに

に持ち込まれ殺処分される頭数

ぼ う

も多いとのことである。この状

き

中学校給食の完全実施において

況を市長は認識しているか伺う。

議員
（希望）

バランスのよい食事がとれるこ

■市長 県が作成した統計数値

ほ

とも大きく期待されるところで

により、承知している。

ち

はあるが、両親が外で働く機会

■議員 野良猫については、本

鳥取・島根両県の他市を調査し

している。本市も東京一極集中・ ■議員 市庁舎借地料に関して、

■議員 国は地方創生を目玉に

たところ、ほぼ全市が庁舎は自

やまかわ

がふえたため家での食事の簡素

市には６年前から保護団体があ

人口減少に対応するためには鳥

前調達で、借地なのは本市を含

山川 智帆

化が多くなることが子どもの生

り、自費を費やし避妊・去勢手

取県・島根県と広域的に役割分

めてわずかであり、しかも他市

をし、根拠を示したい。

活習慣病をふやしている原因と

術をして譲渡しているのが現状

担を考えなければならない。雇

の固定資産税は地主負担である。

ついて伺う。

考えられるため、家庭を守る保

である。倉吉市では動物の愛護

用、人材をどう広域的に考えら

そもそも固定資産税の納税義務

■議員 契約改定間近につき、

護者への食育の啓発が必要と考

及び管理に関する法律の趣旨に

れているのか。まず現在までの

者は１月１日の所有者である地

■経済部長 立地が決まり用地

える。そこで食育基本法にのっ

のっとり、野良猫の繁殖の抑制

流通業務団地整備事業の進捗状

主と理解しているがどうか。

交渉を有利に進めるため、専門

とり、本市でも幼児期から、子

や市民の動物愛護意識の高揚を

況について伺う。

家活用の広域的な検討を求める。

どもだけでなく大人に向けて食

図ることを目的として、野良猫

■経済部長 本年度、進出率が

を造成する場合は、鳥取県工業

育教育に取り組むべきと考える

に避妊・去勢手術を受けさせ、

公共施設用地等の取扱いに
ついて

が、市長の考えを伺う。

その費用を負担した市民に対し

て整備することを考えている。

■市長 生活習慣病はお年寄り

団地再整備事業補助金を活用し

習慣病あるいは予備軍がふえて
おり、小中学生では肥満児がこ
の 年間に３、４倍になってい

37

や介護予防にとっても大事なこ

20

えんどう

とおる

遠藤 通
一 院
）
議員 （ ク
ラブ

土地開発基金について

億８０９

■議員 基金明細によると平成
年度末の残高が
16

万４０００円、貸付金が 億８

25

すため、これを基金へ繰り戻し、 ７２００万円は積立て可能か。

字となっている。財政規律を正

■議員 平成 年度一般会計は

より繰戻しが延びている。

■総務部長 本市の財政事情に

■議員 平成 年度までに２億

あったとは考えていない。

たものであり、取扱いに問題が

を、その目的に沿って取り崩し

で取り崩したが、特定目的基金

たい。

活性化が図られるよう取り組み

まず、情報収集に努め、本市の

点で調査・検討を行っている。

少や少子化対策等、全庁的な視

減少対策会議を設置し、人口減

■市長 本市では、米子市人口

■市長 議員からの提言等につ

築について、本市の見解を伺う。

考える。これに対する体制の構

みを揃えなければ効果がないと

議員政治倫理条例も当局と足並

体制が必要と思われる。また、

要求等がある場合は、記録する

いやり方だとは思うが、財政事

■総務部長 指摘の方法が正し

正常な姿にすべきではないか。

■議員 財政事情を理由にした

基金の造成に努めていきたい。

ード感を持って対応すべきであ

取りまとめる考えであり、スピ

は考えていかなければならない。 ■議員 国は年内に総合戦略を

■総務部長 修繕等の財源調達

る。国は首相を本部のトップに

依頼があれば公表したい。また、

会でこれを公表すべきだという

づいて記録している。もし、議

いては、条例第６条の規定に基

億４１９０万７０００円の黒

情を見ながらやっていきたい。

基金の目的外利用が見られる。

き

ぼ う

議員
（希望）

つよし

強

早急に改善を求める。

や くら

矢倉

の動きを見極めながら、スピー

や方法等は決定していない。国

との事だが、現在、そのルート

■市長 地域に財源等支援する

える。見解を伺う。

制を整えなければならないと考

から新しい意見を取り上げて体

は、学生や子ども等、広く市民

は市町村長の姿勢である。市長

取り入れていく考えであり、核

組む考えである。地域の意見を

な扱いをすることは一切ない。

団体に再就職しても、市が有利

い。仮に、市の業務に影響する

員の再就職を斡旋することはな

■市長 現在、市が退職した職

見解を伺う。

自粛すべきと考えるが、本市の

と思われる。このようなことは

再就職するケースが少なくない

務に影響を与えるような団体に

■議員 退職した職員が市の業

約２億７２００万円となり、こ

■議員 貸し付けたのはいつか。 金は平成 年度までの 年間で

■議員 当初の説明では、積立

つ豊富なアイディアを生かし、

重要課題としている。本市が持

を行っていくことを地方創生の

らゆる分野において地方の支援

については、議員からだけでな

定されているが、悪質な要求等

■議員 議員政治倫理条例が制

取り組んでいただきたい。

う、当局も議会とともに心して

れ以上、不祥事が起こらないよ

には改めて見直してほしい。こ

■議員 本当にないのか、市長

れを修繕料等に充てるというこ

政策を取りまとめる体制を早急

17

公文書なので公開する。

市民から情報公開請求があれば

に入るようになっているが、現

年度末までに約１億３０００

万円を積み立てた。そのうち約

国の地方創生の強化に本市
政策対応はいかに

る。

とであった。取り崩したことは

く、元職員や業者など多岐にわ

■財政課長 平成９年度末であ
■議員 平成 年には繰戻しを

に整えるべきと考えるが、見解

たっていると思われる。不当な

を伺う。

当局への口利きへの対応と
綱紀粛正について

ド感を持って対応したい。

を困難にしているのではないか。 の予算をつけて地方再生に取り

据えて全省庁を網羅し、１兆円

公共施設整備等基金につ
いて

一般会計である。
在の状況について伺う。

■議員 ローズセントラルビル

■議員 土地開発基金条例によ

分としては平成 年度から平成

■財政課長 ローズセントラル

どこに貸し付けているのか。

ると、期間と利率を定めること

の運用益が公共施設整備等基金

により他に運用することが認め
られている。この貸付金につい
て、繰戻しの期間と利率はどの

７６００万円が残っている。
■議員 その差額はどこにいっ
たのか。

年間だ

が、本市の財政事情により変更

■議員 第２次安倍内閣は、地
年度に基金を取り崩している。 方の人口減少や雇用拡大等、あ

18

目的から外れるのではないか。

利率は、一時借入金利率相当と

■財政課長 平成 年度と平成

期間は

ように定めているのか。

15

できるものとしている。繰戻し

■総務部長

25
19

■総務部長 財政運営上の問題

32

している。

32

25

これが今日の米子市の財政運営

12

■総務部長 貸付先は米子市の

０４１万６０００円とあるが、

15

10

行い、利率も予算計上すべきで
なかったのか。

19
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議会のインターネット中継が始まります！
議会のインターネット中継が始まります！
米子市議会では、開かれた議会を目指しており、平成26年12月定例会から本会議のインターネット中
継を開始します。
インターネットでの配信は、パソコン、スマートフォンなどにより、ライブ中継（生中継）のほか、録
画配信で本会議の様子をごらんいただけます。
議場で繰り広げられる活発な議論を、ぜひインターネット配信でごらんください。
※同時に多くの方がインターネット中継を視聴された場合、映像がうまく映らないことがあります。
◎本会議の様子は、インターネット配信のほか、中海テレビの米子チャンネル（334CH）でも引き続き生
放送されます。再放送は、本会議当日の午後７時からです。（都合上、再放送の時間は変更されること
もあります。）

12 月 定 例 会 日 程

8日㈪ 総務企画委員会 、予算審査委員会総務企画分科会

11月28日㈮ 本会議
（開会 、議案上程）

9日㈫ 市民福祉委員会 、予算審査委員会市民福祉分科会

12月 2日㈫ 本会議
（各個質問）

10日㈬ 経済教育委員会 、予算審査委員会経済教育分科会

3日㈬ 本会議
（各個質問）

11日㈭ 建設水道委員会 、予算審査委員会建設水道分科会

4日㈭ 本会議
（各個質問）

12日㈮ 予算審査委員会

5日㈮

本会議
（各個質問 、議案質疑 、委員会付託）
予算審査委員会

16日㈫ 本会議
（付議案の処理、閉会）

※請願・陳情は11月26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３月定例会にて審議することとなります。

平成26年米子市議会９月定例会提出議案等審議結果一覧表（1）
番

号

件

名

付託委員会

結

果

議案第91号

米子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定め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92号

米子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基
準を定め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93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94号

平成26年度米子市一般会計補正予算（補正第４回）

予算審査

原案可決

賛成多数

議案第95号

平成26年度米子市国民健康保険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96号

平成26年度米子市介護保険事業特別会計補正予算
（補正第１回）

予算審査

原案可決

全会一致

議案第97号

平成25年度米子市一般会計等の決算認定について

決算審査
特別

議案第98号

米子市伯仙財産区管理委員の選任について

―

原案同意

全会一致

議案第99号

奨学金制度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

諮問第２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19号

平成25年度決算に基づく米子市の健全化判断比率に
ついて

―

報

告

―

報告第20号

平成25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

―

報

告

―

原案認定

賛成多数

第39号（季刊）
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平成26年米子市議会９月定例会提出議案等審議結果一覧表（2）
番

号

件

名

付託委員会

結

果

報告第21号

流通業務団地整備事業経営健全化計画による流通業
務団地整備事業の経営の健全化の完了について

―

報

告

―

報告第22号

議会の委任による専決処分について（法律等の改正に
伴う関係条例の整理に関する条例の制定について）

―

報

告

―

報告第23号

議会の委任による専決処分について（訴えの提起に
ついて）

―

報

告

―

報告第24号

議会の委任による専決処分について（訴えの提起に
ついて）

―

報

告

―

報告第25号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額
の決定について）

―

報

告

―

報告第26号

米子市債権管理条例に基づく債権の放棄について

―

報

告

―

報告第27号

議会の委任による専決処分について（損害賠償の額
の決定について）

―

報

告

―

報告第28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

―

継続審査となっていた議案審議結果一覧表
番

号

件

名

付託委員会

結

果

議案第83号

平成25年度米子市水道事業会計の決算認定について

決算審査
特別

原案認定

全会一致

議案第84号

平成25年度米子市水道事業会計剰余金の処分について

決算審査
特別

原案可決

全会一致

議案第85号

平成25年度米子市工業用水道事業会計の決算認定に
ついて

決算審査
特別

原案認定

全会一致

議案第86号

平成25年度米子市工業用水道事業会計剰余金の処分
について

決算審査
特別

原案可決

全会一致

平成26年９月定例会受理請願・陳情審議結果一覧表
番

号

件

名

付託委員会

結

果

請願第３号

子ども・子育て支援新制度の実施に関する請願書

市民福祉

不採択

賛成少数

陳情第11号

英霊塔に準じた慰霊施設の建立を求める陳情書

市民福祉

採択

賛成多数

陳情第13号

「中海問題等調査特別委員会」設置を求める陳情

議会運営

不採択

賛成少数

智帆

謙介

山川

田村

正

矢田貝香織

村井

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。

