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児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書
本年３月、東京都目黒区で、両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生した。

おしらせ

▽ 意 見 書 ▽ ９月定例会で次の２件の意見書が可決されました。

一般質問

区

決算指摘事項

別 表

件

日から 日まで及び 月１日の

８日間は議案及び陳情の審査等

10

のため、委員会が開催されまし

た。

最終日の 月３日には、まず

各委員会の委員長から議案及び

陳情の審査報告があり、採決の

結果、いずれも委員長報告のと

おり決しました。

なお、予算決算委員会の審査

報告において４㌻・５㌻のとお

次に、市長から「工事請負契

り決算に係る指摘がありました。

約の締結について」の議案１件

が提案され、委員会審査の後、

次に、市長から「米子市伯仙

原案のとおり可決されました。

財産区管理委員の選任について」

の議案１件が提案され、原案の

とおり同意されました。

最後に、議員から「児童虐待

防止対策のさらなる強化を求め

る意見書の提出について」など

の議案２件が提案され、原案の

とおり可決されました。

19

なお、今回審議された案件は

別表のとおり 件で、審議結果

については、 ㌻ ㌻の一覧表

のとおりです。
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このような虐待事案は近年急増しており、平成２８年度、全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件
数は１２万件を超え、５年前と比べると倍増している。
止対策を強化してきた。しかし、今回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から子ど
もを救うことができなかった。
虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重要
であり、そのためには児童相談所のみならず関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが
必要である。
よって、政府においては、こうした痛ましい事件を二度と繰り返されないためにも、児童虐待防止対策の
さらなる強化に向け、下記の事項に取り組むことを強く求める。
記
１

平成２８年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村における児童虐待防止体制

の強化や中核市・特別区への児童相談所の設置も加えた、児童虐待防止体制を強化するプランを新たに策
定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財源措置を速やかに講ずること。
２

子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と市町村

の役割分担をさらに明確にするとともに、施設やＮＰＯ等民間機関・団体や他の行政機関等との連携を強
化して、役割分担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。
３

児童相談所間及び児童相談所と市町村との情報共有については、仮に転居があったとしても、危機感や

支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引き継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国からアク
セスできるシステムを整備すること。また、児童相談所と警察との情報共有については、必要な情報がタ
イムリーかつ確実に共有できるようにするとともに、適切かつ効果的に情報共有できるシステムを新たに

審議結果

こうした事態を重く受け止め、政府は平成２８年・２９年と連続して児童福祉法等を改正し、児童虐待防
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意

構築すること。

見

４

全国共通ダイヤル「１８９」を児童虐待通告に限定し、児童相談所の相談できる窓口につながるまでの

書

間に、いまだ半数以上の電話が切れている実態を速やかに検証・分析し、その結果を踏まえ、児童相談所
への通告の無料化の検討を含め、運用の改善に努めること。
５

保育所や幼稚園・学校との情報共有を図ること。いじめ防止対策と同様に、小中学校の校務分掌に虐待

決算指摘事項

対応を位置づけ、対応する組織を明確化するとともに、スクールソーシャルワーカーを中心とした学校に
おける虐待対応体制を整備すること。
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３０年１０月３日
米

一般質問

内閣総理大臣

総務大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣

国家公安委員会委員長

子

市

議

会

様

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書
おしらせ

学校現場における課題が複雑化・困難化する中で、子どもたちの豊かな学びを実現するためには、教材研究
や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠である。特に小学校においては、平成３０年度から新学習指
導要領の移行期間に入り、外国語教育実施のため授業時数の調整など対応に苦慮する状況となっている。豊か
な学びの実現のためには、教職員定数改善などの施策が最重要課題である。また、明日の日本を担う子どもた
ちを育む学校現場において、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が必要であり、そのた
めの教職員定数改善は欠かせない。

審議結果

義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革 」の中で国庫負担率が２分の１から３分
の１に引き下げられた。厳しい財政状況の中、独自財源により定数措置を行っている自治体もあるが、地方自
治体の財政を圧迫していることや自治体間の教育格差が生じることは大きな問題である。国の施策として定数
改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲
法上の要請であり、子どもたちの豊かな学びを保障するための条件整備は不可欠である。
よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行
政を進めることができるよう、下記の措置を講じられるよう強く求める。
記
１ 計画的な教職員定数改善を推進すること。
２ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復元する
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３０年１０月３日
米
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 文部科学大臣 様

子

市

議

会
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意

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。

見
一般質問

２ にこにこサポート支援事業について
にこにこサポート支援事業については、市内の２３小学校に学校支援員を配置し、個別支援を要する児童
に対して学習支援や学校生活上の介助を行い、児童が抱える問題の解消を図っているが、年間を通じて２３
校全てに配置できていない状況である。
よって、支援員の欠員が生じる場合においても確実に２３校全てに配置するため、人員増を含めた体制の
強化及び支援の質の向上のための処遇の改善を図られたい。

決算指摘事項

１ 移住定住の促進について
移住定住の促進については、
「お試し住宅」の運営及び「とっとりＷＥＳＴ移住ポータルサイト」において本
市を含む県西部地区の魅力を全国に発信することを通じて、移住定住促進の取り組みの成果が見えてきたと
ころであるが、情報については、常に新しく正しいものであるかを確認し、随時更新を行うなど、広報のあ
り方について改善と工夫を図られたい。
また、移住者向け住宅取得支援事業について、県外からの移住者の住宅取得や改修等の費用の補助のほか
に、空き家情報バンクに登録された住宅に入居する際の家財道具処分費用の補助を行っているが、空き家バ
ンクに登録された住宅に限られているため、有効に活用されていない。
よって、移住者のニーズを的確に把握するとともに、補助金のあり方について見直しを行い、空き家情報
バンクの充実と移住者の定着促進を図られたい。

書

平成29年度決算に係る予算決算委員会指摘事項

３ 中学校大会派遣事業について
中学校大会派遣事業については、生徒が中学校体育連盟及び中学校文化連盟が主催する大会に参加する際
に要する交通費、宿泊費に対し補助金を交付しているが、補助金だけでその費用が賄えない場合、学校によっ
てはＰＴＡ会費等から一部補助しており、学校間で保護者負担に格差が生じているのが現状である。
よって、大会派遣にあたっては、保護者に対して補助基準を明確に周知し、また大会派遣にかかる費用の
負担の現状を把握し、その上で事業の継続と保護者の負担軽減に向けた補助制度の見直しを行い、中学生の
体育・文化活動の一層の振興を図られたい。

おしらせ

４ クリーンセンター長寿命化事業について
クリーンセンター長寿命化事業については、工事期間を平成２８年１０月３日から平成３２年３月３１日
までとし、平成２８年１０月３日に工事契約した上、債務負担行為の議決を成している。本来は、基幹的設
備改良工事の工程に応じ当初予算措置すべきところを、肉付け予算で補正予算措置対応としたため、工事期
間の空白が発生し、基幹的設備改良工事事務体制の推進に支障が生じたと思慮する。
今後においては、基幹的設備改良工事の円滑的推進を踏まえた、予算措置対応をされたい。

審議結果

５ 生活困窮者自立支援事業について
生活困窮者自立支援事業については、相談件数１９５件に対し１６４件について、情報提供又は他機関へ
の受け渡しにとどまっており、その検証もなされていない。
本事業は、複合的な課題を抱える生活困窮者に寄り添い、包括的・継続的支援を行う目的であることから、
充分なアセスメント（利用者の生活背景やこれまでの経緯も含めた状態を知ること等 ）のうえ支援につなげ
られたい。
６ 地域子育て支援センター事業について
地域子育て支援センター事業については、市民のニーズが高く利用者が増加しているにも関わらず、南部・
淀江地域に設置がなく市民サービスに不公平が生じている。
十分なスペース・相談室の確保、祝土日の開設等、利用者のニーズを的確に捉え、公の施設の統廃合等も
勘案し、他部局、教育委員会とも密に連携し事業実施されたい。
７ 私立保育所等支援事業について
私立保育所等支援事業の予算については、一部（約１億６千万円 ）が補正予算措置された後、同額（約

見

１億６千万円）を不用額として措置している。この事務対応は、地方財政法の予算編成 ・ 予算執行の定義か
ら大きく逸脱している。市民不在の予算対応であり、全体の奉仕者の理念が欠けており強い憤りを感じる。
予算編成・予算執行については、地方財政法を踏まえ適正かつ的確な事務対応をされたい。

意

一般質問

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り、市税等の歳入の見通しが
不透明な中で、社会保障費が増大するなど、依然として厳しい状況が続いていくものと推測され、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。

決算指摘事項

８ 保育所等整備事業について
保育所等整備事業の予算対応については、当初予算措置（約２億１千万円 ）に比し約１．４倍（約
２億８千万円）
の補正予算措置が成されており、更には前年度繰越分（約２億２千万円）
が事業化されている。
同事業の総事業費は膨張しており、補正予算措置・繰越事業対応の様態が漫然化している感が否めない。
同事業については、事業者の意向調査体制を整備拡充され、市の主導による事業推進を図り、それに呼応
した予算編成事務に務められたい。

書

市政一般に対する質問

えい

じ

日本共産党

議員（ 米子市議団）

訳としては、小学校が ・８％、

中学校が ％で、最も低い学校

21

が ９ ・１ ％ 、 最 も 高 い 学 校 が

１００％である。平成 年４月

アコン設置率は ・７％である。

１日現在、全国の小中学校のエ

29

員が同教授に問い合わせた際に

言っており、また錦織県議会議

業権は妨害予防請求権を持つと

規名誉教授は、著書の中で、漁

■議員 明治学院大学の熊本一

しは考えていない。

させた上で放流するため、見直

ン整備にかかる事業費は 億円

■教育委員会事務局長 エアコ

及び本市の整備方針を伺う。

室への設置にかかる費用の試算

しなければならない。全ての教

となっており、一刻も早く解消

況を見ると全国平均の半分程度

年度中に具体的な整備方針を定

19
規模縮小ができ、処理水を循環

ロールによる浸出水処理施設の

出の防止や処理水の水量コント

施設の場合、廃棄物の飛散 ・ 流

■議員 クローズド型の処分場

環境管理事業センターが適切に

は、必要なものは県、あるいは

■市民生活部長 手続について

不可欠と考えるがどうか。

て淀江の漁業者の理解と同意が

このことから処分場建設につい

助制度の動向等を注視し、財源

■教育委員会事務局長 国の補

求められると思うがどうか。

備計画を進めるような積極性が

概要が固まった際、先行して整

たな補助制度を検討している。

■議員 設置に対して、国が新

中に具体的な整備方針を定めた

図ることを基本として、今年度

を確保しながら計画的に整備を

対応されるものと考えている。
当初、環境管理事業センターも
検討していたクローズド型への
再変更も含めて事業計画を練り

（その他の質問項目）

い。

■議員 本市の小中学校のエア

〇教育行政のあり方を考える

直し、改めて住民や漁業者に説
明すべきではないか。

コン設置率の平均と全国平均と

■教育委員会事務局長 本年９

の比較を伺う。

月１日現在、市内小中学校のエ

だと、国の基準を上回る三重遮
水構造で外に漏れないようにし

アコン設置率は ・７％で、内

審議結果

て集水し、高度な水処理施設で

■市民生活部長 今の事業計画

「災害 」級の異常な暑さ対策
を求める

利用する完全クローズド型処分

条違反であると回答されている。 めることとしている。

しに事業を実施すれば憲法第

程度を見込んでいる。また、今

■議員 本市のエアコン設置状

41

も、漁業権を持つ漁民の同意な

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。

おかむら

岡村 英治

27

場の実現も可能とされている。

産廃処分場計画は白紙撤回
を求める

29
浄化し、国が定めた基準に適合

おしらせ

23
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法以外の不妊治療についても、

取組みを考えていきたい。

等の意見も伺いながら効果的な

的な施策も参考に、バス事業者

ところにより保育を必要と認め

■こども未来局長 法の定める

う。

施責任」をどう考えているか伺

進んでいる。「自治体の保育の実

審議結果

本市独自の助成制度を設けては

■議員 通勤通学の足とするに

る児童については、保育所にお

おしらせ

上で判断したい。
どうか。

は高すぎる料金が利用減少の要

一般質問

■議員 国はすでに戸別受信機
■福祉保健部長 本市が助成の

因となっている。市が財政負担

決算指摘事項

の価格を従来の５割から６割に
対象としていない不妊治療法に

いて保育しなければならないと

書

抑えたモデルの生産につなげ、
対し、助成を実施している市町

育を実施する義務があると考え

用につながると考えるがどうか。 されており、本市においても保

し、料金を引き下げることが利

ている。

見

普及を目指している。また、標
村もあるので、今後、研究して

■総合政策部長 単なる料金引

■議員 保育の実施責任を果た

意

準的なモデルに実装すべき機能
いきたい。

き下げではなく、例えば一定エ

す上でも、公立保育園の統廃合・

地域防災力の向上について

せいえいかい

を８つに限定して示している。

■議員 特定不妊治療を希望す

リアでの均一料金化など、使い

民営化は考え直すべきと考える

かず お

本市においても、状況をきちん

る夫婦の経済的な負担軽減を図

やすい公共交通を研究し、バス

かどわき

と把握し、的確な判断を下すよ

るとともに、少子化対策及び次

事業者等と協議してみたい。

議員（政英会）

う強く要望する。

世代育成支援の一環として、ぜ

門脇 一男

■議員 総務省公表の「防災行

ひとも一考するよう要望する。

が有効と考えられ、その普及促

ついては、住居内の戸別受信機

の防災情報が届きにくい方々に

不妊治療を希望される夫婦の経

念する人もいると仄聞しており、

が高額なために中途で治療を断

年齢などの制限があり、治療費

■議員 不妊治療の助成は回数、 〇「旧加茂川」の河川名変更に

（その他の質問項目）

では考えていない。

ての研究が必要であり、現時点

賃の負担方法等の諸課題につい

■総合政策部長 引き下げた運

とって有益と考えるがどうか。

るための助成は市民や事業者に

■議員 利用しやすい料金にす

■議員 小規模保育所は、認可

と考えている。

を取り合って実現していくもの

現していくためには、民間と手

としてのあり方をしっかりと実

■こども未来局長 公立保育所

が、所見を伺う。

人口減少対策について

政無線等の戸別受信機の標準的
なモデル等のあり方に関する検

進を図ることが重要であると記

済的な負担軽減には、ほど遠い

保育所の基準と照らしても保育

討会」報告書の中で、高齢者等

されている。また、財政支援措

■議員 料金についても再編実

ついて

置として、防災行政無線の整備

状況にあると感じている。不妊

環境に問題・課題が多く、公立

に要する経費について、平成

施計画の中で市民の意見を聞く
え

治療が医療保険の適用になるこ

年度まで緊急防災・減災事業債

よし

日本共産党

と同じ保育料であるのに保育環

いしばし

石橋 佳枝

議員（ 米子市議団）

境に差があってよいものか。保

とは不妊治療を受ける人の願い

べきと考えるが、見解を伺う。

でもある。このことについて、

■総合政策部長 路線維持が可

は継続し、普通交付税措置がな

育の質が保障できるのか伺う。

されると伺っている。以上のこ

能な適正料金を、バス事業者等

国・県にはどのように要望して

■こども未来局長 米子市家庭

とからも、戸別受信機の整備に

的保育事業等の設備及び運営に

ることを認めるべきである。

■議員 その基準では格差があ

て運営されている。

関する基準を定める条例におい

と協議して決定するものと考え

公の責任で保育の質と安全
を守る

ている。

■福祉保健部長 特定不妊治療
■議員 公共交通再編実施計画

公共交通をもっと便利に

えるが、見解を伺う。

を希望する夫婦の経済的な負担

では、周辺部などは不便なまま

いるか伺う。

■市長 屋外拡声子局のデジタ

軽減を図るため、不妊治療費の

ついて、早急な検討が必要と考

ル化の整備を行っており、まず

になっている。「内浜境線」など

（その他の質問事項）

乗車数の少ないバス路線につい

◯防災対策の強化を

は公民館や小中学校、保育園等、 医療保険の適用について、国・

■議員 本市では新制度の保育

◯市民を守る国民健康保険を

て、利用に向けた方策を伺う。

の施設、小規模保育所、企業主

■議員 高額な治療費を負担し

戸別受信機の拡大については、

導型保育所が急増し、民営化が
本市が助成対象としている治療

チームで協議を進めている具体

規格化などの状況を見きわめた

国が検討している機器の低廉化、 なければならない事情に鑑みて、 ■総合政策部長 交通政策検討

避難所になる施設を考えている。 県へ要望している。
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いな

た

稲田
せいえいかい

議員（政英会）

きよし

清

教育環境の充実について
■議員 教育長は、就任から５
カ月経つが、改めて教育行政に
対する考えを伺う。

に努めていきたい。

ことで、子どもたちの学力向上

同時に教員の指導力向上を図る

していきたいと考える。また、

つずつ取り除いていく取組みを

消に向けて、小さなことでも一

積されて生じたものなので、解

ついては、いろいろな要因が蓄

してあってはならない。多忙に

力低下を引き起こすことは、決

（その他の質問項目）

たいと考える。

た改善点について検討していき

ト・ハード両面での対応を含め

り改めて課題を洗い出し、ソフ

年度の防災訓練の実施状況によ

高める必要があると考える。今

に係る広域避難計画の実効性を

ろである。その上で原子力防災

等については認識しているとこ

性や住吉小学校周辺の道路事情

■防災安全監 住吉地区の特殊

していただきたいがどうか。

よう、道路及び校内敷地を整備

える。せめて円滑に避難できる

気持ちを踏みにじっているとし

米子市の態度は淀江町の住民の

のような意見を言おうとしない

言うべきではないだろうか。そ

県や県環境管理事業センターに

いだろうかくらいの意見を鳥取

に対して、やめることはできな

るのなら、産廃処分場建設計画

合併後の米子市に引き継いでい

中止の要望を行う考えはない。

であるので、本市から建設計画

に関係し、その基盤となる施設

は、市民生活と産業活動に密接

いるところである。産廃処分場

に基づき建設計画が進められて

てはセンターが選定し、県条例

■市民生活部長 候補地につい

を中止するよう要望しないのか。

ンターに産廃処分場の建設計画

回答していることを踏まえ、セ

害し、学習環境にも悪影響を与

力低下の放置は健全な成長を阻

書で通知しているが、虫歯や視

徒の保護者には受診するよう文

診の結果、治療が必要な児童生

役立てるという役割がある。検

課題を明らかにして健康教育に

健康状態を把握するとともに、

病や感染症をスクリーニングし

は、学業や発育に支障となる疾

分場の候補地はないと回答して、 ■教育長 学校での健康診断に

■議員 旧淀江町として産廃処

えることになるので、改めて治

所見を伺う。

庭を把握し支援できると思うが

えば、こうした困難を抱える家

る。既存の検診データなどを使

とり親家庭、貧困等が挙げられ

として、保護者の理解不足やひ

の後の治療を受けていない理由

で要受診とされた児童生徒がそ

■議員 学校の歯科・眼科検診

果のあった取組みであってもそ

善の視点を持って、これまで成

教育行政全般にわたって常に改

きる教職員を育てていきたい。

や改善に努めたりすることので

く指導したり、指導方法の工夫

がわかるようになるまで粘り強

かせない。すべての子どもたち

を導いていく教職員の育成が欠

たい。そのためには、児童生徒

いけるように教育を進めていき

を実感し、自信を持って生きて

ていく中で、自分のすばらしさ

が不可能、あるいは極めて困難

リアについては大型車両の通行

正面玄関及びグラウンド側のエ

小学校はアクセス路が狭隘で、

■議員 一時集結所である住吉

めての平日開催に至った。

関係県市による調整の結果、初

してみる必要があることから、

には、訓練を平日に行い、検証

わからない災害に対応するため

施していたが、いつ発生するか

の住民が参加しやすい休日に実

検診から子育て支援につな
げる

■議員 本年度の防災訓練が平

検証と総括について及び平成

〇平成 年度部局の運営状況の

か思えない。旧淀江町のことだ

のまま継続するのではなく、さ

な状況にある。また、校区内を

庭状況の把握については、教員

平成 年度米子市原子力防
災訓練について

日の実施となった経緯を伺う。

から関係ないと言わんばかりの

療の必要性の周知や積極的な受

らなる前進を意識して取り組ん

ＵＰＺ ㎞圏の境界線が走り、

が児童生徒との関わりの中でい

■教育長 子どもたちが成長し

■防災安全監 これまでは多く

年度部局の重点課題と目標

その答弁を淀江町の人たちはど

でいるところである。

年の県環境管理事業センター

ろいろと気付き、情報を持って

また の

ターに対し建設中止を求めるこ

する気持ちがあるのなら、セン

淀江町の住民の気持ちを大切に

健康相談や保健指導の充実を図

がっていないケースもあるので、

奨を行っても適切に治療につな

員が指摘したとおり、受診の勧

る取組みも必要だと考える。家

とを強く要望する。

審議結果

議員（ 米子市議団）

おしらせ

■議員 旧淀江町のとき、平成

淀江産業廃棄物最終処分場
建設計画の中止を求めて

又野 史朗

し ろう

29

について

30

15

う感じるのか。旧淀江町の回答、 診の勧奨を行っていきたい。議

■議員 教員の多忙化が、子ど

圏内と圏外に分かれていること

からの照会に対し、産廃処分場

日本共産党

もたちの学力低下につながるこ

を建設するような場所はないと

決算指摘事項

一般質問

から、災害発生時には円滑な対

書

応ができるか、課題が多いと言

見

とを避けたいが、考えを伺う。

意

■教育長 教員の多忙により学

30

30
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いると認識している。したがっ

ても利便性の提供を可能にして

者を含めた移動困難な方に対し

ころが大きく、そのことが高齢

現役世代の利用者負担によると

れているのは、都市部のように

交通が持続可能な状態で運営さ

踏まえた、新学習指導要領実施

学省の「第３期教育基本計画を

た、本年７月 日付けの文部科

めて検討していただきたい。ま

部への委託が可能かどうかを含

務を抱えながら務まるのか、外

■議員 ＩＣＴ支援員が他の業

と考える。

部への委託を含めた検討が必要

したがって、場合によっては外

もの貧困対策推進計画」を策定

■議員 平成 年に県が「子ど

査を行う予定である。

た、民間団体と連携し、実態調

練促進事業等を行っている。ま

等、就労支援として高等職業訓

手当の支給や小児医療費の軽減

等、経済的支援として児童扶養

してこども総合相談窓口の設置

■福祉保健部長 生活の支援と

っているのか。

て、本市はどのような施策を行

挙げられている。これらに関し

の貧困に関する調査・研究等が

護者に対する就労支援、子ども

もの生活支援、経済的支援、保

重点施策として、保護者・子ど

綱の中で、貧困の改善に向けた

を行い、市としてどのような施

通学路の現状について実態調査

たちは非常に不安に思っている。

せられており、保護者や子ども

また、全市的に不審者情報が寄

■議員 冬季の日没時刻は早い。

で指導するなどしている。

め、日没前に下校するよう学校

で下校することは危険であるた

■教育長 道路照明灯がない中

すべきではないか。

という声を聞く。市として対応

ちが下校する場合、非常に怖い

く、暗くなる時間帯に子どもた

学路に道路照明灯・防犯灯がな

区において、校区によっては通

■議員 箕蚊屋地区及び弓浜地

審議結果

て、利便性向上のためには、現

に向けての学校のＩＣＴ環境事

しており、また平成 年には鳥

策ができるのか十分に検討すべ

おしらせ

役世代などを含めた幅広い世代

業の推進について（通知）」で

取市が同様の計画を策定してい

きではないか。整備計画等をつ

一般質問

いるところであるが、検診デー

にとって使いやすい公共交通に

は、各地方自治体でＩＣＴ環境

る。本市としても早急に計画を

くるなどし、対策を講じるべき

決算指摘事項

タも有効な手段として関係機関

していかなければならないと考

整備に関して高い優先度が与え

策定し、子どもの貧困対策を講

と考えるが、見解を伺う。

書

との連携に活用していきたい。

える。白書がこうした点につい

られるよう、教育委員会のみな

じるべきではないか。

■市長 道路照明灯がない通学

見

（その他の質問項目）

て必ずしも記述が十分でないこ

らず首長部局の理解と協力を得

■市長 「子どもの貧困対策に

路は市内に多くあり、対策が必

意

〇地域福祉計画の充実に向けて

とから、本市の取組みのほうが

ることが重要であり、効果的な

関する法律」に基づき、国は大

要と考えている。ただし、子ど

た がい か おり

矢田貝香織
地域公共交通の充実・再編
について
■議員 国土交通省が作成した
平成 年版交通政策白書におけ
る特集テーマ「少子高齢化・人

体制の整備を着実に進めること

会全体で高齢者の生活を支える

やすくすることを課題とし、社

高齢者等が交通サービスを使い

保するのではなく、実施までに

ＩＣＴ支援員は年数をかけて確

負担や混乱を軽減するためにも

際、運用開始時において教員の

新学習実施要領を全面実施する

■議員 小中学校で、それぞれ

充実について

が求められているとの記述があ

配置するべきだと考えるが、本

口減少に対応した交通」の中に

るが、これに対する本市の見解

市の取組みの方針を伺う。

りゅう じ

を伺う。また、本市の交通施策

■教育委員会事務局長 ＩＣＴ

る。行政として、子どもたちを

■議員 子どもは地域の宝であ

通学路の道路照明灯・防犯
灯について

○職場環境の改善

先進性があると思うが、今後、

方策について積極的な検討を期

綱を定め、都道府県は大綱を勘

もたちの安全確保のためには照

や

白書の内容が国からの支援につ

待するとされている。教育長か

案し計画を策定している。市町

明灯の設置だけではなく、暗い

の検討において、良い意味で影

支援員の確保・育成については

■議員 平成 年に国が策定し

議員（政英会）

響する点はないか伺う。

非常に重要性が高いと認識して
た子どもの貧困対策に関する大

戸田 隆次

■市長 白書に高齢者が公共交

いるが、現在、直ちに職員を増

29

27

公明党
議員（ 議
）
員団

ながることを期待している。

ら首長部局への強力な働きかけ

村に計画策定の定めはないが、

場所を通らない、暗くなる前に

小中学校の学習環境の整備・

をお願いしたい。

施策を明確にする上で必要と考

下校させること等、多角的に検

せいえいかい

えるため、子ども食堂の施設設

通をより便利に使えるようにと

員して対応することは難しい。

子どもの貧困対策について

いう視点が入っている点は、大

だ

置に係る補助金要綱を盛り込ん

討する必要があると考える。

いに賛同できる。しかし、公共

と

だ計画を策定したい。

30
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ていただくよう強く要望する。

と考える。今後、対策を検討し

取り巻く環境の整備を行うべき

め、また経済活動の活性化のた

■議員 本市の防災・減災のた

来年３月末までに策定する。
■議員 本市を取り巻く自然環

り、観光面での効果を上げたい。

力発信、案内看板の設置等によ

計画は、意見公募手続等を経て、 て城跡のライトアップによる魅

対応していくという考えを、教

の整備について、今後、迅速に

■議員 小中学校へのエアコン

指示をしたところである。

（その他の質問項目）

育長なり市長から、子どもや保

が、見解を伺う。

■議員 小中学校へのエアコン

■議員 長期未着手の都市計画

護者へ表明してもらいたい。ま

境を生かし、アウトドアスポー

せいえいかい

ツの拠点を整備すべきと考える

けいすけ

めにも山陰新幹線・伯備新幹線

■市長 拠点の整備は必要と認

整備計画の現状について伺う。

道路については、以前から廃止

おか だ

の早期実現が最重要課題と考え
るが、見解を伺う。

識している。ただし、将来に向

■教育委員会事務局長 整備に

で発言しており、その後、本年

について

〇鳥取大学医学部との連携強化

■市長 日本海国土軸となる山

けて持続可能なものにすること

ついては国の補助事業等の財源

２月に５路線８区間を廃止した

備方針を定めることとしている。 すべきものは廃止すべきと議会

ととし、今年度中に具体的な整

決断については、担当課の努力

議員
（政英会）

国土強靭化地域計画につい
て

ことだが、この計画の概要、ま

策定の進捗状況について伺う。

■議員 米子城跡整備基本計画

た策定の時期を伺う。
■都市整備部長 国土強靭化地

する考えはないか伺う。

ではなく、観光資源として整備

※グリーンインフラとは
米国で発案された社会資本整備手
法。自然環境が有する機能を社会にお
ける様々な問題解決に活用する考え
方。

た、整備に向けてはリーダーシ

陰新幹線と日本海側と山陽側を

が重要と考えている。

■議員 整備については、おお

を感じるところである。その他、

議員（政英会）

結ぶ伯備新幹線はネットワーク

■議員 観光振興には、核とな

むね 年をかけて行うとのこと

未着手の路線については、いつ

岡田 啓介

の観点から切り離せないもので

るテーマが必要であり、本市の

であるが、 年もかける事業で

ごろをめどに実施される予定で

○学校給食用食材について

あり、ともに整備することで国

あるのか。短い期間で整備する

あるのか伺う。

域計画は、大規模災害に備え、
迅速な復旧・復興に資する施策

■文化観光局長 平成 年に策

都市計画道路について

るよう要望されたい。

こと、県に対しても協力を求め

ップを発揮し、国はもちろんの

土強靭化及び地方創生の両面で

必要があると考えるがどうか。

ンインフラの充実」と考えるが、 を確保しつつ、計画的に図るこ

テーマは、「世界に誇るグリー

■市長 エアコンの設置につい

■都市整備部長 現在、実施し

をまちづくり政策や産業政策も

定した保存活用計画に記載して

本市が実施する事前防災・減災、 また、文化財としての整備だけ

含めた総合的な取組みとして計

ある整備基本構想に基づき、今

※

小中学校のエアコン整備計
画について

大きな相乗効果が生じると考え

このことに対する見解を伺う。

ては、国の補助の有無にかかわ

ている安倍三柳線等の進捗状況

せいえいかい

る。両新幹線とも基本計画路線

■市長 県西部圏域には、日本

らず設置しなければならないと

等を踏まえ、平成 年度ごろを

やすろう

から整備計画路線への格上げを

があり、大山を取り巻く自然環

ながら取組みを進めていきたい。 遺産や大企業も認める水資源等

目指し、関係自治体等と連携し

境こそ、世界に誇れるグリーン

の考えで３月に表明し、向かっ

画的に推進するための指針を定

年度中に整備基本計画を策定す

エアコン機器の調達や財源措置

心部へ誘導するような道路整備

心市街地活性化のためにも、中

審議結果

３年が一つのめどになると考え、 を考える必要はないのか。

等様々な要素があることから、

け早期に設置したいと考えるが、 かう道路整備が進んでいる。中

10

いわさき

■議員 今年度中に米子市国土

てきたところである。その後、

めどに検討することとなる。

めたものである。本計画策定に

おしらせ

10

岩﨑 康朗

強靭化地域計画を策定するとの

インフラの大きな一つになると

秋の臨時国会に補正予算が計上

■議員 コンパクトシティの観

観光政策について

されるとの情報があり、今年の

点とは逆に、本市では郊外へ向

よって、いかなる自然災害にお

る。整備基本構想では、観光拠

一般質問

32

考えている。

夏の猛暑も考えると、できるだ

いても機能不全に陥らないまち

点として充実させることなどを

決算指摘事項

目標としている。整備とあわせ

書

づくりに必要な取組みを明らか

見

にすることができる。また、本

意

29

第55号（季刊）
平成30年11月１日
（9）

■総合政策部長 現在施工中の
制度による区分をしない地域包

している。障がいや高齢という

多くは高齢者介護事業所が運営

一般の小売業でも仕入れが難し

■市長 精肉、鮮魚については

実態について、見解を伺う。

きないようである。このような

審議結果

道路の進捗状況を踏まえ、今後、 て、市民相談の中での相談件数
括的ケアの仕組みへ対応する方

いものであると認識している。

おしらせ

中心市街地活性化の視点を含め、 を伺う。

がい者への対応ができるのか。

相談件数１０８８件のうち 件、 向と考えるが、現状のままで障

■市民生活部長 平成 年度は

■福祉保健部長 地域包括支援

一般質問

検討することとなる。
平成 年度は相談件数１０１８

センターにおいて、障がい者の

決算指摘事項

■議員 現在未着手の米子駅車
件のうち 件、平成 年度は相

相談は本来の業務ではなく、高

書

尾線は、中心市街地活性化の点
談件数１２８１件のうち 件で

見

から考えても着手すべきと考え
ある。

齢者の支援をする中で、障がい

■議員 高齢化率が年々上昇し

意

るがどうか。
■議員 相談について、どのよ

者の相談を受けた際に関係機関

てきている中で、地域の雑貨店

そこで、多重債務問題につい

■市長 郊外と中心市街地の一
うに対応しているのか。

へつないでいたところである。

も後継者がなく閉店していくと

■議員 ことしの夏は平年と比

においてパーソナルサポートの

■市民生活部長 多重債務相談

と考えるがどうか。

ーソナルサポートの視点が必要

ることが困難な方には、特にパ

精神障がいで客観的な判断をす

■議員 認知症や知的障がい、

などの対応も行っている。

括支援センターの機能強化を図

■福祉保健部長 現在、地域包

くるべきと考えるがどうか。

直営とするか、直営を１カ所つ

な支援は難しいと考える。市の

■議員 現在の運営では包括的

ていく考えである。

については各機関と連携を図っ

とから、今後も、障がい者相談

支援の重要性等が明記されたこ

引き続き実施していきたいと思

ショッピングリハビリ事業等は

の紹介や、一般介護事業として

民間事業者による配達サービス

買い物を補完する方法として、

いきたいと考えている。また、

え合う仕組みづくりを構築して

がら、地域で買い物困難者を支

地域ケア会議の協議等も行いな

■福祉保健部長 本市としては

ンターに持ち込まれた白ネギを

また、ＪＡでは集荷場や予冷セ

も農家に注意喚起をされている。

ち込むことが重要であり、ＪＡ

段階で共同選果場や集荷場に持

取った白ネギをできる限り早い

後の品質低下を防ぐため、掘り

■農林水産振興局長 特に収穫

っているのか伺う。

までの品質管理をどのように行

質管理を徹底している。

るため、センターのあり方の見

■議員 今後、この暑さがずっ

視点が必要な場合は、市の他部

ンスストアでは、可能な限りさ

署や関係機関と連携しながら対

まざまな要望に対して協力して

すぐに冷蔵庫に搬入し、市場ま
今後、地域包括支援センター運

っている。

営協議会で議論していくことと
している。

高齢者の要望に応えることがで

メニュー等の助成措置を考えて

いについては、仕入れが難しく、 作業等の改善を求められ、補助

と続くということになると、農

直しを進めている。直営方式が

応するよう努めている。

地域包括支援センターにつ
いて
■議員 本市には７カ所の地域

くれるが、精肉、鮮魚の取り扱

での輸送は保冷車を使うなど品

地 域 農 業 特 産 品（白 ネ ギ ）
の総合的な対策について

ている。

業者にお願いしてみたいと思っ

かについて、機会があれば流通

に特別な配慮ができないかどう

何らかの形で、買い物困難地域

体的な発展を図るためには、中
■市民生活部長 相談者の債務

国の基準も平成 年度から改正

いう状況であり、年々買い物困

べ非常に暑かったが、この暑さ

しんぷう

心市街地へ向かう道路整備は大
状況を詳しく聞き取り、その状

され、障害者総合支援法におい

難者がふえていくと考えるが、

の中で、白ネギの収穫から出荷

たか し

切だと考える。今回の路線につ
況により弁護士の法律相談や裁

て支援をしていた相談支援員と

市としてどのように取り組んで

あ だち

いても中心市街地活性化の視点
判所等、関係機関へ案内してい

いくのか伺う。

議員（信風）

を含め、検討していく。

る。また、相談者の希望により、 の連携や、介護を行う家族への

安達 卓是

（その他の質問項目）
弁護士の法律相談への付き添い

72

よいのか委託のままがよいのか、 ■議員 地域にあるコンビニエ

買い物困難者への地域ごと
の施策について

〇都市公園の現状について

しんぷう

議員（信風）

○ふれあいの里の現状について

い とう

伊藤ひろえ
パーソナルサポートについ
て
■議員 複雑に絡んだ生活困難
者が抱える問題について、全体
を把握した上で、支援策を当事
者のニーズに合わせてコーディ

29

の構築が本市でも必要と考える。 包括支援センターがあり、その

ネートするパーソナルサポート

30

78

27

94

28
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■市長 本市の農業が発展する

見解を伺う。

もらう必要がある。また、今ま

参加型の祭として、市民の熱意

めていくべきであると考えるが、 ■市長 米子がいな祭は、市民

で以上に白ネギの品種改良を進

展してきた。こうした形を継承、 月９日から 日までの期間につ

と尽力によってこれまで継続発

いのか、本市の所見を伺う。

えるが、どのような祭りにした

いて、室温調査を実施したが、

■教育委員会事務局長 本年７

伺う。

階数ごとの教室の気温について

温について、また、それぞれの

までの７月の小学校の教室の室

ないことが考えられる。家庭教

市民との意識の共有が図られて

因として支援の体制整備、また

段階でとどまっており、その原

推進については、普及・啓発の

■議員 本市の家庭教育支援の

育支援には、市民・地域の力が

る。また、白ネギの品種改良に
動を分かち合える祭りにしたい

市民の思い出に残る、市民と感

回目のがいな祭については、

■議員 このように非常に高い

７度、２階が ・０度、３階が

における平均気温は、１階が ・

育の基盤となるため重要である。 校区ごとに立ち上げ、地域にお

育の出発点であり、あらゆる教

■議員 家庭教育はすべての教

しかないが、可能であれば中学

本市には支援チームが１チーム

不可欠であり、行政とは異なっ

ついては、今後の気候の推移を
と考えている。

気温の中で、学校教育を行うこ

しかしながら、家族構成の変化、 いて支援のつながりを形成する

議員（政英会）

まえた対応をしていきたい。

ためには、必要な支援をしてい
尊重しつつ、新たな取組みや財

・９度であった。また、各階

祉活動計画策定について

かなければならないと考えてお

その結果、小学校の平均室温は

ひでふみ

源の確保・強化などについて、

注視しながら、品種改良の余地

とについて、教育現場として適

地域の人間関係の希薄化等によ

み かも

米子がいな祭振興会で検討し、

せいえいかい

り、国や県と一緒に補助メニュ

について研究していきたいと考
■議員 本年度は新たにガバメ

切であると考えるか。

・９度であった。

て「家庭教育支援チーム」によ

ィング等の取組みを今後も継続

■経済部長 クラウドファンデ

立をしてはどうか。

いるため、 回目に向けては積

いて、市長からこれまでのエア

■議員 このたびの本議会にお

と考えている。

も適した状況とは言えないもの

夏季の学習環境は以前と比べて

高く、また近年の猛暑により、

所と比較すると、教室の室温は

る官公庁も含めた一般的な事業

室温が 度以下に設定されてい

解を伺う。

極的に行うべきと考えるが、見

機会・情報の提供等、支援を積

尊重しつつ、保護者への学習の

に基づき、家庭教育の自主性を

重要である。行政は教育基本法

添った個別の支援を行うことも

問題を抱える家庭の事情に寄り

孤立してしまうなどの問題があ

り、悩みを抱えたまま保護者が

に家庭・地域・学校等が相互に

いるが、より身近な場所を拠点

護児童対策地域協議会が担って

在、子育て支援に関しては要保

りの重要性は認識している。現

■こども未来局長 仕組みづく

づくりができないか。

いて有効的に循環させる仕組み

問型支援を行うなど、地域にお

し家庭教育支援を行うと同時に、 携し、問題を抱える家庭への訪

る。そこで、すべての家庭に対

連携協力できる仕組みを考えて

任児童委員等と支援チームが連

園、民生委員・児童委員及び主

と考える。学校、保育園・幼稚

中心的な役割を担ってはどうか

る活動が注目されている。現在、

し、新たな収入の確保や支出内

コン設置の整備計画を カ年か

■こども未来局長 行政の役割

いきたい。

て

た役割を期待される取組みとし

えている。
ントクラウドファンディングの

■教育委員会事務局長 夏季の

家庭教育支援の推進につい

（その他の質問項目）
取組みにより財源確保を図った

容の見直し等についても、実行

ら３カ年計画に短縮するという

を整理し、支援の推進体制を見

■議員 今後、家庭教育支援の

策について

委員会や財務委員会と協議しな

答弁があったが、教育の現場と

直していく。本年４月に設置し

推進に関する課題の整理、また

50

て

一般質問

小学校エアコン設置につい

ている。

50

決算指摘事項

祭りを継続していくことがシビ

た文化として定着してきており、

開催され、市民の祭として、ま

■議員 第 回米子がいな祭が

米子がいな祭について

ひろ

がら、 周年の祭りを実施する

しては早急に改善する必要があ

た「こども総合相談窓口」にお

おくいわ

ため積立ができるよう財務体質

り、整備計画をさらに短縮して

いて、家庭教育支援の理念を踏

45

書

28

おしらせ

いただくよう要望する。

10

奥岩 浩基

の強化を図っていきたいと考え

（その他の質問項目）

見

審議結果

〇米子市地域福祉計画・地域福

せいえいかい

※

■議員 ことしの夏は記録的な

28

暑さであったが、夏休みに入る

き

30

ックプライドの醸成につながる

議員（政英会）

が、昨年度は赤字決算になって

三鴨 秀文

ーを考えていきたいと思ってい

13

〇障がい者への福祉サービス施

29

30

50

と考える。５年後、 周年を迎

意

50
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した覚えはないと言われた。両

いてＪＲ側はそのような発言を

る。しかし、公式の審議会にお

らやむを得ないという考えもあ

幹部の間にも、そういうことな

合、幾らになると１を下回り、

とされる。事業費が増額した場

て、１以上であれば、効果あり

の投資効果をはかる比率につい

でも圧縮する必要がある。事業

だからこそ、相見積をし、数億

側帯を確保している。現状様々

度ある場所は外側線を引き、路

■都市整備部長 幅員が一定程

舗装すべきと考えるがどうか。

線の崎津・彦名の通学路にこそ

審議結果

者において見解の相違がある。
効果がないとされるか。

おしらせ

知事を参考人として招致し、話

■都市整備部長 約 億円から

一般質問

を聞くべきではないか。

■議員 市民に青写真を示し、

■議員 本市における通学路で

決算指摘事項

推進体制の整備に向けて、検討

■市長 本市が決定した整備事

費用対効果を説明したか。

の児童生徒の事故件数の推移と

書

すべきではないか。

業に対し支援表明された知事の

■都市整備部長 パブリックコ

その対応について伺う。

見

■こども未来局長 子どもたち

考えも明確であることから、招

メント募集の際に示している。

■教育長 平成 年度から 年

■議員 先進自治体では、ＬＧ

意

の健やかな育ちのためには、議

致は不要と考える。

■議員 プラネタリウムの移転

度において、小学校では８件、

ＢＴの方に対し、行政自らが積

状況であり、その代替としてグ

リーンベルトの設置を要望され

る場合は、設置が可能かどうか、

関係機関と協議していきたい。

を行っているところである。

りと研究した上で、宣言するか

もある。宣言後の政策等しっか

既に本市でも実行しているもの

Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ（性 的 マ イ ノ リ
ティ）への支援について

ー化事業は２・４倍に増額した。 だんだん広場等の利活用につい

件、 件、 件であり、事故

■議員 小中学校を合算すると

64

な理由から歩道が設置できない

員が指摘されるように全ての家

■議員 米子駅周辺の開発につ

をやめた理由や新駅ビルが４階

ＧＢＴ支援宣言」を行っている。

ものの、中学校では 件、 件、 極的に肯定し、支援していく
「Ｌ

５件、７件とほぼ横ばいである

本市においても、このＬＧＢＴ

しげる

庭への支援と問題を抱える家庭

いて駅南側の開発の可能性、残

建てから２階建に縮小する等の

件と増加傾向にあり、このこ

宣言ができないものか伺う。

まえはら

に寄り添った個別の支援が重要

地はどのくらいか伺う。

変更点、費用対効果は示されて

とについて、校長会で注意喚起

公明党
）
議員（ 議
員団

と考えており、そのために保護

■都市整備部長 現時点では具

いない。市民に対し早急に青写

を行ったり、事故件数の多い学

茂

者、学校、地域等が相互に連携

体的なことは決まっていない。

真を示すべきではないか。

前原

することが重要である。今後、

■議員 具体的なことが決まっ

■市長 現在、南北自由通路は

■市長 宣言の中身については

29

17

65

本事業もふえるおそれはないか。 て検討を始めたところである。

11

27

通学路の安全について

現状及び課題を整理し、本市に

てなくても 億円の支払義務が

校には、個別で聞き取りや指導

ほ

24

億円である。

ふさわしい体制を検討したい。

既に生じている。本事業費は約

詳細設計に入っており、本市は

ち

よなご
）
議員（・
未来

※家庭教育支援チームとは
身近な地域において子育て・家庭教
育に関する相談活動、親子で参加する
様々な取組みや学習機会、子育て情報
を提供すること等が主な活動。学校や
地域、教育委員会などの行政機関や福
祉関係機関と連携しながら活動してい
る。文部科学省の施策として、全国各
地で取り組まれている。

億円だが、過去のバリアフリ

やまかわ

山川 智帆

30

■議員 ＪＲの関係者ではない

西日本コンサルタンツである。

■都市整備部長 ジェイアール

見積もりはどこが行ったか。

のは当然であると同時に、適切

報を市民へ適時適切に開示する

益はあるのかといった重要な情

■議員 本事業で幾ら借金をし、 の程度はわからないが増加傾向

その結果を市民に示したい。

には歩行者と車両の分離が最重

■教育長 尚徳中学校において

があると考えるがどうか。

どうかのプロセスに入りたい。

通学路の安全を確保するため

ＧＢＴを授業で取り上げる必要

■議員 教育現場において、Ｌ
か。他の業者に相見積もりを取

要であり、歩道が確保できない

ということがわかる。

っていないが、その経緯を伺う。 な収支管理を行う必要がある。

は２年前から授業が行われてい
■都市整備部長 算定根拠とな

る。現在、市内中学校の半数近
る単価は関係職員が精査し、算

通学路などでは注意喚起を促す

■議員 知事は、県議会定例会

出した。

カラー舗装（グリーンベルト）

で、ＪＲの支社機能が米子市外

■議員 担当職員は、特殊であ

くでＬＧＢＴに関する学習を実

へ移転すると伺ったため、そう

り、精査できないと言っていた。

という方法がある。バスが通行

ならぬよう米子市に協力する旨

施しており、今後も発達段階に

31

応じた教育を進めていきたい。

22

し、交通量もあるが道幅が狭く

19

歩道が未設置な箇所、特に内浜

の発言をされた。市民や市役所

米子駅南北自由通路等整備
事業について

60
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書籍を置くことやポスターの掲

■議員 図書館や保健室に関連

どが相談の機会となっている。

門員が行う教育相談、保健室な

スクールカウンセラーなどの専

期に１回行うカウンセリング、

ものではないが、学級担任が学

■教育長 ＬＧＢＴに特化した

談体制について伺う。

■議員 ＬＧＢＴの学校での相

■議員 安定ヨウ素剤は一時集

期の対応に努めたい。

示等を出すこととしており、早

放出が予測される際には避難指

否定できないが、放射性物質の

■防災安全監 被曝の可能性は

難する際のリスクはどうか。

■議員 一時集結所へ歩いて避

って行っているものである。

については、政府の方針等に従

ヨウ素剤の希望者への事前配布

閲覧を行ったが、氏名の特定の

利権者の調査のため農地台帳の

■市民生活部長 センターは水

これは法令順守違反ではないか。

ＨＰと新聞広告のみであった。

る必要があるとあるが、実際は

は、水利権者には個別に周知す

る。県条例の運用マニュアルで

周知方法に問題があったと考え

人に対し、事実上１人の参加で

する説明会は、対象者約４００

ていくのか伺う。

数３５８戸のうち、１１９戸が

■議員 市営河崎住宅は管理戸

市長の見解を伺う。

っていくべきであると考えるが、

画に基づいた形で予算計上を行

計画を見直し、毎年度の事業計

■議員 今後、新たに長寿命化

公有財産の管理と市長の政
治姿勢について

進めていこうとしている事業に

ついては、予算を計上した上で、

事業を進めていきたいと考えて

いる。

「淀江産廃処分場計画 」につ

いて

剤を受け取ることになるが、検

避難退域時検査場で安定ヨウ素

用マニュアルに反する事実をよ

割と想定されている。車の場合、 別に周知をしていない。県も運

■議員 これまで長寿命化事業

て、おかしいとは思わないのか。 で空き室の解消をしていく。

しとしている。このことについ

の予算が認められたのは、２年

を行い、入居していただくこと

を図り、完了した住宅から募集

しており、長寿命化事業の進捗

ると認識しており、今後はそれ

県の意見調整手続が行われてい

かった場合の手続として、現在、

し、自治会単位で合意ができな

あることに変わりはない。しか

■市長 基本的に合意が前提で

変わらないのか伺う。

ならないという基本姿勢は今も

れば、地元の同意を得たことに

■議員 産廃処分場計画につい

査場に向かわないことが考えら

■市民生活部長 県条例に則っ

度しかない。国の交付金が支給

を尊重していくことになると考

きなかったと県から伺っている。 空き室となっているが、この現

■市長 基本的にやると考えて

示も子どもの情報取得の機会と

結所で医師等による説明・問診・ みで住所は非開示のため閲覧で

■市長 現在、廃止や建てかえ、 て、地元６自治会の同意がなけ

とおる

なる。また、ＬＧＢＴ支援を表

不動産登記簿を確認すればわか

大規模改修のため、募集を停止

る。事故の状況下で対応可能か。 ■議員 農地台帳では不明でも、 状について、どのように対応し

服用適否の判断・配布服用とな

ることである。センターはそれ

えんどう

すレインボーフラッグを飾るこ
■防災安全監 配布できるよう

を知りながら住所を調べず、個

一 院
）
議員（ク
ラブ

となどを検討されたい。
な体制をとっていきたい。

通

（その他の質問項目）
■議員 自家用車での避難は９

遠藤

〇弓浜部の農業について

れる。また、大勢が向かった場

て審査され、問題ないとしたも

えている。

ひとし

のであり、市も同様と考える。

されなかったから事業が進んで

■議員 平成 年９月 日付で

こう

合の混雑等考えても、適切な服

いないということだが、毎年、

産業廃棄物処分場に係る作業委

ど

用は困難であり、事前配布する

予算計上をしてこなかったこと

託契約の締結に関する覚書が県

よなご
）
議員（・
未来

■議員 県は、廃棄物審議会へ

が、現在の結果を招いているの

環境管理事業センターと環境プ

均

個別周知の必要や住所把握が可

ではないか。

ラント工業とで交わされている

土光

必要があると考えるがどうか。

議会はその事実を知らないまま

■市長 事業がおくれているの

が、これはどういうことか。

計画について

28

関して
■議員 原発事故の際、放射性
物質が拡散してから避難する今
の避難計画では屋内退避の段階
でも被曝のリスクがある。多く

■議員 平成 年２月に鳥取県

27

安定ヨウ素剤の事前配布に

事業者の対応は十分と判断して

轄であり、想定内と聞いている。 能なことを報告していない。審

■防災安全監 検査場は県の管

民の立場に立って考えられたい。 は認識している。国の交付金が

いる状況である。市として、市

支給された都度、予算計上をし

■市民生活部長 委託業務の範

淀江産業廃棄物処理場建設

の市民への安定ヨウ素剤の事前

ながら事業を進めているという

一般質問

事業者、農業者、水利権者に対

決算指摘事項

審議結果

現状である。

書

おしらせ

配布の必要があるのではないか。 環境管理事業センターが行った

見

■市長 本市が行っている安定

意

29
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が相次いでいる。本市において

が問題となることが考えられる。

埋設されたヒューム管の劣化等

審議結果

も、条例で自転車保険加入を義

おしらせ

考慮した上で、市営住宅の適正

一般質問

な管理戸数を算出しようと考え

今後の対応について伺う。

決算指摘事項

囲、期間、委託料、支払等が定
務化する必要があると考えるが、

■農林水産振興局長 管理者で

書

めてある。
ている。
所見を伺う。

見

■議員 まだ建物が完成してい
■議員 入居者の中には、改修

ある県と協議しているが、具体

意

ないのに、維持管理を任せると
■市民生活部長 県が鳥取県支

時点では、暗渠の健全性は保た

的な方策は定まっていない。現

え愛交通安全条例を制定し、努

あつし

により居住性の向上を望まれる

だ

方もあるが、より低価格の家賃

やす

いうような契約であり、公益財
あ い

団法人の契約としては問題があ

公明党
）
議員（ 議
員団

力義務であるが、自転車損害賠

篤

で入居したいと希望される方も

れているが、今後も継続して点

るなど、政策的に誘導すること

て、上の階に若年層の入居を図

ティを支え、推進する存在とし

市営住宅に対し、地域コミュニ

■議員 新たに改修・整備する

えている。

ら、事業を進めていきたいと考

意見・ご要望を丁寧に聞きなが

ニーズはさまざまであるが、ご

■都市整備部長 住民の皆様の

いて伺う。

■議員 安心して自転車の活用

究したいと考えている。

務化する条例を制定するかを研

視点から、自転車保険加入を義

いかに解消していくのかという

自転車に乗ることによる危険を

あるから、本市が自転車保険加

■議員 県に努力義務の条例が

いきたいと考えている。

等について周知・啓発に努めて

ールの順守、保険加入の重要性

察、関係団体と連携し、交通ル

考えていない。引き続き県、警

■農林水産振興局長 事業主体

分は行政が買収したが、暗渠部

水した。その工事の際、水路部

で１７７９㍍流し、中海まで排

㍍、ヒューム管を埋設した暗渠

地改良事業に呼応して大沢川土

てきた。昭和 年、国の総合土

より、低収量や災害に悩まされ

拓された。しかし、排水不良に

より用水が確保され、水田が開

川水路の開通や新開川の掘削に

と呼ばれる湿地があったが、米

■議員 かつて福米地区に大沢

告に対する通知がなされ、その

を聞き、 月 日に実施状況報

けた後、県廃棄物審議会で意見

日に県は実施状況報告書を受

分は買収しなかったのはなぜか。 ■市民生活部長 平成 年９月

と考えるが、本市の見解を伺う。 地改良事業計画が策定され、そ

入の義務化について取り組まな

である県に確認したところ、当

■市長 必要性は認識しており、 の結果、水路で西に約２２００

くていいということにならない

時は土地所有者に同意を得て事

後、関係住民との意見調整を進

手続の進捗状況を伺う。

最終処分場に係る現在の県条例

ていないところもあると伺った。

整しているが、いまだ開催でき

出を受け、会議の開催に向け調

に関係住民から意見調整の申し

する条例」に基づき、これまで

化及び紛争の予防、調整等に関

理施設の設置に係る手続の適正

■議員 県は、「鳥取県廃棄物処

検・調査を行い、排水路のあり

■議員 そのような問題が疑わ

はできないのか伺う。

に取り組めるまちとなるよう、

業着手したと推測されると伺っ

めている段階と伺った。

本市で別に条例制定することは

安田

るのではないか。

おられ、ニーズが多様化する中、 償保険等の加入の規定があり、

れるところへ土地を提供しよう

■都市整備部長 コミュニティ

自転車保険加入の義務化の推進

た。現代とは事業の進め方等の

大沢川の暗渠排水について

■市長 センターの定款に基づ

とするのか。今後、その判断に

の維持、自治会活動の活性化が

を強く要望する。

認識が違っていたと思われる。

いた行動であると認識している。 今後の市営住宅の整備方針につ

ついては、よく精査した上で対

期待され、一つの手法であると

（その他の質問項目）

■議員 意見調整に向けた今後

市営住宅の今後のあり方と
コミュニティの 形 成 につい
て
■議員 米子市市営住宅長寿命
化計画に基づく、今後の市営住
宅のあり方や長寿命化への基礎
となる適正な管理戸数について、

産業廃棄物最終処分場につ
いて

方について協議していく。

応されるよう要望する。

考える。

〇「災害廃棄物処理計画」策定

の対応を伺う。また、建設許可

こ

■議員 近年、自転車と歩行者

■議員 個人が所有する土地の

権を持つ県に対し、事業主体で

まさ

の事故で高額賠償請求事例が相

下に公共の水路があるため、土

いましろ

現状でどのように考えているか

次ぐ中、賠償責任を果たせるよ

地の利用方法や所有者の変遷、

29

公明党
）
議員（ 議
員団

伺う。

う条例を制定し、民間の自転車

24

今城 雅子

■都市整備部長 現在、長寿命

保険の加入を義務化する自治体

自転車の活用促進と安全対
策について

化計画の見直しを進めており、

の推進について

その中で民間空き家の利活用も

11

19

32
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■市民生活部長 意見調整につ

スケジュールについて伺う。

を提出することになるが、その

廃棄物処理法に基づき許可申請

ある県環境管理事業センターが

徴や立地環境を生かした見せ方

ついては、それぞれの遺跡の特

■文化観光局長 歴史的遺産に

はどう取り組んでいくのか。

建造物の活用について、本市で

ち歩き観光資源としての歴史的

物を観光の目玉としている。ま

し、移り住んでもらうことで建

建造物の所有者に代替地を用意

い。岡山県高梁市では、歴史的

は危険木の伐採や地盤調査など

ところである。しかし、整備に

り石垣の確認など成果を上げた

できなかった古い時代の郭や登

行い、これまで絵図でしか確認

後、全体像の解明に向け調査を

調査は平成 年が初めてで、以

について、その基礎となる発掘

■文化観光局長 建築物の復元

て伺う。

元に向けた、今後の整備につい

■議員 米子城跡の建築物の復

の作成など、研究してみたい。

て、市ＨＰでのポータルサイト

う。

昨年と比べてどうだったのか伺

の日が何日あったのか。また、

の気温が 度以上である熱帯夜

猛暑日、 度以上の真夏日、夜

暑い年であったが、 度以上の

■議員 ことしは例年と比べて

おいても実施してはどうかと考

しているところもあり、本市に

や健康に気をつけるきっかけに

または貸与することで、熱中症

計や温度計、湿度計などを付与

の自治体では、高齢者に熱中症

とに気づかないことがある。他

が高くなっているのに、そのこ

者に限らず、部屋の温度や湿度

に対しては、県から連絡を行っ

注意喚起を行っており、幼稚園

に連絡し、熱中症予防のための

し学級、民間放課後児童クラブ

園、地域型保育事業所、なかよ

こ

ご

熱中症対策について

熱中症警報が発令された場合に

■こども未来局長 県において

か伺う。

ド等の貸与や配布を行う予定は

点において熱中症計や予防カー

中症予防カードがあるが、現時

うにした熱中症計や温度計付熱

審議結果

は、市内の保育所、認定こども

者や体調不良の方は、体温調整

■議員 室内にいる場合、高齢

いる。

全ての施設において整備されて

ついては、保育所、幼稚園など

ている。冷房施設の設置状況に

いては、現在調整中であり、具

跡の広場は、桜、ツツジの名所

も必要であり、今後は整備基本

■福祉保健部長 ことしの９月

えるが、見解を伺う。

いるが、住宅の場合は、内部見

やすし

体的な内容は未定である。意見

であり、福市考古資料館や埋蔵

計画で年次計画を検討し、進め

２日現在で、猛暑日が 日、真

学を常設の見学コースとするこ

組まれたい。

くにとう

調整の会議後は、県の廃棄物審

文化財センターとも隣接してい

ていくこととなると考える。

夏日が 日、熱帯夜が 日であ

■福祉保健部長 乳幼児は体温

とは難しい面があると考える。

よなご
）
議員（・
未来

議会を開催し意見を聞き、その

ることから、古代の歴史を一体

する結果を判断する。その結果、 が必要と考える。例えば福市遺

意見を受け、県は合意形成に関

的に学び、体感できるエリアと

■議員 鳥取城跡では、発掘調

った。昨年と比較して、猛暑日

調節機能が未発達であり、高齢

議員（政英会）

■議員 市内の観光情報の提供

靖

仮に条例手続が終了することに

してＰＲできると考える。

査により太鼓御門の基礎部分が

は 日ふえており、それに伴い

機能が低下しており、体に熱が

について、複数のパンフレット

米子市の観光戦略について
■議員 福市遺跡や青木遺跡な

国頭

なれば、環境管理事業センター

また、城下町エリアにある個

発見された。これは第 次の調

真夏日は６日減り、熱帯夜は

こもりやすくなる。特に高齢者

ど、本市に点在する多くの歴史

で行っているが、観光アプリで

くるわ

が許可申請を行うこととなる。

人所有の歴史的建造物について

日ふえている。

は、老化により暑さや喉の渇き

的遺産について、手をかけ、市

の一元化を図られてはどうか。

も ん

は、所有者の承諾が得られた場

査での発見であり、他市では復

■議員 これだけ猛暑日が続く

を感じにくくなり、体が出して

民に親しまれる見せ方をする必

35

31 22

25 30

38

た い

合、城下町巡りなどの見学コー

元に向け本気で取り組んでいる

と、熱中症対策がより必要にな

せいえいかい

ことがわかる。本市も計画のま

ってくると考えるが、保育園、

いるＳＯＳ信号に気づきにくく

けんすけ

ま終わらないよう、着実に取り

幼稚園、学童保育などの現場に

なる。熱中症予防グッズとして、

た むら

スに組み込むなど活用を図って

（その他の質問項目）

おける取組み、冷房施設の整備

熱中症の危険度を目で見えるよ

田村 謙介

〇街並み環境整備事業について

状況はどのようになっているの
について、一定の効果はあると

■文化観光局長 パンフレット

また、城下町界隈には古い町

考える。アプリでの情報提供に

おしらせ

11

43

27

要があると考えるがどうか。
屋などの文化遺産がいくつもあ

一般質問

ついては、観光戦略において重

決算指摘事項

要と考えており、一元化につい

書

るが、いずれも個人の所有であ

見

り、常時見学できるものではな

意

10

第55号（季刊）
平成30年11月１日
（15）
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平成30年11月１日

7日㈮ 本会議
（各個質問）

18日㈫ 都市経済委員会、予算都市経済分科会
19日㈬ 予算決算委員会

12日㈬ 本会議
（各個質問、議案質疑、委員会付託）

21日㈮ 本会議
（付議案の処理、閉会）

※請願・陳情は 11月30日（金）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。

請願書・陳情書のつくり方

【記載上の注意事項】
①法人、団体として提出される場合は、その所在
地及び名称並びに代表者の氏名及び印が必要で
す。
②内容が２項目にわたるときは、なるべく１項目
ごとに提出してください。
③提出者が多数の場合には、なるべく代表者を選
び、提出者欄に記入してください。
※事務処理の都合上、定例会開会日の２日前（市
の休日を除く）の正午までに提出されたものに
ついて、その定例会で審議されます。
上記期限後に提出されたものは、その次の定例
会で審議されることになります。

【書 式 例】
表 紙

内 容
年

〇〇〇に関する
請

願

書

米子市議会議長

月

日

様

（提出者）
住 所
氏 名
㊞
紹介議員

〇〇〇に関する請願

氏名
（署名又は記名押印）

１
２

要旨……
理由……

※陳情書については、請願書の書式に準じて記載してください。

審議結果

請願・陳情は、市議会と市民を直接つなぐ大切な手段です。市政についての意見や希望があるときは、だ
れでも提出できます。
請願には、紹介議員の署名又は記名押印が必要ですが、陳情には紹介議員は不要です。
提出者は、請願・陳情の要旨及び理由、住所及び氏名の記載、押印などをして議長あてに提出します。提
出された請願・陳情は、委員会で審査した上、本会議に諮って採択・不採択を決め、市政に反映させるよう
になっています。
なお、請願・陳情は、郵送でなく、なるべく議会事務局へご持参ください。

おしらせ

11日㈫ 本会議
（各個質問）

一般質問

17日㈪ 市民福祉委員会、予算市民福祉分科会

決算指摘事項

6日㈭ 本会議
（各個質問）

書

14日㈮ 総務文教委員会、予算総務文教分科会

見

12月4日㈫ 本会議
（開会、議案上程）

意

13日㈭ 予算決算委員会

ない。しかしながら、課題とし

ては認識しており、県や関係機

関と意見交換を行っていきたい

と考えている。

■議員 今後も気温の上昇は続

くと思われるが、熱中症計、予

防カード等の貸与、配布につい

ての検討を行っていただき、し

っかりと熱中症対策を行ってい

ただくよう要望する。

（その他の質問項目）

〇公共交通施策について

12 月 定 例 会 日 程

（16）
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平成30年11月１日

第55号（季刊）

意
見

議会を傍聴してみませんか

書
決算指摘事項

米子市議会では、本会議や委員会を公開しています。
平成29年12月1日から、手続きはこれまでと変わりませんが、手続き完了後に傍聴券を交付させ
ていただくことにいたしました。
なお、傍聴席の数には限りがありますので、傍聴を希望されるかたが会議の開会時刻の30分前に
傍聴席の数を超える場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

本会議の傍聴について

一般質問
おしらせ
審議結果

会議の場所
・本会議は、議場で行われます。
会議の時間
・会議は、通常午前10時に開会します。
傍聴席
・議場の傍聴席は、60席あります。また、こ
のほかに車いす専用の傍聴席もあります。
傍聴の手続き
・開会の30分前（通常午前9時30分）から本庁
舎5階の議会事務局にて受付を行ないます。
・傍聴人受付簿に住所、氏名をご記入いただ
き、傍聴券の交付を受けてください。
・傍聴券は先着順に交付します。ただし、開会の30分前の時点で傍聴を希望されるかたが定員の
60人を超える場合は、抽選により傍聴人を決定し、傍聴券を交付します。
・傍聴を終えて退場するときは、傍聴券を議会事務局まで返還してください。

委員会の傍聴について
会議の場所
・委員会は、委員会室で行なわれます。ただし、予算決算委員会の全体会は議場で行なわれます。
会議の時間
・会議の時間は、日程が決まり次第、市議会ホームページに掲載します。定例会中に開催するも
のは「議会日程」で、議会閉会中に開催するものは「委員会日程」でご確認ください。
詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。
傍聴席
・委員会室の傍聴席は、10席あります。
・予算決算委員会の全体会を行なう議場の傍聴席は、60席あります。
傍聴の手続き
・開会の30分前から本庁舎5階の議会事務局にて受付を行ないます。
・傍聴人受付簿に住所、氏名をご記入いただき、傍聴券の交付を受けてください。
・傍聴券は先着順に交付します。ただし、開会の30分前の時点で傍聴を希望されるかたが定員を
超える場合は、抽選により傍聴人を決定し、傍聴券を交付します。
・傍聴を終えて退場するときは、傍聴券を議会事務局まで返還してください。

第55号（季刊）

平成30年11月１日
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意

提出議案等審議結果一覧表
状

況

○：賛成

×：反対

議：議長

書

一院
クラブ

遠 藤

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

議

○

○

○

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

●陳情の議決結果の理由等●

議会のインターネット中継をごらんください！
米子市議会では、開かれた議会を目指しており、本会議のインターネット中継を行っています。
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。）

審議結果

陳情第21号

【不採択とした理由】
①学校現場では産休・育休を取得する教職員がいる場合、人員の不足に苦慮しており、改善が必要である
ため。
②人件費不足のために教職員が不足し、教育の質が低下しないよう国に財源保障を求めるべきであるため。
＜賛成意見＞
①学校現場では産休・育休を取得する教職員がいる場合、人員の不足に苦慮しており、改善が必要である。
②人件費不足のために教職員が不足し、教育の質が低下しないよう国に財源保障を求めるべきである。
＜反対意見＞
義務教育費国庫負担割合の引き下げについては、三位一体改革の中で、地方交付税の見直し等と一体的
に行われた経緯がある。また、教職員定数については県の専権事項であるため、本陳情の趣旨に賛同でき
ない。

おしらせ

陳情第19号

【不採択とした理由】
本市議会の権限外の内容であるため。
＜賛成意見＞
沖縄県が辺野古沿岸埋立ての承認を取り消したにも関わらず、工事の強制着工を進めようとする政府の
やり方は許せない。沖縄県民の意思を尊重し、国に意見することは重要なことである。
＜反対意見＞
本市議会の権限外の内容である。

一般質問

○

決算指摘事項

通

又 野 史 朗

岡 村 英 治

日本共産党
米子市議団

石 橋 佳 枝

中 田 利 幸

信風

伊藤ひろえ

安 達 卓 是

篤

茂

矢田貝香織

安 田

前 原

公明党議員団

今 城 雅 子

強

山 川 智 帆

矢 倉

均

靖

西 川 章 三

よなご・未来
土 光

国 頭

渡 辺 穣 爾

三 鴨 秀 文

戸 田 隆 次

田 村 謙 介

門 脇 一 男

尾 沢 三 夫

奥 岩 浩 基

政英会

の

見

賛 否
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意

平成30年米子市議会９月定例会

見

●賛否が分かれた議案及び陳情●

書

清

件

名

岡 田 啓 介

稲 田

決算指摘事項

議案等番号

岩 﨑 康 朗

政英会

議決結果

一般質問

議案第77号

平成２９年度米子市一般会計等の決算認定について

原案認定

○

○

○

議案第81号

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出につ
いて

原案可決

○

○

○

陳情第19号

沖縄県による「辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に
求める意見書提出についての陳情

不採択

×

×

×

陳情第21号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、
２０１９
年度政府予算に係る意見書採択の要請について

採択

○

○

○

●全会一致で議決した議案及び陳情●
議案等番号

件

名

議決結果

おしらせ
審議結果

議案第67号

平成29年度米子市水道事業会計の決算認定について

原案認定

議案第68号

平成29年度米子市水道事業会計剰余金の処分について

原案可決

議案第69号

平成29年度米子市工業用水道事業会計の決算認定について

原案認定

議案第72号

米子市市税条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

議案第73号

米子市駐車場条例及び米子駅前地下駐車場駐車料金徴収条例の一部を改正する条例の制
定について

原案可決

議案第74号

米子市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

議案第75号

平成30年度米子市一般会計補正予算（補正第２回）

原案可決

議案第76号

平成30年度米子市駐車場事業特別会計補正予算（補正第２回）

原案可決

議案第78号

工事請負契約の締結について

原案可決

議案第79号

米子市伯仙財産区管理委員の選任について

原案同意

議案第80号

児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書の提出について

原案可決

陳情第20号

同性パートナーシップの承認制度の導入に向けた協議開始を求める陳情

●報告●
報告番号

件

名

報告第９号

平成29年度決算に基づく米子市の健全化判断比率について

報告第10号

平成29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

報告第11号

議会の委任による専決処分について（損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について）

報告第12号

米子市債権管理条例に基づく非強制徴収債権等の放棄について

報告第13号

米子市債権管理条例に基づく水道事業に係る非強制徴収債権等の放棄について

採択

第55号（季刊）

平成30年11月１日

（20）

表紙の写真・イラストを募集しています！
米子市の四季折々の風景、イベントなど
※市議会だよりは季刊広報紙です。（原則、２月・６月・８月・11月発行）
季節に見合う写真・イラストをご応募ください。

テーマ

応募資格
応募締切

応募内容

米子市に住んでいる方、または通勤・通学している方
２０１８年２月１日発行号：２０１８年１２月１４日（金）まで
２０１９年６月１日発行号：２０１９年３月１５日（金）まで
２０１９年８月１日発行号：２０１９年６月１４日（金）まで
写真の場合
・応募者本人が米子市内で撮影した写真で未発表のもの。
・組み写真、合成写真は不可。
・個人が特定できる写真の場合は、被写体の承諾を受けたもの。
※デジタル写真は600万画素数以上で撮影したもの、プリント写真は２Ｌ版以上
のもの。
イラストの場合
・ハガキサイズ以上、Ａ３サイズ以下のもの。

応募方法

選定方法

住所、氏名、電話番号、作品タイトル、写真の場合は撮影場所、撮影年月を明記
の上、郵送、持参、もしくは電子メールで下記までご応募ください。
〒６８３－８６８６ 米子市加茂町１丁目1番地 米子市議会事務局 まで
E-mail：gikai@city.yonago.lg.jp
※電子メールで応募される場合は、５ＭＧ以下の容量で送信してください。
・期日までに応募のあった作品から、広報広聴委員会において選定します。
・応募作品がない場合や採用作品がない場合は、本委員会で撮影した写真を使用す
る、もしくは、過去にご応募いただいた作品の中から選定することがあります。
・応募作品に関する著作権、肖像権等の問題が発生した場合、その責任及び解決は
すべて応募者に帰属するものとします。
・採用作品は、市議会だよりへの掲載をもって発表とします。
・採用された写真・イラストは、必要に応じてトリミング処理等のサイズの調整を
行うことがあります。
・応募作品は、無償で米子市議会が使用することに許諾したものとします。
・希望される方には応募作品を返却します。

その他

奥岩

岩﨑

今城

稲田

史朗

浩基

康朗

雅子

清

伊藤ひろえ

又野

智帆

矢田貝香織

山川

広報広聴委員会

委 員 長

員

員

員

員

員

員

※委員長、副委員長以外
は五十音順

副委員長

委

委

委

委

委

委

議会に関してのお問い合わせは

米子市議会事務局
〒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。

