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意見書
日まで、

審議結果
日及び

18

れました。

も委員長報告のとおり決しまし

案２件が提案され、いずれも原

委員の任命について」などの議

次に、市長から「教育委員会

次に、市長から「米子市一般
案のとおり同意されました。

とおり可決されました。

の議案１件が提案され、原案の

を進める意見書の提出について

減に向けてのさらなる取り組み

次に、議員から「食品ロス削

職の職員の給与に関する条例等

委員会審査の後、原案のとおり
可決されました。
次に、市長から「消費税及び
地方消費税の税率の改定に伴う

なお、今回審議された案件は
別表のとおり

関係条例の整備に関する条例の

については、

報

告

１

陳

情

６

合

計

５７

㌻から

㌻の一

件で、審議結果

制定について」などの議案

覧表のとおりです。

５０

件

及び報告１件について提案理由

案

２月 日、３月１日、４日及

の説明及び報告がありました。

議

27

ついて」の議案１件が提案され、

の一部を改正する条例の制定に

案のとおり同意されました。

市長から「功労者の表彰につい

陳情の審査報告があり、いずれ

各委員会の委員長から議案及び

最終日の３月

日には、まず

の審査等のため委員会が開催さ

日間は、議案及び陳情

日から

日の

15

25 57

分

び６日から８日までの６日間は、

数
区

件

会派による市政一般に対する代
表質問が政英会、よなご・未来、
公明党議員団、信風、日本共産
日には会派に属さ

党米子市議団の順で行われまし
た。また、

る質問が行われ、続いて議案の
委員会付託が行われました。

表
別

45

ない議員による市政一般に対す

12

2

よなご市議会だより【57号】

一般質問

日間

5

あらまし

平成 年３月定例会の

日までの

年３月定例会は、２月

あ ら ま し
平成
日から３月

13

20

た。

日には、まず、

28

て」の議案１件が提案され、原

開会日の２月

の会期で開かれました。

25

26

25

31

31

28

2019年6月

26

代表質問（政英会）

せいえいかい

住んで楽しいまちの実現に向け
て、経済の活性化、歴史と文化

どのようなビジョンを描いてお

にしたいと所信表明されたが、

う、ひたむきに駆け抜ける一年

んで楽しいまち」が実現するよ

や生きる喜びを感じられる「住

市」を掲げられ、人生の充実感

のテーマとして「挑戦する米子

■議員

る投資的事業や制度改正、扶助

■市長

ョンしているのか伺う。

ついてどのようにシミュレーシ

に鑑み、中長期の財政見通しに

スの向上は重要課題であること

求められる。他方、住民サービ

今後歳出のさらなる取捨選択が

費、社会保障費の増が見込まれ、

おいては、老朽化施設の改修経

収等が想定される一方、歳出に

交付税の減額、固定資産税の減

合併算定がえの終了による地方

■議員

に取り組むこととしている。

ど５つの取組みを柱とした施策

さんの理解を得る上で貴重な御

だいた方はもとより、市民の皆

員の御指摘は、寄附をしていた

やすい事業を実施すべきとの議

用を図る観点から市民にわかり

分としているが、基金の有効活

については、現在５つの使途区

■市長

市長の見解を伺う。

事業を実施すべきと考えるが、

拡大を図り、市民に見えやすい

の有効活用の観点から、使途の

０００万と伺っており、同基金

平成

いる。がいなよなご応援基金は

市民から多数意見が寄せられて

され、その使途が見えないと、

ふるさと納税の額ばかりがＰＲ

使途については限定されており、

■議員

月末時点で約８億８

を不審者から守る対応について

いうデータがある。子どもたち

から６時に多く発生していると

などの事案は下校時の午後４時

審者による声かけ、つきまとい

■市長

きである。市長の見解を伺う。

み、道路照明灯の整備を図るべ

財産を守る責務があることに鑑

ない。市は、市民の身体、生命、

確保が放置されている感が否め

叫ばれる状況下、通学路の安全

聞している。身の安全の確保が

没事例も多数発生していると仄

伐化している昨今、不審者の出

は危険と感じている。社会が殺

時過ぎは真っ暗で、通学下校時

明灯がなく、特に冬場の午後５

箕蚊屋中学校の通学路には、照

■議員

道路照明灯の整備拡充につ

られるのか。あわせて施策方針

費の伸び、公共施設の老朽化対

は、道路照明灯の整備拡充とい

ふるさと納税がいなよなご

地方都市として発展していくた

指摘であると考えている。

う観点のみならず、少年指導員

いて

めには、環日本海地域の拠点都

策等により、依然として厳しい

しかしながら、ふるさと納税

などの地域ボランティアの方々

応援基金の活用について

市としての確固たる地位を築い

財政状況が続くものと見込んで

の使途拡大については、あくま

を初め、教育委員会、学校、警

に根差したまちづくりの推進な

ていくべく努力をし、そのため

いる。このため税収増につなが

でも寄附であり、その使途区分

察、防災安全課、米子市少年育

市長は、ことしの市政

本市がさん然と輝ける

の骨格について伺う。
■市長

予算の歳入については、

がいなよなご応援基金

市内の児童生徒への不

保のために一体となった対策に

一層努めていきたい。

であるというふうに認識してい
る。

審議結果

現段階で予定されてい

美保、弓ヶ浜、尚徳、

には、さまざまな目標に対して

るような振興策の実施と適宜事

も定められているので、拡大と

成センターなど、児童生徒を見

12

ふるさと納税寄附金の

果敢に挑戦していき、また、そ

業の見直しを進めることなどに

いうよりはわかりやすさを追求

守る関係者が児童生徒の安全確

意見書

30

中長期財政見通しについて

うした取組みのプロセスの中で、

より、収支の均衡を図っていく

するということが重点的な課題

施政方針について

人生の充実感や生きる喜びを感

こととしている。

一般質問

年

じられる「住んで楽しいまち」

りゅう じ
だ
と

施政方針の骨格については、

を実現していきたい。

あらまし

よなご市議会だより【57号】

2019年6月

3

戸田 隆次 議員

代表質問（政英会）

せいえいかい

あらまし

一般質問

内陸型工業団地の整備につ

意見書

■市長

市長の見解を伺う。

整備事務に着手すべきと考える。

ており、早急に新たな工業団地

工業団地の確保を検討するとし

ェンジ周辺などの地域に新たな

では、必要に応じてインターチ

市街化調整区域の土地利用方針

子市都市計画マスタープランの

に完売予定と仄聞している。米

子インター周辺工業団地は、既

可欠と考える。現在整備中の米

ための工業団地の整備が必要不

喫緊の課題であり、企業誘致の

年層の市外流出対策は、本市の

■議員

しているほか、関西圏域では関

情報等をもとに企業訪問を実施

の共同技術展で得たアンケート

報あるいは県西部圏域８市町村

振興機構や金融機関等からの情

■市長

市長の見解を伺う。

を積極的に推進すべきと考える。

の企業誘致に資するアプローチ

で、その整備を図り、財界等へ

の企業誘致に係る体制は薄いの

せていることからすれば、本市

の担当者を東京事務所に赴任さ

誘致である。大分市が企業誘致

であり、その最重要施策が企業

揚、製造出荷額の底上げが必須

当たっては、市内のＧＤＰの浮

■議員

活用するため、本年２月に補助

開設に係る事業立ち上げ支援に

推進モデル事業補助金のうち、

は、県の子どもの居場所づくり

ての子ども食堂の運営について

■市長

解を伺う。

後どう対処されたのか市長の見

務対応にスピード感がなくその

討する旨の答弁があったが、事

備し支援を講ずると前向きに検

長から子ども食堂の要綱等を整

いる。さきの議会において、市

され、子ども貧困対策を講じて

子ども食堂に関する要綱を整備

いない状況と考える。鳥取県は

については全く施策展開されて

ており、本市の子ども貧困対策

７人に１人が子ども貧困とされ

■議員

の子育て支援の充実を図るため、

保育所の統合にあわせ、地域で

育て支援センターについては、

ているところである。また、子

地域住民への説明を重ねて行っ

護者への説明会あるいは市民や

ついては、該当する保育園の保

わる市民や地域住民への説明に

■市長

見解を伺う。

を得るべきと考えるが、市長の

計を早急に提示して市民の理解

併設を示唆しているが、詳細設

の目玉に子育て支援センターの

て伺う。また、保育園の統廃合

たが、その後の説明状況につい

あると市民福祉委員会で指摘し

理解を得るための説明が必要で

に検討し、関係者及び保護者に

老朽化の状況等を考慮し総合的

た公立保育所の建てかえ構想は、

■議員

審議結果

出・確保あるいは若年層の市外

西事務所長による情報収集と企

金要綱を整備し具体的な事務に

今後は常設の地域の子育て拠点

保育園の統廃合について

流出対策は、重要な課題である

業訪問を行っている。現在、本

着手したところである。米子の

としての子育て支援センターを

子ども貧困対策について

と認識している。そこで、新た

市出身の県外企業の要職にある

子ども食堂は、従来から民間主

市内各所に配置していく必要が

企業誘致について

な工業団地の整備について、内

方や本市に進出している企業の

導で運営しているのが大きな特

あると考えており、子育てに関

いて

陸型工業団地の候補地選定に向

トップなど本市にゆかりのある

徴であると認識している。決し

する相談窓口として市民のニー

保育園の統廃合を含め

けた作業を行っているところで

方との新しい関係づくりを進め

て後ろ向きの姿勢ではなく、よ

ズを把握し、よりよい在宅の子

子ども貧困については、

あり、インターチェンジの周辺

ているところであり、今後は、

り効果的な政策効果を目指して

育て支援ができるよう努めたい。

米子市の地域活性化に

に限らず工業用地の候補地とな

職員が積極的にその方々を通じ

いることをぜひとも御理解いた

雇用の創出・確保、若

り得る具体的な場所を絞り、関

て情報を得ることによって本市

だきたい。

鳥取県を初め県の産業

係法令やクリアすべき課題等に

への新たな企業誘致や投資につ

保育所の統廃合にかか

ついて庁内関係部署と調整を図

なげていきたいと考えている。

子どもの貧困対策とし

りながら事務を進めていくこと

本市にとって雇用の創

としている。

4
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代表質問（政英会）

せいえいかい

ては、民間に無償譲渡して再開

■議員

ことを十分に受けとめ、米子城

先人が苦労して現地に誘致した

民から米子の宝と言われている。

■議員

供されている。公共交通の利用

スなどの公共交通サービスが提

地区を運行するコミュニティバ

路線バス、本市の中心部と淀江

状は、ＪＲ米子駅を起点とした

■議員

米子市公共交通ビジョンに

■議員
発されると大きな期待が寄せら

跡の整備事業とリンクさせ、湊

者の減少による交通事業者の収

鳥取大学医学部との連携強

耐震構造が脆弱であり、現施設
れているが、その進捗状況が全

山公園を湊山球場用地に移設し、

入の減少が路線バスの減便など

米子髙島屋東館の運営進捗

の耐震化工事か移設か検討され
く見えてこない。米子髙島屋が

都市公園の存続を図りながら、

公共交通サービス水準の低下を

米子市民体育館の整備方針

ているとのことであるが、検討
位置する角盤町エリアは、米子

その残地を鳥取大学医学部に提

招いていることを鑑み、持続可

ついて

結果はいつ示されるのか。また、
市中心市街地活性化の核と位置

供すべきと考えている。また、

化について

市民体育館は市民の運動拠点と
づけられており、その動向は同

本市には、国立米子高等工業専

状況について

して多数の市民に利用されてい
エリアにおけるにぎわいの創出

について

る。市民の安全確保は必須であ
を大きく左右するものなので、

能な交通体系の構築が急務と考

米子市の公共交通の現

ることから市民体育館の整備に

門学校も有しており、医工官の

える。公共交通ビジョンに基づ

共施設配置の適正化の検討を開

年度から公

えを含めた検討を進めている。

配置計画に７階を加え、１階か

から６階までのサービス施設の

その施設内容は、当初の１階

備を進めていると伺っている。

ちたい。また、米子高専との連

に提供することを構想として持

たっては、湊山公園を大学用地

部及び附属病院の建てかえに当

また、想定される鳥取大学医学

な機関であると認識している。

境の充実を図る上で必要不可欠

属病院は、本市の医療・福祉環

米子市中心部への誘客のために

していくこととしている。また、

な利便性向上への改善策を検討

定の交通政策課において具体的

展開については、新たに設置予

ンに基づく平成

■市長

と考えるが市長の見解を伺う。

た市内への誘客を仕掛けるべき

いても富山市のような思い切っ

鳥取大学医学部は、市

ついて早急に整備方針を示すべ

その再開発のスキームを早急に

連携について本市も十分に注力、

米子髙島屋東館につい

きと考えるが、市長の見解を伺

示し説明すべきである。市長の

く平成

市民体育館については、

う。

支援すべきと考える。市長の見

していくのか。また、本市にお

年度の施策をどう展開

見解を伺う。

解を伺う。

始しており、市民体育館と県立

ら７階までに飲食店、ダンスフ

携プロジェクトについては、平

は、駅や病院、商業施設などと

市民体育館は耐震構造

■市長
■市長

■市長

米子産業体育館のあり方につい

ィットネススタジオ、漫画図書

年度はシティプロモーショ

住宅地をいかに結びつけるかが

現在、施設設計や必要

が脆弱であることから、現在、

な許認可の申請中であり、平成

て県との意見交換を開始した。

館、託児所、マッサージルーム、

成

重要であり、先進地の事例など

一方、県は平成

31

鳥取大学医学部及び附

耐震化を含む大規模改修を中心

その過程で鳥取県での国体開催

簡易宿泊施設、温浴施設が入居

ン動画の企画・制作を、来年度

も参考にしながら検討していき

審議結果

月のオープンに向けて準

も浮上しており、市民体育館の

する相当大きな投資計画と伺っ

はまちづくりに関する自由なア

たい。

年

整備についてどのような整備手

ており、少々のおくれは十分取

イデアを収集する共同研究を企

11

意見書

年度の施策の

31

に、場合によっては全面建てか

法が考えられるのか。また、県

り戻せるのではないかと考えて

画しているところである。

一般質問

米子市公共交通ビジョ

と市の役割分担をどのようにす

いる。

31

るのかなど、意見交換を進めて
いきたい。

あらまし

よなご市議会だより【57号】

2019年6月

5

30

30

代表質問（政英会）

せいえいかい

一般質問

意見書

■議員

成

■議員

米子市文化ホールについて

ーについては、現在地での立地

修繕との調整を図る必要から見

審議結果

米子市クリーンセンターの

■議員
は平成

送られたが、今後の修繕対応事

年度を目途に可燃ごみ処

語条例の制定など、障がいのあ

続的な支援体制の整備、手話言

のある児童と保護者に対する継

祉サービスの提供、発達に課題

進捗状況については、障がい福

■市長

の具体的な取組方針について伺

各事業の進捗状況と平成

年度

空家の所有者などに対する制度

理を周知することとしている。

計画のＰＲと空き家の適切な管

の広報やホームページなどで本

■市長

う。

ように図るのか市長の見解を伺

成

本補助制度については、特定

度の予算措置であることから平

地域住民の御理解はもとより、

具体的な候補地の選定を行い、

いて諸条件を明らかにした上で

棄物処理施設整備基本構想にお

た、立地場所について、一般廃

どを明らかにしていきたい。ま

備基本構想を策定し処理体系な

おいて、一般廃棄物処理施設整

度には西部広域行政管理組合に

設の建設については、平成

■市長

て市長の見解を伺う。

は、現時点では、その役割や実

さなめホールの３施設について

また、文化ホール、公会堂及び

方を検討することとしている。

する中で、具体的な改修のあり

前倒しをして平成

おり、その個別施設計画を１年

クアップと調査の準備を進めて

建物及び設備の改修箇所のピッ

来

■市長

があると考えるが、市長の見解

当初予算措置については、他の

る人が必要な支援を受けながら

の周知と不動産関係者への資料

関係市町村からの交通アクセス

際の稼働率などから見て今後も

年度の各事業の

31

本計画については、市

年

文化ホールは、開館以

年が経過をしており、現在、

年度に策定

6
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あらまし

米子市障がい者支援プラン

をこのたび策定され、施策の方
平成

務のスケジュールについて伺う。

整備計画について

■議員
向性を示されたが、今後、人口

理施設を建設する必要があると

また、米子コンベンションセン

米子市空き家対策について

ラン２０１８の米子市障がい福
減少、若者の市外流出等により

考える。住民から迷惑施設とし

ター、公会堂、文化ホール、さ

２０１８について

祉計画及び米子市障がい児福祉
空き家がどんどんふえる状況と

て賛同を得にくい可燃ごみ処理

なめホールの４施設の保持が適

米子市文化ホールの平

計画において、障がいのある人
考える。今後、本計画を市民に

施設の今後の建設事務に対する

切なのか、十分に検討する必要

米子市クリーンセンタ

の生活支援に係る障がい福祉サ
どのように周知していくのか。

方針等を伺う。また、本施設の

地域で安心して生活できる体制

配布を行うなど周知に努め、そ

など総合的に判断する必要があ

必要と考えているが、その必要

米子市空家等対策計画

ービスや相談支援、地域生活支
また、本計画と連動する米子市

立地場所と建設事務体制につい

米子市障がい者支援プ

援事業並びに障がい児福祉サー
特定空家等の除却に係る補助制

年度の音響設備等の修繕の

ビスの提供体制の整備や、円滑
度について、国の交付金が単年

年度までとされており、

年度の

な実施を確保するための目標値

づくりに取り組んだ。また平成

の除却につなげていきたい。ま

年度に

を伺う。

年度については、地域生活支

た、本補助制度は本計画と連動

る。それに向けて平成

性については、各個別施設計画

年度以降も県と連携

次期可燃ごみの処理施

援拠点の整備の方針を策定し、

した５カ年で実施する考えであ

西部広域行政管理組合環境資源

を策定していく中で検討してい

31

年度以降の事業推進をどの

基幹相談支援センターの設置を

り、平成

課にごみ処理広域化推進室を新

う。

柱に相談支援体制の充実と障が

を図りながら国の交付金の獲得

きたい。
進する予定としている。

31

平成

いのある人やその家族の生活を

設し施設整備事務を効率的に推

を定めているが、平成

30

27

32

2019年6月

43

44

に努めていきたい。

30

地域全体で支える仕組みの構築

31

30

を目指す方針である。

32

31

代表質問（政英会）

せいえいかい

ついて

優良田園住宅制度の導入に
計画について

中海・錦海かわまちづくり

■市長

る。本市での導入について、市

の配慮がなされるとのことであ

農地法の適用許可手続の円滑化

区外からの除外申請、除外及び

受ければ、今の農振法の農用地

的に取り組み、同制度の認定を

宅とされている。市町村が主体

容積率

敷地面積３００平方メートル
以上、３

成している地域に所在している

その他の良好な自然的環境を形

め、農山村地域、都市の近郊、

豊かな地域づくりを促進するた

地方の創意工夫を生かし、個性

■議員

％以下、

を続けている。米子城跡や城下

ので、現在、国と計画案の協議

ちづくり支援制度を活用したも

目指す取組みを支援するかわま

なまち空間と水辺空間の形成を

■市長

について、市長の見解を伺う。

いる。今後の事業展開と具現化

間を形成すると位置づけられて

いやすいシンボリックな水辺空

た、利用者に親しまれ、かつ使

空間のにぎわいを融合させ、ま

を行うことで、河川空間とまち

る米子港を中心地として再整備

して捉え、それらの結節点であ

る取組みを一体的な地域資源と

化、歴史、スポーツ、環境に係

ち空間における経済、観光、文

くり計画は、中海を取り巻くま

■議員

この計画は、国の良好

年には道路法に基づく定期点

現在

１９２９年、昭和４年に架設後、

■市長

伺う。

べきと考えるが、市長の見解を

の設置を国県に対し強く要望す

日野橋を解体撤去し、新たな橋

都市構造の形成の観点から、旧

ないとよく論じられているので、

米子市は鳥取市に比し橋が少

る。

の使命は終えたものと考えてい

じている状況であり、私は同橋

理費に毎年数千万円の巨費を投

として利用されている。維持管

足のため、自転車・歩道専用橋

が、現在は、橋りょうの強度不

る。従前は自動車も通行できた

として広く市民に親しまれてい

■議員

■文化観光局長

害時の緊急避難場所として確保

存続してほしいという意見と災

■議員

討し早急に結論を出したい。

法について解決すべき課題を検

高城跡の活性化に資する事業手

より、体育施設を含めた史跡尾

在、民間事業者からの申し出に

て用途廃止を予定しており、現

ついては、本年３月

■市長

のか、その方向性について伺う。

民間へ譲渡して有効利用を図る

育館の運営について、閉館か、

められているので、今後の同体

が、同体育館は耐震構造化が求

により指定管理運営されている

いては、現在、指定管理者制度

■議員

米子ハイツ体育館について

布している集落地については、

検を実施し、現在、歩行者、自

の活性化の一環として、体育施

旧日野橋について

既存集落のコミュニティ維持を

町エリアなど既存の観光資源と

転車、原動付自転車などの利用

設及び避難所の機能が継続でき

％以下の一戸建ての住

長の見解を伺う。
農地と一体となって分

年が経過しており、平成

米子ハイツ体育館につ

図るため、営農環境を悪化させ

米子港等に一体性、連続性を持

で供用中である。次期点検は平

るよう、関係機関、県などとの

旧日野橋は、アーチ橋

ない範囲において住宅の建築に

たせ、観光客の滞在時間の延長

年度を予定しており、その

中海・錦海かわまちづ

関する規制緩和を行っている。

や周遊性の向上が図られ、また、

成

事務の調整なども含め現在鋭意

優良田園住宅制度は、

優良田園住宅制度については、

本計画案を足がかりにした民間

結果なども踏まえ、補修や廃止、

検討を進めているところであり、

日をもっ

史跡尾高城跡

今どう事務を進めているのか。

してほしいという意見について、

同体育館の利用者から

31

階建て以下、建蔽率

規制緩和の手法の一つとして認

事業者による米子港周辺への投

かけかえについて、総合的に判

最善を尽くしていきたい。

米子ハイツ体育館につ

識しているところであり、今後、

資を呼び込み、米子港が集客ス

断していきたい。

旧日野橋については、

状況を見きわめた上でさらなる

ポットとして生まれ変わること
を期待している。

意見書

90

30

一般質問

審議結果

規制緩和について必要に応じて
検討していきたい。

あらまし
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33

50

関連質問（政英会）

せいえいかい

あらまし

意見書

審議結果

について、現在、業務効率化検
討チームで研究中とのことであ
将来的な人口減少

るが、現時点での課題を伺う。
■総務部長
に伴う労働力不足を見据えた上
での効率化が必要と考えており、
業務処理工程の見直しによる無
駄の排除、ＡＩの導入等の行政
情報の電子化、民間委託など民

荒廃農地対策について

また、生産については、栽培ノ

ウハウの蓄積や生産性の向上が

必要と考えており、事業性や販

路の早期確立により、周辺農家

へと拡大し、産地化を図りたい。

今後の児童数の減少を

小学校・中学校の統廃合に

ついて

■議員

■市長

プロジェクトチームの編成を行

の連携がスムーズに行えるよう、

当の部署と移住促進担当の部署

る。本市において、企業誘致担

企業誘致が非常に重要だと考え

若者のＵターン促進策として、

■議員

■総務部長

と考えるがどうか。

印刷等の業務の効率化が図れる

末を利用し、閲覧とすることで、

資料については、タブレット端

当なものと考えられる。例えば、

等の資料作成に要する時間も相

量の資料を作成しており、印刷

■議員

置付けている。

進していくことを課題として位

り、平成

度には３㌶を栽培する予定であ

た株式会社ＳＣ鳥取が平成

弓浜地区で西洋芝の栽培を始め

期待されると考えている。現在、

荒廃農地の解消と景観の改善も

産地に適しており、栽培による

いる。弓浜半島は水はけも良く、

国的に西洋芝の需要は高まって

■農林水産振興局長

る芝の生産について見解を伺う。

の新たな特産品として期待され

■議員

年

し合いの場を設けていきたい。

るが、地域の関係者の方々と話

出てきた場合には、当然ではあ

考えている。統廃合の必要性が

ちづくりにとって重要な施設と

域コミュニティの核となる、ま

担い手育成の場のみならず、地

■市長

検討が必要と考えるがどうか。

まちづくりの観点からも早期に

検討すべきである。このことは、

和田・崎津小学校は、統廃合を

踏まえ、美保中学校区の大篠津・

ンの促進は、本市の重要課題で

の資料配付を省略し、タブレッ

間事業者との連携協力などを推

あると認識している。現在も各

ト端末で閲覧することとなれば、

荒廃農地の解消と本市

部署が様々な施策に取り組んで

大したいと聞いている。

校に限っては、現在１学年の平

人口減少対策やＵター

議会や内部会議で

市役所では年間、相当

おり、必要に応じて、その都度

資料印刷に係る時間の削減のほ

■議員

均児童数は

近年、全

連携しているところであるが、

か、ペーパーレス化にもつなが

としてブランド化し、産地化す

討を開始するのは今ではないか。

年度には５㌶まで拡

地域からも統廃合を求

める声が出ている。大篠津小学

・５人である。検

■農林水産振興局長

摘や地元の声があることを尊重

検討する必要がある。今回の指

は地域の動向等を十分見ながら

西洋芝を「よなご芝」

小学校は将来の地域の

より一層の効果が得られるよう、

ると考える。

ることで、さらなる荒廃農地の

うべきと考えるがどうか。

部局横断的なプロジェクトチー

（その他の質問項目）

化については、品質や生産量の

し、今後の検討にかかりたい。

小学校の廃止について

確保と併せて、ネーミングなど

■市長

戦略的な検討が必要と考える。

ブランド

■議員

ム等の設置に向けて、現在準備

解消につなげてはどうか。

○情報発信について

いて

○公共施設の照明ＬＥＤ化につ

て

○シティプロモーションについ

市役所内の業務効率化

31

8
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一般質問

人口減少対策（若者のＵＩ
Ｊターン対策）について

お

かず

を進めているところである。

人口減少対策における

門脇 一男 議員
かどわき

き
ひろ
おくいわ

市役所内の業務効率化につ
いて
■議員

13

33
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奥岩 浩基 議員

関連質問（政英会）

せいえいかい

中海・錦海かわまちづくり

バスの乗降場として活用するこ
とは検討していきたい。

現在、米子城跡の駐車

米子城跡の観光整備につい
て
■議員
場を整備する場所がないことが
問題と考えるが、城跡入口、い
わゆる枡形付近に整備できない

国を愛する教育について

米子駅南北自由通路等

米子駅車尾線について

■議員

整備事業並びに西部総合事務所

の横の開発事業を行うというこ

とだが、これらの事業に伴い、

駅前から西部総合事務所への道

路は交通量がふえることが想定

空間の機能を強化することで観

ーターフロントを整備し、河川

■議員

指定地以外であれば文化庁の権

を決めるのは市であり、国史跡

整備できなくなるが、その範囲

ころ、国史跡指定をすれば何も

伺い、この件について尋ねたと

日本は他国と比べると、自国を

る態度を養うこと」とあるが、

国際社会の平和と発展に寄与す

するとともに、他国を尊重し、

ぐくんできた我が国と郷土を愛

統と文化を尊重し、それらをは

■議員

ている都市計画道路・安倍三柳

■都市整備部長

伺う。

計画道路の整備について見解を

米子駅車尾線を含む今後の都市

は非常に効果があると考える。

も米子駅車尾線を整備すること

ちなかと郊外との連携のために

される。また、本市が目指すま

光客及び地域住民に水辺に親し

限は及ばないとのことであった。

愛するという気持ちを持った子

線については、国の２次補正に

か。会派の行政視察で文化庁に

む空間を提供する計画だが、こ

よって、駐車場とすることも可

どもの割合が低いというような

より増額配分をいただき、事業

教育基本法には、「伝

れを観光振興としてどう位置づ

能と考えるが、見解を伺う。

統計数値が出ている。これに関

ろである。引き続き財源確保に
が、そうではないと認識してい

未着手の都市計画道路について

きたい。米子駅車尾線を含めた

の進捗を図ることができたとこ

現在、施工し

■文化観光局長
■市長

する見解を伺う。

努め、早期の完成を目指してい

けているのか。
町エリアと米子城跡エリアを結

ある湊山球場敷地は、文化庁か

■市長

米子駅・城下

ぶ結節点として、観光客等の滞

ら既存の史跡指定地と同等の価

義と捉える考え方もあるようだ
でもある。よって、文化庁と協

る。子どもたちが自国の歴史や

は、整備主体等について、今後

城跡三の丸の中枢部で

在時間の延長、周遊性の向上を

値づけがされており、市の財産

■議員

議し、その上で史跡等活用駐車

誇りをよく知ることが大切であ

県と協議していきたい。

要施策と位置付けている。
乗用車を想定した駐車スペース

場の設置を検討したい。

り、国際社会で活躍するのであ

■議員
文化庁と協議

を愛する教育を行っていきたい。

である。引き続き、自国・郷土

のはしっかりと身につけるべき

要望する。

市長のもと進めていただくよう

なかった事業である。ぜひ、現

現計画では、家庭用の

しか確保されてないが、団体客

■議員

れば、みずからのアイデンティ

前市長を含め誰も進めてこられ
■文化観光局長

台

それは非常に歓迎した

にも対応した大型バス駐車場を

い。史跡等活用駐車場の規模は

ティーとしての愛国心というも
することとなるが、普通車

米子駅車尾線の整備は、

整備し、計画地を下町観光の拠

どの程度を想定しているか。

■文化観光局長

程度、バス数台を想定している。

意見書

車スペースの確保は困難である

一般質問

大型バスの駐

点とすべきと考えるがどうか。

愛国心というと軍国主
であると同時に国民共有の財産

計画について

けいすけ

だ

図り、エリアの活性化を促す重

本計画は米子港にウォ

岡田 啓介 議員
おか

けんすけ
むら
た

が、計画している駐車場を大型

あらまし

審議結果

50
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9

田村 謙介 議員

関連質問（政英会）

せいえいかい

あらまし

一般質問

意見書

審議結果

や共同化などのチーム対応をさ
らに進めるため、プロジェクト
チームを立ち上げ、新たな方策
を検討し、全校に展開していき
平成

年度第２回米子

たいと考えている。
■議員
市総合教育会議において、「幼
稚園、保育園、認定こども園、
小学校、切れ目のない支援体制」

地域ブランディングと商工

者が広域的な連携のもと地域資

源を統一的なコンテンツとし、

地域イメージのブランド化を進

められるということは、地域の

産業に幅広い好影響と好循環を

もたらす取組みであると認識し

これまで地域、企業、

ている。

■議員

商工団体、行政が地域活性化の

発展を目指すためには、白ネギ、

■議員

自体が単発で終わる等、事業の

が構築されていない、また事業

がとれていない、ネットワーク

ため対策を講じてきたが、連携

ンスクール」が発表された。会

サワラ等の農水産品といった個

教育行政について

業の発展について

議では、米子方式と言われてい

今後、地域の商工業の

教育現場の教職員の多
たが、それぞれの概要を伺う。

担任が行う業務をサポートする

繋がると考えている。３点目は、

活動に係る長時間労働の軽減に

が目的だが、結果的に教師の部

の健全な心身の成長を促すこと

成し、運用する。これは、生徒

活動のあり方に関する方針を作

点目は、

習熟を図ることとしている。２

務支援システムの活用の定着と

などを図るため導入した学校業

の１点目として、業務の簡素化

■教育長

うものである。これにより、小

入学する学校へ行き、交流を行

にすることで一人一人が自分の

ているため、小学校をオープン

校と交流しているケースが増え

について、実際に入学しない学

園と各小学校で行っていた交流

小学校生活を体験するため、各

校オープンスクールについては、

に行うものである。米子市小学

本市と連携を図りながら体系的

流や情報交換を、年間を通じて

制については、園と小学校の交

■教育長

商工会において県西部圏域の７

考えている。現在、米子日吉津

取組みは、今後、大変重要だと

■経済部長

と考えるが、見解を伺う。

この取組みをさらに進めるべき

になってくる。そのため、今後

経済の活性化を図ることが重要

循環を生み出し、持続的な地域

資金、人材を呼び込むという好

スに付加価値を与え、地域外の

結びつけて、その商品やサービ

を地域イメージのブランド化と

ような地域発の商品・サービス

現在、商工会が取り組んでいる

別産品のブランド化だけでなく、

に地域ブランディングによる活

また「大山ブランド会」ととも

ランディングプロジェクト」、

その中で商工会の「大山時間ブ

光推進協議会」の主体を担い、

れる「大山山麓・日野川流域観

的な開催は必要だと強く感じて

また規則性を持った事業の継続

な官民のネットワークの構築、

地域ブランディングには広域的

■経済部長

考えるが、見解を伺う。

ング戦略を推進していくべきと

の先頭に立ち、地域ブランディ

行政が地域、企業、商工団体等

地域ブランドを確立するため、

継続性が保てていない。今後、

解消に向けた取組み

教員業務アシスタントに係る非

学校生活への見通しや就学に向

商工会をとりまとめ、「大山時

性化に取り組んでいきたい。

年度、米子市運動部

常勤職員について、配置された

けた準備等がしやすくなると思

間ブランディングプロジェクト」

いる。本市は、次年度に結成さ

御指摘のとおり、

住吉小学校で効果があったため、

われる。また、入学前に子ども

を進めておられる。地域の事業

地域ブランド化の

今後も県教育委員会と連携し、

同士や保護者同士の人間関係が

切れ目のない支援体

年度の

とともに「米子市小学校オープ

ひでふみ

かも

構築できることも考えられる。

取組みを伺う。

忙の解消に向けた平成

■議員

三鴨 秀文 議員
み

清 議員

た
いな
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30

きよし

稲田

負担軽減に向けた取組みを進め

31

ていく。４点目は、業務の分担

31

代表質問（よなご・未来）

については、公共事業を行う上
での補償費としての考えもある
が、最終的には交渉していく。

医療を基盤とした工業団地

医療工業団地を造成するほどの

で、将来もし医大が用地を必要

い上げ、追加史跡指定する考え

本市は球場敷地を地権者から買

共存を図る必要がある。しかし、

るなどして、医大と史跡公園の

め、湊山球場敷地を駐車場とす

がない。例えば、医療都市公園

も出されておらず、明確な構想

本事業の総事業費も費用対効果

である。それにもかかわらず、

れるだろうと期待しているはず

だから経済合理性を追求してく

■議員

ても判断に一切影響はない。

■市長

いるか。

る。これが市の判断に影響して

園の提供に協力すること」とあ

機構充実のためとして「湊山公

から出された文の中に、医大の

の記述がある。また、同地権者

同地権者で、市長を応援する旨

開催案内文を見たが、差出人は

の場合、病床数・医者数が全国

所の設定が必要と考える。本市

そ、子どもたちが将来働ける場

たの３割程度である。だからこ

地元に戻ってくる割合は、たっ

市の子どもたちが大学卒業後、

るのではないか。そもそも、本

職期間が短いものを言われてい

と言われるが、介護関係等、就

■議員

な職種の企業誘致等に努めたい。

希望に添えていないため、様々

マッチング等ができておらず、

き場所は充分にある。しかし、

■経済部長

要があるのではないか。

米子で働ける仕組みをつくる必

米子で育った子どもたちが将来

楽しいまち」を実現するには、

■議員

話を伺った際、鳥取大学医学部

当たって医療機器メーカーから

■経済部長

を伺う。

ることも必要と考えるが、見解

を規制緩和し、県に協力を求め

る。さらには、市街化調整区域

ように適地選定をする必要があ

土地になってしまうことのない

地を選んでしまい、長年塩漬け

活断層があったりするような土

て、例えば排水条件が悪かった

企業誘致する用地の選定につい

協力ができると言われた。また、

あれば、県としては基盤整備の

団地の計画や企業誘致の計画が

備局の方から、そういった工業

おいて提案したところ、県土整

第

いて、県の協力支援体制を求め、

致する工業団地の基盤整備につ

医療機器メーカーを誘

規模ではないのが現状である。

とする場合は湊山公園をつぶす

として城跡を森林セラピーやリ

平均の２倍であり、医療・福祉

附属病院との連携が大前提であ

■議員

としている。そこで伺うが、史

ハビリができる場所として医大

関係の従事者も多い。本市のこ

るため、希望する土地としては

推進について

跡整備に係る民有地の買い上げ

の患者等が利用し、また中海に

の特性を生かした戦略が必要で

医大周辺を望んでおられた。メ

鳥取大学医学部附属病院と
史跡米子城跡について

ふかうら

医大前の渋滞緩和のた

いいのやま

万８０００円と

にもかかわらず、平成
算では坪単価

城の特徴を示

市民は、市長が会計士

市長が目指す「住んで

について、飯山や深浦等、特定

続くエリアにホテルやこじゃれ

ある。例えば、医療機器メーカ

ーカーが工場を建てるという話

りょうか い

の地権者の土地のみ買い上げる

たお店がある等、構想が必要で

ーを誘致するため、工業団地計

であれば、議員御提案の話にな

せい

のはなぜか。しかも、一部にが

ある。市長はまず、構想を描き、

画を策定してはどうか。

ると思うが、現状としては、そ

「青亮会」という会の

け崩れしやすい区域が含まれる

■議員

年の概

その上で経済的合理性を求め、

■経済部長

の前段階だと考えている。

■議員

高すぎるのはなぜか。また、深

市民合意を図っていただきたい。

及びその関係者等を含む雇用は

審議結果

働き場所は充分にある

現在、医療従事者

回米子市都市計画審議会に

浦の旧ＹＳＰスケート場の解体

よい方向にいくのであれば協力

徐々に増加している。しかし、

意見書

以前、企業誘致に

り、交通の利便性が低かったり、

15

ち
やまかわ

一般質問

現在、本市には働

費用を市が負担するのはなぜか。

するが、そうでなければ市長を

20

仮に応援があったとし

■文化観光局長

法的に責任追及する。

ほ

す重要な土地であるため買い上

山川 智帆 議員

げるものである。ＹＳＰ解体費

あらまし
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19

代表質問（よなご・未来）

あらまし

一般質問

産業廃棄物最終処分場につ

意見書

審議結果

県や環境管理事業セン

べきではないか。
■市長

廃棄物審議会は、本年の２月ま

でに７回開催されている。また、

意見調整会議は、昨年の

見調整をしている段階である。

づき、関係住民と事業主体の意

ては、現在、県の手続条例に基

られているかということについ

■市長

ていると考えているのか。

いる条例手続は適正に進められ

いて伺うが、現在、県が進めて

で住民から出された意見に基づ

交換会を開催した。意見交換会

民館において地元住民との意見

未来は、昨年

月ま

補地の一つである。それにもか

次期一般廃棄物最終処分場の候

協定が交わされている。また、

分場設置以外には使わないとの

ては、過去に一般廃棄物最終処

市有地であり、この土地に関し

■議員

ていきたい。

がどう評価をするのかを確認し

おいて安全対策等に関し専門家

注視するとともに、その過程に

市としては、条例手続の状況を

していただくよう要望している。

対応することを事業主体に助言

の地元関係者に対しても丁寧に

いて、県に対し、関係住民以外

日付の実施報告書への回答にお

ことについて、平成

いては、平成

■市長

淀江のまちづくりにつ

れに対する見解を伺う。

な声を聞いたことがあるか。こ

かったと言われるが、そのよう

が米子市と合併しないほうがよ

を聞くと、８、９割ぐらいの方

見えない。淀江地区の住民の声

に行うつもりなのかビジョンが

後、どのような対策をいつまで

江地区の何が変わったのか。今

長就任後約２年経過したが、淀

ぐあいが年々加速している。市

る店舗が年々ふえており、寂れ

いているが、地区内では閉店す

ある。私は毎年、淀江地区を歩

義方地区に空き家が多い現状で

に示されているが、淀江、啓成、

■議員

年度４月に淀江

報告に対する回答をした際に県

基準適合性審査申請に係る事前

８月に島根原発３号機の新規制

■市長

性があるものとの認識か。

事故に対する避難計画は、実効

現するのか。また、現在の原発

い。協定の改定をどのように実

てきたが、いまだ実現していな

これまでも中国電力に強く求め

地自治体並みの協定への改定は、

重されるものとは思えない。立

定の内容は、本市民の意見が尊

中国電力と締結している安全協

が想定される。ところが、現在

ば風向きによっては甚大な被害

もわかるように、事故が起きれ

ている。福島の原発事故を見て

島根原発について

でに３回開催されており、当会

かわらず、市民の承諾を得るこ

振興本部を設置し、例えば白鳳

知事と境港・米子両市長の連名

淀江のまちづくりについて

議の報告及び審議会委員からの

となく建設計画が進められてい

の里の運営改善を図ること、ま

で改定を申し入れた。今後、何

ターが地元住民の声に向き合う

意見聴取が行われている。これ

る。市は、特に淀江地区の住民

た新年度においては伯耆古代の

らかの応答があると考えている。

いて

まで、条例に基づき適正に進め

に対して説明責任を果たすべき

丘公園が人の集まる場所に改め

住民避難計画については、現在

条例手続が適正に進め

条例による手続は、関

％は

11

市有地使用については、

キロメートル
に位置し

も参考にし、計画を見直したい。

改定については、昨年

キロメートル
から

本市は、島根原発から

られていると考えている。

と考えるが見解を伺う。

てなるよう、ハード整備を企画

でき得る最善の対策を盛り込ん

■議員

■議員

■市長

しているところである。また、

でおり、訓練などを通じ実効性

本市の空家等対策計画

係住民だけを対象として進めら

事業主体が計画地を選定し、設

ゆめ温泉の施設改修も行うこと

の確保に努めている。訓練等か

月９

れており、淀江漁協等は対象外

置に係る条例手続を進めている

としており、着手可能なところ

ら問題点を抽出し、市民の意見
ころである。

45

年

である。そのため、多くの地元

ところであり、事業計画に関し

から順次事業を実施していると

私たち、会派よなご・

住民はこの計画に対して疑問、

ては本市が住民へ説明を行うこ

23

■議員

不安を抱いている。県や環境管

とは考えていない。

月 日に淀江公

理事業センターに対し、地元住

15

12
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建設計画地の約

民に真摯に向き合うよう要望す

30

12

46

11

代表質問（よなご・未来）

水の利用の現状と税収減を
見通した有効活用について

今後誘致する企業等に利用して
もらうものだが、県事業である

美保基地の防衛機能拡充へ

要を確保する必要があるのでは

水の利用を交渉するなど、水需

げているのが現状である。水道

では自分たちで地下水をくみ上

しかし、同区域にある大手企業

住民が米子の水を飲んでいる。

吉津村、境港市があり、多くの

道の給水区域は、本市以外に日

水を飲料水としている。本市水

■議員

制も図れるのではないかと考え

て市民が健康になれば医療費抑

ないか。また、良質な水によっ

療水として活用することができ

策の一つとして、米子の水を医

する戦略が必要となる。その対

効果が高いものに対しては投資

のに対しては支出を抑え、投資

れるため、費用対効果が低いも

と税収も減少することが想定さ

■議員

提案しているが、現状を伺う。

部活指導への民間の方の登用を

る。負担軽減のため、以前から

教職員にとって大変な負担であ

■議員

現在、部活動指導員

に負担を振り分けようという声

沖縄の負担を軽減するため全国

現在、沖縄の米軍基地ついて、

配備される予定である。そして

送機が配備され、空中給油機も

自衛隊美保基地があり、大型輸

の対策について

ないか。また、日野川の工業用

る。高知県において、既に検証

■教育長

も高まっている。そのため、今

ためコメントは控えたい。

水は、６割が未利用であるが、

が進められているため、本市も

の配置を進めている。指導員が

後美保基地に米軍支援のための

料金が割高となる料金逓増制と

みは、使用する量がふえるほど

ている。現行の水道料金の仕組

水素水整水器を提供し、電解水

の協力を得て５００世帯に電解

ついては、大手整水器メーカー

また、高知県における取組みに

教職員の負担軽減のための部活動
等への民間人の受け入れについて

中学校の部活動指導は、

東アジアの軍事情勢は切迫して

おり、私たちの生命・財産を守

り、子どもたちが平和に暮らし

ていくにはどうすればいいのか、

国民一人一人が真剣に考えなけ

ればならない。本市には、航空

いない。東京都では財団を設立

材が発掘できず、配置が進んで

保を学校に任せているため、人

置を進めているが、指導員の確

の生命・財産、安全を守ること

そうした場合には、まずは住民

とは想定しなければならない。

加的な配備があり得るというこ

■市長

があると考えるが見解を伺う。

し、人材確保を行い、学校に配

が一番と考える。追加配備につ

今後も美保基地への追

置する取組みを進めている。本

闘機は配備をしないという協定

いては、具体的にはジェット戦
■教育長

があると認識をしているが、そ

指導員の配置を拡充
していきたいが、人材が不足し

何かあれば対応していきたい。

ういった過去の経過も精査し、
必要と考えている。

ているのが現状であり、対策が

市も対策が必要ではないか。

国も部活動指導員の配

現在、日本を取り巻く

今後の活用について伺う。

早急に研究する必要があると考

配置されれば、試合の引率に教

早期警戒機が配備されること等

なっているが、水需要の拡大と

素水を摂取した市民の健康状態

くら

や

■議員

■水道局長

えるが、見解を伺う。

職員が不要となるなど、負担軽

を想定し、対応を検討する必要

収入の確保を図るため、水道料

の変化、医療費の調査などを予

矢倉

今後、人口減少が進む

水転換については、水道事業者

■水道局長

減につながるものと考える。

私たちは、大山の伏流

にとって全国的に憂慮すべき問

既に本市の水道水を蒸留、イオ

■議員

金体系の見直しの検討を進めて

定していると伺っているが、同

大口使用者の地下

題となっている。非常に難しい

ン交換、超ろ過等し、精製した

いる。引き続き、水道利用を働

様の取組みが直接水道水の需要

医療水については、

問題だと思うが、水需要の拡大

強 議員

ものを使っていただいている。

きかける取組みは強化していき

拡大につながるものではないと

審議結果

考えている。

意見書

たい。日野川の工業用水につい

一般質問

ては、市内の既存の企業、また

あらまし
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13

つよし

策を検討する必要はあると考え

関連質問（よなご・未来）

関連質問（よなご・未来）

あらまし

一般質問

４年制大学の進学率につい
て

意見書

審議結果

部落地名総鑑とは、被

人権政策・本人通知制度に
ついて
■議員
差別部落の地名等を一覧化した
差別図書の総称であるが、過去
に企業がこれを購入し、採用に
当たり差別部落出身者を調査し
たことが全国的に問題となった。

淀江地区のまちづくりにつ

件の特定空家のうち

空き家対策について

■議員

４件が解決したとのことだが、

現地調査から始まり、特定空家

の認定、所有者の調査、指導、

勧告、そして代執行とかなり人

的なパワーが必要だと思うが、

件の特定空家の対

全てではなく、地元で就職し、

一つと考える。ただ、進学率が

済的負担が大きいことも原因の

に進学する場合、住居費等の経

■市長

に低かった。進学率を高める取

のに対し、鳥取県は

不正取得の防止等、個人の権利

や戸籍の謄抄本等の不正請求・

メリットとして、住民票の写し

■市民生活部長

全登録制度の

制度を導入すべきではないか。

なくても全員に通知する全登録

知制度について、事前登録をし

のことを本人に通知する本人通

を本人以外に交付した場合、そ

行政が戸籍謄本や住民票の写し

その流出に対する盾とするため、

ト上に流出している問題がある。

現在、地名総鑑がインターネッ

立地条件がよい場所への企業の

も大切であると認識しており、

いる。また、経済分野での振興

値も設定していきたいと考えて

リア内の入り込み客数の目標数

り、その中で、伯耆古代の丘エ

構想をまとめているところであ

部関係機関と意見交換を行い、

■淀江支所長

リアについて振興策はあるのか。

目標があるのか。また、他のエ

のような入り込み客数等の年次

にぎわいをもたらすために、ど

■議員

は車尾地区の特定空家の代執行

用回収等の課題がある。来年度

代執行を行うことになるが、費

至らない場合は、危険度に応じ

いきたいと考えている。解決に

責任で改善する施策を推進して

助する制度を創設し、所有者の

る際、解体撤去費用の一部を補

者がみずから特定空家を除却す

ていく。また、来年度から所有

づく指導、助言、勧告等を行っ

者に適切な管理を促し、法に基

■都市整備部長

含めて伺う。

応をどうするのか、予算措置も

今後、残り

将来にわたって生活が安定する

侵害の抑止効果があるが、一方、

進出や魅力的な地場産業の発展

の費用を予算計上している。

いて

ような策を用意している県もあ

デメリットとして、手続の密行

に向けた取組みなども視野に入

（その他の質問項目）

その後、改善が図られてきたが、

るため、やはりいかにこの地域

性が求められる民事保全法に基

れているところである。淀江地

〇企業誘致について

伯耆古代の丘エリアに

で子どもたちが豊かな生活がで

づく保全命令の申し立てをしよ

区は、淀江、宇田川、大和とそ

〇人口減少、地元経済対策につ

％と非常

・４％である

たいと考えている。

山陰から都市部の大学

組みが必要ではないか。

％、全国平均は

63

大学進学は一つのチャ

〇健康診断の取組みについて

空き家の所有

きるのかということを目標にし

うとする債権者の利害を害する

れぞれ特色があり、地域と協議

いて調べたところ、東京都は

■議員

おそれがあるという議論があり、

しながら振興策を検討していき

現在、地域の外

ンスでもある。大学卒業後に地

国の法制化が見送られている状

たいと考えている。

いて

元に就職するのであれば行政が

況である。今後、国の動向等を

４年制大学進学率につ

靖 議員
くにとう

注視していきたい。

■議員

やすし

国頭

援助を行う等、進学率向上に取

34
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しょう ぞ う
にしかわ

47

43

西川 章三 議員

り組んでいただくよう要望する。

49

関連質問（よなご・未来）

産業廃棄物処分場建設計画

■市長

条例の趣旨にのっとっ

月４日の意見調整会

県は、公文書において

た手続だと判断している。
年

■議員
平成
議で一部の傍聴者が机を倒す等
の行為があったと記載している
が、私は当日この会議を傍聴し、
一部始終を間近で見ていたが、
机を倒す行為はなかったと断言

市長の政治姿勢について

くとともに、住んで楽しいまち

づくりの実現に向け未来を見据

えた取組みに挑戦していきたい。

本市の財政の健全化に

財政の健全化について

■議員

ついては、統一的な基準による

財務処理を予算編成や行政評価

れたのか。また、県条例のマニ

権者への周知はどのように行わ

民に対する説明会に際し、水利

■議員

職員も会議に同席していたが、

員が確認したと聞いている。市

■市民生活部長

がどうか。

なら訂正を求めるべきと考える

定の根拠の確認、事実と異なる

点で反映しているのか、また今

予算編成にどのような方針や観

策の柱について、平成

の５つの新しいまちづくりの政

文化、弱者に優しい、広域連携

んで楽しい、商売繁盛、歴史と

■議員

年度の

■市長

れるのか伺う。

るが、今後どのように取り組ま

の推進を図ることが必要と考え

である。引き続き、行財政改革

見据えた経営基盤の強化が課題

な行財政運営を図るため将来を

等に積極的に活用し、持続可能

ュアルには周知に関してどのよ

確認をしたわけではないので、

までの成果について伺う。

財政運営に当たっているが、統

市長が掲げられた、住

■市民生活部長

そのようなことはできない。

■市長

一的な基準による財務書類や財

には対象者が数十名に対し１名

がなされなかったため、説明会

■議員

民主的な手続として傍聴の機会

■市長

不適切なやり方だと思わないか。

が民主的な運営と言えるのか。

公民館等への

県は、一方的な事実認

県の複数の職

掲示、新聞への掲載、ホームペ
■議員

りの実現のため、経済の活性化、

うな記述があるのか。

ージでの周知等を行ったと聞い

定をもとに、以降の会議では傍

政状況資料集等の決算関係資料

のみの出席だった。そのため計

も確保していると考える。

のビデオ視聴としている。これ

画に対し、様々な意見が出るは

■議員

水利権者へ個別に周知

ずもなく、それをもって、環境

続の進め方を民主的で条例の趣

このような県の条例手

策を広く盛り込んでおり、挑戦

施策、将来への種まきとなる施

たちの健やかな成長につながる

や教育環境の整備などの子ども

与する政策を初め、子育て支援

りの推進など、本市の発展に寄

の策定作業に着手し、引き続き

みの総括を行った上で次期大綱

市行財政改革大綱に基づく取組

また、平成

財政基盤の確立に取り組みたい。

し市債残高の圧縮などに努め、

を活用しながら、基金の積み増

向け、中期財政見通しを作成し

する姿勢を強く打ち出したとこ

税・料等の徴収率の向上、事務

住んで楽しいまちづく

ろである。また、各分野で徐々

事業の見直し、業務の効率化な

年度に第３次米子

にではあるが手応えを感じてい

どに取り組みたい。

31

かれている。

管理事業センターは、計画は理

旨に沿って進められているとい

安全な運営を確保し、

解されたとの認識である。これ

る。まだまだ困難な課題はある
が、引き続き適切に対応してい

審議結果

かけ離れていると指摘しておく。

意見書

持続可能な財政運営に

ている。また、マニュアルには

歴史と文化に根差したまちづく

できる。市は県に対して事実認

篤 議員
だ

聴者を会場から排除し、別室で

代表質問（公明党議員団）

個別に周知する必要があると書

について

11

う市長の認識は、市民の認識と

一般質問

31

県条例に基づく関係住

30

で条例手続は適正に行われたと
言えるのか。

あらまし
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均 議員

こう
ど

あつし

安田
やす

ひとし

土光

代表質問（公明党議員団）

あらまし

一般質問

意見書

審議結果

■議員

管理型最終処分場の状況につい

設が計画されている産業廃棄物

■議員

る。安全を考慮した路肩のカラ

が困難な箇所が多く見受けられ

歩道は必要であるが、その設置

学路には、安全確保のためにも

■議員

通学路の安全対策について

づくりを進める上で、鳥取大学
て伺う。

県の手続条例に基づく

ー舗装、グリーンベルトや防護

産業廃棄物の最終処分場に

■議員
医学部及び米子工業高等専門学
■市長

月まで

柵の設置、車両の速度制限、ゾ

鳥大医学部及び米子高専と

管理計画を策定され、今後策定
校は地域活性化の重要な知的財

意見調整会議が昨年の

ーン

公共施設の長寿命化と整備

される個別施設計画を着実に実
産であり、またそこに在籍する

に７回開催されている。また、

講じる必要があると思われるが、

ついて

行されるものと思う。最適な配
学生は貴重な若年世代の人的財

県の廃棄物審議会が本年２月ま

本市の考えを伺う。

の連携強化について

置を実現するための長寿命化、
産でもある。本市では、これら

でに３回開催されており、意見

の方針について

更新、統廃合など、市民への丁
の高等学術機関とのかかわり方

調整会議の報告や審議会委員か

児童生徒が使用する通

寧な説明と情報提供を行い、官
について、具体的にどのような

現在、淀江町小波で建

民一体となった計画的かつ時代
考えを持っているのか伺う。

寿命化、更新、統廃合等の検討

おり、これに基づき各施設の長

理を、それぞれ基本方針として

命化等の推進及び適正な維持管

計画的な施設整備の推進、長寿

理を、インフラ施設においては

命化等の推進及び適正な維持管

おいては施設総量の抑制、長寿

管理計画の中で、公共建築物に

■市長

を果たしていただいている。連

の産業振興において重要な役割

輩出していただいており、地域

知識と見識を持つ人材を数多く

子高専については、高度な専門

も協力していきたい。また、米

民の健康寿命延伸への取組みで

工連携を推進するとともに、市

いと認識している。今後は、医

在が大変大きいことは間違いな

大学医学部並びに附属病院の存

して発展していけるのは、鳥取

本市が医療充実都市と

論点の意見交換が終了できない

調整会議では、予定されていた

た、昨年

催される予定と伺っている。ま

３月

■市長

予定と、意見調整対象者とのこ

たい。

下泉自治会については、

れまでの審議状況について伺う。

■議員

月に開催された意見

委員の意見の確認を行っていき

の状況の確認や廃棄物審議会の

しては、引き続き意見調整会議

らの意見が聴取された。本市と

有効な対策であると認識してお

トの設置が歩行者の安全確保に

をカラー舗装するグリーンベル

の代替の方法として、路肩部分

現できないことから、歩道設置

費用を要するなど、なかなか実

そのような道路の整備に多額の

が望ましいが、家屋連担地では

と歩道を分離して整備すること

ている。交通安全の上から道路

通学路の危険箇所について、関

路交通安全プログラムに基づき、

て、平成

■市長

これからの本市のまち

に即したまちづくりが必要であ

を急ぐものから順次市の考えを

携プロジェクトとして、平成

状態であった。水利権者１名か

り、平成

日に再度意見調整会議が

年度から米子市通学

市の教育委員会におい

取りまとめ、市議会への説明と

年度はシティプロモーション動

らは、日程調整を保留する回答

計上したところである。

係機関による合同点検を実施し

年度実施に向け予算

16
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米子市公共施設等総合

る。今後の整備方針について伺
■市長

市民への情報提供に努めてきた。

画の企画・制作を、来年度はま

があり、現在まで意見調整会議

などの十分な安全対策を

う。

また、平成

ちづくりに関する自由なアイデ

が開催されていない状況である
とそれぞれ伺っている。

12

10

米子市公共施設等総合

ることとしている個別施設計画

アを収集する共同研究を企画し

意見調整会議の今後の

において、将来の施設のあり方、

ているところである。

30

24

31

年度までに作成す

長寿命化、更新、統廃合などの

30

12

計画を整理していきたい。

32

代表質問（公明党議員団）

て

ＩＣＴ教育の取組みについ
て

下水道事業の諸課題につい

公共下水道事業の今後

口、地域包括支援センター、障

福祉保健局と連携しながら、本

がい者の相談支援事業所、県の

人や家族の生活状況、健康状態

■議員

２０２０年から実施さ

■議員
の管理計画と財政見通しを勘案

などの把握に努め、ひきこもり

れる学習指導要領においては、
し、安定的かつ持続可能な維持

に関する総合的な相談対応、支

情報活用の能力を学習の基盤と

援を行っていきたいと考えてい

管理と効率的運用を図る観点か

か

な取組みについて伺う。

援の現状と次年度以降の具体的

算確保や教職員の負担軽減の支

の学校にＩＣＴ環境の整備の予

いが授業に影響しないよう全て

間のＩＣＴ環境の整備状況の違

ているが、その前提となる学校

活動の飛躍的な充実が求められ

ており、ＩＣＴを活用した学習

化率の向上及び維持管理費の適

理について、その普及率や水洗

■市長

今後の下水道の維持管

について、市長の見解を伺う。

推進すべきである。今後の方針

ど、国の動向を勘案して早急に

困難な地域などの浄化槽普及な

延伸について、下水道の設置が

ついて伺う。また、今後の管路

ら、今後の維持管理の考え方に

めの支援が必要と考える。市と

ながりを取り戻していただくた

一人でも多くの方に社会とのつ

齢化などは深刻な問題であり、

きこもり状態の長期化や親の高

わらず個別に対応している。ひ

場合は障がい認定の有無にかか

■福祉保健部長

見を伺う。

要と考えるが、本市の現状と所

にかかわる相談体制の構築が必

方々、また家族からの生活全般

達相談、ひきこもり状態にある

くても相談できるところや、発

有無や障がい認定を受けていな

方々への支援について、診断の

■議員

関係者、家族・親の会等が一緒

を主体とし、関係機関、地域の

めて実態調査を行うことと、市

きこもり支援を行うために、改

と、④本市として、総合的にひ

関係づくりについて検討するこ

げ、支援につながるまでの人間

地域の力も借りながらつくり上

を蓄えられる場所を民間事業所・

て過ごせる居場所やエネルギー

②ツイッターやＬＩＮＥなど様

うに生かせるかの具体的な検討、

了までのあらゆる情報をどのよ

４点を要望する。①義務教育終

合相談体制」構築へ向け、次の

自の発達相談・ひきこもり等総

出向くことができる「米子市独

をつくるため、支援員が在宅に

い、ＩＣＴ機器のトラブル対応

セスポイントの増設の準備を行

の配備台数や無線ＬＡＮ用アク

用の予算を確保し、ＩＣＴ機器

業務支援システムの維持管理費

ＩＣＴ支援等については、学校

予算計上している。教職員への

タブレット端末等の購入費用を

に、持続的な汚水処理システム

わせて早期概成を目指すととも

浄化槽の普及を効果的に組み合

踏まえ、公共下水道と合併処理

基本に国が示す

針の中で、集合処理での整備を

策定した米子市生活排水対策方

策の方針について、本年２月に

年概成方針を

を行うＩＣＴ支援員の予算を確

の構築を図ることとしている。

相談があった

々なツールの導入、③家から出

に分かりやすく、またつながり

困り感のある全ての方

■教育長

正執行に努め、ストックマネジ

しては、まず市報、ホームペー

になって、協議・検討する会を

保し、直ちに増員が難しいＩＣ

■議員

務用パソコン、児童生徒が使用

メント計画に基づき計画的に施

ジなどでひきこもりに関する相

立ち上げること、以上について
今後、中期、長期の目標を定め

審議結果

ひきこもり状態にある

する教育用パソコンの維持管理

設を改築、更新する予定として

談窓口を明確にし、どんな方か

強く求める。
施策を展開していきたい。

意見書

Ｔ支援員の確保について、外部

一般質問

委託を含め研究していきたい。

教職員が使用する校

に係る費用のほか、学校ごとの

いる。また、今後の生活排水対

らの相談も受け入れる体制をと

ひきこもりの支援について

がい

るとともに、こども総合相談窓

る。

おり

た

あらまし

よなご市議会だより【57号】
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矢田貝香織 議員

なる資質、能力と位置づけられ

関連質問（公明党議員団）

や

10

関連質問（公明党議員団）

あらまし

意見書

審議結果

だきたい。何が市民サービスを
向上させることになるのか、基
本に立ち返り改革を進めていた
だくよう強く要望する。

市民後見人の養成と人材確

本市において、権利擁

保について
■議員
護が必要な方を早期発見し、初

マイナンバーカードの普及

イナンバーカード交付専用の場

所で写真撮影を行い、交付手続

を行っている。専用ブースにつ

いては、スペースの問題があり、

検討が必要である。

ＬＧＢＴ（性的マイノリテ

最新の日本におけるＬ

ィ）への支援について

■議員

ＧＢＴの割合は、８・９％で
■議員

ナーシップの承認制度の導入に

年９月議会において同性パート

れた。コーナーでは担当職員が

「おくやみコーナー」を設置さ

負担を減らそうと、平成

成

会等が連携して受けている。平

ポートセンター、社会福祉協議

いての相談を、市、成年後見サ

■福祉保健部長

いる。安全性については、各行

必要最低限の情報が登録されて

住所、氏名、生年月日、性別の

■市民生活部長

いて伺う。

る内容と個人情報の安全性につ

になる。このカードに記載され

■議員

況について調査・研究している。

とともに、導入済み自治体の状

究集会でアンケートを実施する

や市主催の人権フォーラム、研

■市長

全会一致で採択されたが、その

向けた協議開始を求める陳情が

関係団体への聞き取り

■議員

ないような仕組みとなっている。

り添うと同時に、当事者にはそ

■市長

を本市でもできないか。

ＬＧＢＴへの支援をさ

■福祉保健部長

城市では、市役所に特設ブース

っとしておいてほしいという意

市民に寄り添った「お

市民課内のマ

〇動物愛護政策について

18
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一般質問

市民サービス向上について

促進について

一人一人に与えられた

期段階からの相談体制を確立す
るため、市民後見人も地域で活

号の入った顔写真入りの身分証

人に１人の割合である。平成

動していくことについての現状

マイナンバーカードは、

別府市では、死亡時の
と課題について伺う。

■議員
課 種類の書

手続に必要な書類を一括して処

門職、医療福祉団体、家庭裁判

政機関において管理しており、

らに進めるため、行政が支援を

桁の番

手続として最大

理し、また各課を回ることがで

所等による地域連携ネットワー

行政機関同士のやりとりにおい

権利擁護につ

きない場合は、関係課の職員が

ク構築に取り組みたい。

ても暗号化された符号を用いる

成講座を受講していただいた方

を設けている。また、琴浦町で

見もあるため、これらをどう両

安心して相談できる市

には、後見人活動に限らず地域

は出前受付をしている。市役所

立するか検討、研究している。

年に

コーナーに来て手続を済ませて

■議員

後の動向について伺う。

いる。本市においても、死亡時

民後見人の相談体制の充実につ

■総務部長

における権利擁護の啓発の役割

の庁舎内で写真撮影を含めた申

（その他の質問項目）

カードには、

における行政手続をワンストッ

表明する「ＬＧＢＴ支援宣言」

年度からは弁護士などの専

プで行う相談型の「おくやみコ

ため第三者が個人情報を得られ

ステムを活用した各課連携によ

も担っていただきたいと考える。

請ブースを設置できないか伺う。

市民後見人養

る関係窓口での手続の簡略化に

講座修了時に協力をお願いし、

■市民生活部長

差別等に苦しむ人に寄

ついて研究しているため、その

地域での相談体制の充実につな

全国１位の交付率の都

■議員

がるようにしていく。

中であわせて研究したい。
くやみコーナー」を設置するこ

現在、基幹業務シ

いて、今後の考えを伺う。

12

ーナー」を設置してはどうか。

67

とで、手続を円滑に行っていた

31

2019年6月

茂 議員
まえはら

しげる

前原

こ
まさ
いましろ

類が必要となるため、御遺族の

30 11

今城 雅子 議員

28

13

代表質問（信風）

しんぷう

■市長

む声があることについてどう考

事業所等の立地や開発などを望

■議員

成を目指したいと考えている。

活施設を利用しやすい環境の形

が公共交通によりまちなかの生

利用について検討を進め、住民

交通の利便性の高い地区の土地

市街地への促進を図り、郊外も

便性を生かし、歩いて暮らせる

とし、中心市街地は、多くの利

的に発展する都市づくりを理念

■市長

来像の基本的な考え方を伺う。

構造、住環境、経済活性化の将

に見直しを行う都市計画の都市

■議員

農業後継者等の問題で

■市長

どう想定しているのか。

を目指す範囲とその土地利用を

れるが、周辺開発による活性化

る駅周辺の開発の促進が期待さ

結節点の機能配置と、民間によ

者にとって移動効率のよい交通

バリアフリー化し、市民や来訪

から自由通路整備による南北の

移転準備が進捗している。これ

■議員

れる交通体系をつくりたい。

備を図り、幅広い世代に利用さ

により快適な公共交通の環境整

節点の整備を考えている。これ

複数の交通手段をつなぐ交通結

ス路線の接続強化の検討を行い、

い。再編計画は、ＪＲ境線とバ

かつ計画的な交通政策を進めた

や市民等の意見も伺い、効果的

案をもとに、今後、交通事業者

■市長

考えるが、いかがか。

策、黒字路線の設定等が重要と

ルートについては赤字路線の対

が採算性は厳しい。接続拠点と

性の向上は、大変重要な課題だ

■議員

取り組みたい。

潜在力を生かしたまちづくりに

討する予定で、地域ごとの特性、

■議員

始を目指している。

画で、２０２３年度当初供用開

通路の工事終了後に着手する計

年度の駅南広場エリアでの自由

駅南広場については、２０２１

事に着手する計画としている。

場用地を取得後に駅南側から工

いては、２０２０年度に駅南広

■都市整備部長

ついて伺う。

■議員

資する利活用を期待している。

主なものだが、にぎわい創出に

民間による土地利用は民有地が

ール周辺範囲を想定している。

用地、駅北の駅前通りや文化ホ

駅南広場に隣接する開発可能な

する範囲を想定し、具体的には、

が促され、にぎわいが直接波及

の整備により民間事業者の投資

の範囲は自由通路・駅南北広場

めたいと考える。駅周辺活性化

関、団体と連携を図り検討を進

見をいただき、引き続き関係機

備については専門家委員会の意

わい創出に向け駅北広場の再整

を実施している。駅周辺のにぎ

に支障するＪＲ施設の移転補償

在、自由通路の詳細設計と事業

くりに不可欠な事業である。現

化を図るもので、本市のまちづ

■市長

客の取組み状況を伺う。

しての取組みと訪日外国人観光

指すべきと考える。宿泊拠点と

滞在満足度の高い受け入れを目

ビジネス関係の来訪者も含めた

観光戦略に基づく観光客誘致と、

■議員

きたいと考える。

域の防災力の向上を目指してい

防災活動への活動支援により地

整備を実施し、出前講座や自主

計画や対策の見直し、資機材の

行っている。今後も必要に応じ

愛マップの作成指導等の支援を

行うほか裏山診断の実施、支え

情報などの収集方法等の啓発を

危険性や対策、気象情報や避難

を判断する材料が必要と考え、

動については、地域の危険箇所

で取組んでいる。住民の避難行

の整備等、ソフト・ハード両面

のあり方の検証や非常用発電機

■市長

取組みを伺う。

応事例を踏まえた防災・減災の

これまでの経験や全国各地の対

壊や増水などの対応に迫られた。

まちづくりに関する取組み
について
２０３８年を目標年次

まちなかと郊外が一体

えているのか。
市街化調整区域は原則、

審議結果

米子駅南北自由通路等

現在、ＪＲ米子支社の

公共交通ビジョンの素

バスによる移動の利便

開発を抑制すべきと位置づけ、

整備事業は、交通結節点機能強

意見書

自由通路につ

昨年は本市でも土砂崩

て

の魅力を高める努力が必要と考

広域連携の中で当地域

本市の特性を生かした

経済に対する取組みについ

現在、避難や情報伝達

郊外の開発は交通の利便性の高

としゆき
だ
なか

一般質問

今後のスケジュールに

い主要な駅周辺の土地利用を検

あらまし

よなご市議会だより【57号】

2019年6月
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中田 利幸 議員

代表質問（信風）

しんぷう

■議員

していく予定としている。

いと高い評価を受けている。次

は４倍増加し、非常に対応がよ

較で１・５倍、外国人利用者数

備をした。利用者数は昨年度比

保育施策の基本的な考えを伺う。

育て支援も含め、今後の育児・

保育所に預けていない在宅の子

みの解決に向け、相談体制など

■議員

保育料の軽減について

■議員

今回の募集で１７０名

月一次

選考となれば、１月に相談会が

余りが保留となった。

できると考える。保護者の子育

て不安負担を減らしていただき

たい。

淀江のまちづくりについて

要だと考えるが、見解を伺う。

近隣他市並みに下げることが必

は７万円で近隣と比較して高く、

■議員

月か

が必要である。これまでも淀江

てよかったと思ってもらうこと

おり、淀江地区の人々が合併し

■市長

た淀江振興への思いを伺う。

市長の選挙公約にあっ

■こども未来局長

支所を中心に取組んできたが、

■議員

ら３歳から５歳児は無償化され、

本庁からのフォローが十分でな

本市の保育料の最高額

ゼロ歳から２歳児について住民

かったと考える。したがって、

■議員

滞在型、循環型、交流

部は本庁組織に位置づけている。

重要課題だと認識して

税非課税世帯は無償化される。

昨年４月に発足した淀江振興本
入園後に保育料が高く

型を視野に入れた淀江の活性化

について、市の考え方を伺う。

これまでも淀江

の魅力を発信することで、多く

■淀江支所長
次選考で保留となった場合、相

の方に淀江を知ってもらい、訪

予定である。保護者の不安を軽

Ｉ入所選考システムを導入する

■こども未来局長

○がん予防（対策）について

○健康寿命の延伸について

（その他の質問項目）

行っていきたいと考えている。

今後もできる支援は可能な限り

れてもらうことにつなげてきた。

減するため、どのような方法が

次年度はＡ

あるのか検討していきたい。

しての支援ができないか。

談会等を行うなど、保護者に対

待機児童の解消について、一

いく料金設定を要望する。

て困ったとの声もあり、納得の

■議員

討しているところである。

本年

それ以外の階層については、検

審議結果

え、本市の魅力発信を県外旅行
かに設定することが重要と考え

意見書

会社に働きかけ、観光客との触

年度は多言語化の観光案内看板
■市長

12

一般質問

れ合いが多い事業者等を対象に
る。健康な人口を増やす施策の

の増設、多言語化の観光パンフ

え等に伴う子育て支援センター

しんぷう

あらまし

満足度向上へつながる研修会等
推進を要望する。

子育て相談体制と保育事業

具体的に改善目標をい

に取り組む。外国人観光客への
取組みは、本市独自に国際観光
案内所を開設し、英語対応スタ

について

レット作成、観光ルートの開発、

の整備に合わせ、地域での相談

ッフを常時配置し受入態勢の整

決済環境整備など外国人観光客

援助体制を強化していきたい。

育児における深刻な悩

受入態勢を進め、インバウンド

これまで、待機児童の解消を目
指し量の確保を図ってきたが、
今後は質の充実を図っていくこ

とう

い

20
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伊藤ひろえ 議員
10

保育所の統合、建てか

対策として取り組んでいく。

健康と福祉に対する取組み

発達に課題がある子どもや生活

とが必要と考えている。また、
に医療的ケアを必要とする児童

について
■議員

高齢社会では健康維持

策が重要である。保健指導や体

さらに一時預かり保育など多様

など、特別な支援が必要な子ど

■市長

な保育ニーズにも応えていくこ

力測定等を活用した指導、啓発

た健康維持促進策としての体力

とが必要であると考えている。

もやその家族への支援を行い、

測定の取組みは、健康教室や介

（その他の質問項目）

等も必要と考えるが見解を伺う。

護予防講座などで一部実施をし

〇市長の政治姿勢について

健康寿命の延伸に向け

ているが、実施予定のフレイル

〇行財政改革に関する取り組み
について

対策モデル事業などにおいても
実施をするなど、今後も推進を

関連質問（信風）

関連質問（信風）

しんぷう

障がい者支援の推進につい

■議員
創立

鳥取県白ねぎ改良協会
周年記念誌によると、白

ネギの耕作面積は年々減少して

まず、後

おり大変心配している。今後の
対策について伺う。
■農林水産振興局長
継者や新規就農者などの担い手
の確保が重要であると考えてい
る。そのため、補助事業の活用

声がある。こうした声を把握し、

増税を中止するよう国に求める

国の税制として様々な

べきだと考えるが、所見を伺う。

■市長

状況を勘案し、対策も含め適切

に判断されるものと考えており、

中止を求める考えはない。

長期化・高齢化の実態が明らか

行った結果、ひきこもり状態の

ひきこもりに関する実態調査を

■議員

からの助言や指導を受けながら

若手白ネギ生産者グループなど

師匠さんや指導農業士、地域の

指した研修先、白ネギづくりの

努めているが、さらに就農を目

ったのか、また現在、景気は回

与えたが、本市の状況はどうだ

るなど地域経済に大きな打撃を

の中小零細業者の廃業が加速す

ら８％の増税を行った際、全国

■議員

年寄りにとって、ごみステーシ

いか。また、ひとり暮らしのお

るが、引き下げを行う考えはな

だけに切実な問題であると考え

く、毎日の暮らしで必要なもの

㍑入り袋が

■議員

市民参加によるごみ行政

になった。総合的な支援を行う

育成がなされていると認識して

復しているとの認識なのか伺う。

ョンまでごみを運ぶことが大変

県の経済動向によると

円と県内で一番高

本市のごみ袋代は、

ということになれば、大きな視

いる。また、総合的な支援体制

■市長

現行の処理手数料につ

としてのキャッシュレス還元策

■議員

えている。

引き続き研究が必要であると考

なればサービスを受けられるが、

ビス、居宅介護事業等の対象に

障がい者については、居宅サー

は、地域の事業者からは営業を

に認識している。

40
阻害するものだと懸念や不安の

審議結果

消費税増税の景気対策

62

５年前に消費税５％か

野での施策の仕組みづくりが必

については、県と協調して戦略

要だと考えるが、見解を伺う。

的白ネギ総合対策事業を実施し

だという声がある。高齢化社会

まずは、ひきこもり状

消費税引き上げの駆け込み需要

■市長

を迎える中、何らかの対応が必

ている。今後も関係機関と連携

があり、消費税引き上げ後には

態にある人や、問題を抱えてい

要と考えるが、所見を伺う。

し、支援を行っていくように考

反動で大幅ダウンとなったが、

る家庭を早期に把握することが

■市長

えている。

いては、ごみの量や処理コスト

■議員

以降、消費は徐々に回復するも

大切であり、これには市のみな

のの、しばらくマイナス基調が

らず、地域の協力が必要だと考

比較的高値で推移していたが、

る。

意見書

維持してもらうよう強く要望す

ランドを下げないように価格を

育成、後継者育成、白ネギのブ

昨年は、ネギの価格は

えている。今後の取組みとして

年明けから、価格が下がってき

の推移を見る限り、妥当である

は、市や各種サービス提供事業

ているようで、さらなる支援が

続いた。現況としては、鳥取財

所等が行う支援のもとに、地域

必要だと考える。ぜひ何らかの

と考えている。また、高齢化の

においても一緒に支援してもら

行政の支援を行い、ネギの産地

考えている。

える体制づくりが必要であると

務事務所では県の経済情勢は緩

中止の声を

今年 月の消費税 ％増税
10

進捗によるごみ排出の課題につ

により新規就農者などの育成に

10

やかに持ち直しているという景

代表質問（日本共産党米子市議団）

いては認識しており、高齢者、

て

じ

えい

50

気判断を示しており、そのよう

このたび県が成年期の

岡村 英治 議員
おかむら

し
たか
だち
あ

一般質問

農業施策の推進について

あらまし
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安達 卓是 議員

代表質問（日本共産党米子市議団）

一般質問

審議結果

教育の無償化に進め

学校で

万５４３０円

万６４３３円、

人、

人、

中学校で

医連が発表している。全国知事

０１８年中に

が遅れ死亡した手おくれ死が２

ど生活の困窮で医療機関の受診

規の保険証を取り上げられるな

保全加入世帯の

としく保険給付を受ける権利が

保において全ての被保険者がひ

■市長

と考えるが、見解を伺う。

当たっては均等割を廃止すべき

るのではないか。国保料算出に

くなるが、少子化対策に逆行す

２人とふえるごとに国保料が高

のか。均等割は、子どもが１人、

れの調査結果を伺う。

も調査を行っているが、それぞ

以降は無償とすることについて

おり、また第２子以降、第３子

実施状況について調査を行って

きている。文科省が各自治体の

無償化に踏み出す自治体がでて

支援を目的として学校給食費の

に、経済的負担の軽減と子育て

■議員

昨年度

施する自治体が増えていること

いないが、給食費の無償化を実

の無償化については現在考えて

負担とされている。学校給食費

法第

購入費に充てており、学校給食

■教育長

と考えるが、所見を伺う。

助を

占めているため、現在の７割補

受給者は

給食費の未納

■議員

である。

会は、国保を持続可能とするた
あり、被保険者全体の相互扶助

実施した調査によると、全国１

■教育委員会事務局長

自治体が

は承知しており、今後も国の動

人だと全日本民

人と、

％の割合を

割補助に引き上げるべき

学校給食費は食材の

条第２項により、保護者

な運営ができるように国庫負担

れたが、国保の安定かつ持続的

３４００億円の公費拡充がなさ

■議員

えている。

いることから算入していると考

っているのか。

助受給者はどのような状況にな

納件数と金額、そのうち就学援

が広がっている。小中学校の未

充を行うことは必要であると考

大する考えはないが、制度の拡

学援助７割補助を全額補助に拡

国民健康保険は、年齢

割合の引き上げなど国保財政基

軽減している自治体もある。子

■教育委員会事務局長

万

■議員

義務教育無償化という

を

原則からも、就学援助７割補助

あると考える。ぜひ、検討をし

人、

てもらうよう要望する。

国保の均等割を独自に

盤の拡充・強化を図るとともに、

育て支援に逆行するような均等

年度分で、小学校で

万１１５０円であり、このうち

割補助に引き上げるべきで
就学援助受給者については、小

人、

えている。

国の責任と負担において実効あ

割は、廃止、軽減するように国

平成

る措置を講じるように市長会を

９４２１円、中学校で

■議員

国保料負担が重くなる

要因の一つに協会けんぽにはな

10

22

意見書
い保険料算出に当たっての均等
割、平等割があるが、なぜこれ

めには、財政基盤の強化が必要

で支えられているため応分の保

７４０自治体のうち

向や近隣の他都市の動きを注目

らが国保料に組み込まれている

だと主張しており、公費を１兆

険料を負担していただいている。

学校給食費の無償化を実施して

していきたいと考えている。ま

58

に働きかけてもらいたい。

29
84
47
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あらまし

国保料の引き下げを

円投入し、協会けんぽ並み負担

また、世帯別平等割は均等割額

いる。また、一部無償化につい

た、就学援助については、家庭

小中学校合わせて学校

率にすることを求めている。本

を補完する役割を持っており、

ては、第２子以降を対象に無償

の経済的負担を軽減して、円滑

保護者等の要求を背景

市もそのことを強く求めていく

被保険者数の多い世帯の負担が

としているのが７自治体、第３

な義務教育を実施するため、重

国保料の滞納世帯は国

べきではないか。

過重になるのを緩和させる方法

自治体である。

■議員

■市長

として設けられている。均等割

子以降対象が

要だと認識している。当面は就

88

通して本市も要望している。

格差と貧困が広がる中

人中、就学援助

構成が高く、医療費水準が高い

を廃止すべきということについ

■議員

51

％を超え、正

傾向がある。また、平均所得が

ては、均等割は応益部分として

で、学校給食費が払えない状況

10

11

被保険者均等割は、国

低いという構造的な課題を抱え

広く被保険者に保険料を求めて

82

63

25

2019年6月

24

11

39

12

ている。国保制度改革により、

91

15

77

関連質問（日本共産党米子市議団）

産業廃棄物処分場建設計画
の中止を求めて

価した上で、今後より一層厳格
な、適正な処理に努めるように
県は勧告で法律違反だ

という指導であった。
■議員
と言っており、環境プラント工
業の安全・安心の運営ノウハウ
等が活用できる根拠がなくなっ
たことを指摘しておく。

持続可能な家族農業を目指

公立保育園の統廃合・民営化
は中止し、保育の質を守る

員が２５０名から１２０名に減

少した。本市も統廃合により地

域の衰退、過疎化が進むのでは

保育所の減

ないかと考えるが、見解を伺う。

■こども未来局長

少だけが原因で地域の衰退、過

少子化を前提とした統

疎化が進むとは考えていない。

■議員

廃合の計画ではなく、少子化の

解決策を探し、子育て支援の充

■議員

の整わない小規模保育所しか入

は、施設保育士の配置等、条件

実を急ぐべきである。

成元年１月から埋め立てをして

と、もうからない米の生産はや

れないことがあるが、どの子も

■議員

年度途中に生まれた子

いた一般廃棄物処分場で、不適

める可能性も出てくる。米の消

平等に同じ質の保育を受ける権

万３１１０円のある

■議員

正な処理が行われていたことが

費量は減っているが、米は日本

利を保障できないのではないか。

ら、介護保険料、国保料を払う

して

昨年末明るみに出た。県が調査

の主食である。その米づくりの

■こども未来局長

と、手元に残るのが毎月約

環境プラント工業が平

した結果、埋め立てられた一般

主体となっている家族農業を持

所事業の運営に関する基準は、

万

代夫婦か

年金収入が年間１７５

護難民の解消を

介護保険料の引き下げと介

廃棄物の中に医療系廃棄物が混

続可能にするために支援が必要

程度だと伺った。このように負

摘があり、西部広域でも対応し

入していると地元住民からの指

１処分場稼働当初、不適物が混

一般廃棄物第

り主食用米の需給と価格を安定

用米とを組み合わせた生産によ

用など主食用以外の米と、主食

ある白ネギなどの作物や、飼料

用の直接支払い交付金の対象で

な農業とするためには、水田活

■農林水産振興局長

等を行い、保育の内容について

の保育リーダーによる巡回訪問

保育の質を維持するため、本市

運営をお願いしている。また、

準の小規模保育事業所Ａ型での

を必要とする保育所と同等の基

本市では、全職員に保育士資格

り、基準が緩いと考えていない。

１名の追加配置を求められてお

費に見合う保険料の確保は必要

会で国に要望している。事業を

の引き上げについては全国市長

■福祉保健部長

きと考えるが、見解を伺う。

り入れ、保険料を引き下げるべ

また、市独自でも一般財源を繰

げるよう要望してもらいたい。

るため、国の負担割合を引き上

担の重い介護保険料を引き下げ

小規模保育

入していたとのことだが、本市

保育所と同数の職員配置とせず、

ており、当時から淀江町が承知

させ、農家の所得を確保するこ

も適宜確認している。

であり、一般財源により保険料

持続可能

しており、当初から知っていた。

とが重要だと考えている。

■議員

を引き下げる考えはない。

るが、影響はないのか。

県の勧告に、はっきり

■市民生活部長

■議員

■議員

た保育園を１園に統廃合した結

審議結果

安定的に継続していくため給付

国庫負担割合

と法に基づく廃棄物の適正処理

得補償をするよう要望し、本市

果、入所希望の児童が減り、定

意見書

国に米の価格保証、所

に反する行為であると書いてあ

も家族農業へのさらなる支援を

県に確認をしてみた

一般質問

旧青谷町では５園あっ
検討するよう強く要望する。

13

60

■副市長

ったのか。

であると考えるが、見解を伺う。

■議員

え

よし

はこのことをいつどのように知

企業経営ばかりになる

石橋 佳枝 議員
いしばし

ろう
し
の
また

が、当時の取組みをしっかり評

あらまし
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又野 史朗 議員

各個質問

あらまし

米子城跡整備基本計画と市

えんどう

一般質問

長の政治姿勢について

年間の長期計画

史跡整備計画は、市長

とおる

遠藤

いち いん

通 議員

（一院クラブ）

審議結果

３月定例会で次の１件の意見書が可決されました。

食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書の提出について
まだ食べることができる食品が、
生産、
製造、
販売、
消費の各段階で廃棄されている、
いわゆる食品ロスの削減は、
今や我が国において
喫緊の課題と言える。国内で発生する食品ロスの量は年間６４６万トン
（２０１５年度）
と推計されており、
これは国連の世界食糧計画
（ＷＦＰ）
が発展途上国に食糧を援助する量の約２倍に上る。政府は、
国連の「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）
」に沿い、
家庭での食品ロスの量を２０
３０年度までに半減させることを目指しているが、
事業者を含め国民各層の食品ロスに対する取り組みや意識啓発は、
いまや必要不可欠
である。
食品ロスを削減していくためには、
国民一人一人が各々の立場において主体的にこの課題に取り組み、
社会全体として対応していくよう、
食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要である。
また、
まだ食べることができる食品については、
廃棄することなく、
貧困、
災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人
に提供するなど、
できるだけ食品として活用していくことが重要である。
よって、
国会及び政府におかれては、
国、
地方公共団体、
事業者、
消費者等が一体となって食品ロス削減に向けての取り組みを進めるた
め、
下記の事項について真摯に取り組むことを強く求める。
記
１ 国、
地方公共団体、
事業者、
消費者等の多様な主体が連携し、
食品ロスの削減を総合的に推進するため、
法律の制定を含めたより一
層の取り組みを実施すること。
２ 商慣習の見直し等による食品事業者の廃棄抑制や消費者への意識啓発、
学校等における食育・環境教育の実施など、
食品ロス削減
に向けての国民運動をこれまで以上に強化すること。
３ 賞味期限内の未利用食品や備蓄品等を必要とする人に届けるフードバンクなどの取り組みをさらに支援すること。
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３１年３月２５日

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 文部科学大臣
内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全） 様

米
厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣

子

市

議

会

環境大臣

意見書：地方自治法第９９条に基づき、市の公益に関することについて、国会や関係行政庁に対し、議会の意思をまとめて提出する文書のこと。

2019年6月
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意見書

市長は、鳥取大学医学

上で何らかの方法をとる。

■議員

部から要望があれば、湊山球場

跡地ではなく公園区域を提供し

たいと言われたが、公園代替用

提供すること

地等の検討をされての発言か。

■総合政策部長

を想定した上での市長の発言で

あり、現時点で検討していない。

補助教材の教科別の保

義務教育の有償化の実態に

ついて

■議員

■議員

である。市長の裁量権の逸脱で

護者負担の実態について伺う。

任期をまたぐ

はないか。整備構想と基本計画、

小学校６年間の合算

■教育長

は、国語の最高額が１万７１２

実施計画に変更すべきでないか。

■市長

０円、最低額が１万１９１０円。

我々は基本計画と称し

ているが、基本構想と理解して

最低が１万１７０円。社会の最

算数は最高が１万６３６０円、

■議員

高が７０２０円、最低が４２４

いただきたい。

になっていない。公共事業で財

０円。理科は最高が７２２０円、

全体の事業費が明らか

源の全体像が市民に説明できな

中学校は、国語の２３

最低は３７５０円である。

■議員

御指摘のとおり数字が

■市長

００円台が多く、６５０円もあ

▽ 意見書 ▽

い事業が存在するのか。

明らかになっていないため、実

る。社会は３２６０円もあれば

５８０円もあり、数学は２９８

施する段階で、詳細な見積もり

億円

を取って示す。約束をする。

０円もあれば４８０円の学校も

推定事業費は、

■議員

ある。保護者負担の学校間の格

差について見解を伺う。

にもなる。この整備構想（計画）

について、市民の判断を求める

どの学校でも一番安

い価格で、最大限の効果を上げ

■教育長

る教育をつなげていきたい。

べきではないか。

■市長
市の考え方を示し、市

民に理解してもらう努力をした

20
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あらまし

平成３１年米子市議会３月定例会提出議案等審議結果一覧表
●全会一致で議決した議案●
議案番号

件

議案第1号

名

議決結果

功労者の表彰について

原案同意

議案第3号

米子市職員の勤務時間、休暇等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

議案第4号

米子市淀江町巡回バス条例の制定について

原案可決

一般質問

議案第5号

米子市における部落差別をはじめあらゆる差別をなく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

議案第6号

米子市特別会計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7号

米子市伯耆古代の丘公園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8号

米子市公民館条例及び米子市特別職の職員の給与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

議案第9号

米子市国民健康保険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10号

米子市手話言語条例の制定について

原案可決

議案第11号

米子市災害弔慰金の支給等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

議案第12号

米子市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

意見書

議案第14号

米子市文化活動館条例の制定について

原案可決

議案第15号

米子市勤労者体育施設条例を廃止する条例の制定について

原案可決

議案第17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

審議結果

議案第18号

米子市空家等及び空住戸等の適切な管理に関する条例の制定について

原案可決

議案第19号

米子市特定空家等対策審議会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20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

原案可決

議案第21号

米子市水道布設工事監督者に監督を行わせる水道の布設工事及び水道布設工事監督者の資格を定め
る条例の一部を改正する条例の制定について

原案可決

議案第22号

公の施設の区域外設置に関する協議について

原案可決

議案第23号

公の施設の区域外設置に関する協議について

原案可決

議案第24号

市道の路線の認定について

原案可決

議案第25号

市道の路線の廃止について

原案可決

議案第26号

市道の路線の変更について

原案可決

議案第27号

平成３０年度米子市一般会計補正予算（補正第５回）

原案可決

議案第28号

平成３０年度米子市国民健康保険事業特別会計補正予算（補正第３回）

原案可決

議案第29号

平成３０年度米子市住宅資金貸付事業特別会計補正予算（補正第２回）

原案可決

議案第30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３回）

原案可決

議案第31号

平成３０年度米子市介護保険事業特別会計補正予算（補正第３回）

原案可決

議案第32号

平成３０年度米子市後期高齢者医療特別会計補正予算（補正第３回）

原案可決

議案第33号

平成３０年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計補正予算（補正第１回）

原案可決

議案第34号

平成３０年度米子市水道事業会計補正予算（補正第１回）

原案可決

議案第35号

平成３０年度米子市下水道事業会計補正予算（補正第３回）

原案可決

議案第37号

平成３１年度米子市国民健康保険事業特別会計予算

原案可決

議案第38号

平成３１年度米子市土地取得事業特別会計予算

原案可決

議案第41号

平成３１年度米子市介護保険事業特別会計予算

原案可決

議案第43号

平成３１年度米子市米子インター周辺工業用地整備事業特別会計予算

原案可決

議案第45号

平成３１年度米子市工業用水道事業会計予算

原案可決

議案第48号

教育委員会委員の任命について

原案同意

議案第49号

公平委員会委員の選任について

原案同意

議案第50号

食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書の提出について

原案可決

●報告●
報告番号
報告第1号

25

2019年6月

件
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）

よなご市議会だより【57号】

名

×： 反 対

議： 議 長

あらまし

○： 賛 成

賛否の状況
一院
クラブ

遠藤
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

公明党議員団
前原

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

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

議
議
議
議
議
議

×
○
○
○
○
○

×
○
○
○
○
○

×
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

×
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

○
○
○
○
○
○

×

×

×

×

×

議

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

議

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

議

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

議

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

議

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

議

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

意見書

×

×

一般質問

○

○

審議結果

※陳情第 26 号については、「趣旨採択」に賛成（○）、反対（×）を表記

【不採択とした理由】
後期高齢者医療については、国の負担も理解しながら、制度を維持していくことが大切であり、世代間の負担の公平性の観点から、
それぞれが相応の負担を
することが適切であるため。
＜賛成意見＞
陳情第
負担割合の引き上げは、
当事者にとっては医療費の負担額が倍増することになり、低所得者層の後期高齢者に大きな経済的負担となり、受診を控える方が
28号
さらにふえるおそれがある。
＜反対意見＞
後期高齢者医療については、国の負担も理解しながら、制度を維持していくことが大切であり、世代間の負担の公平性の観点から、
それぞれが相応の負担を
することが適切である。
【不採択とした理由】
①社会保障費等の財源を確保するためにも増税は必要であるため。
②本市の場合、有効求人倍率が高い状況が続いており、地方は不景気とする本陳情の考えには異論があるため。
③国は増税に係る方針として、保育・幼児教育の無償化を上げており、
この施策が少子化に歯止めをかけることも考えられるため。
＜賛成意見＞
陳情第
消費税のさらなる増税は耐えがたいというのが市民の実感である。新聞報道でも国内の景気は後退局面に入ったため、増税の根拠が崩壊したとされてお
29号
り、増税をやめさせる声をさらに上げていく必要がある。
＜反対意見＞
①社会保障費等の財源を確保するためにも増税は必要である。
②本市の場合、有効求人倍率が高い状況が続いており、地方は不景気とする本陳情の考えには異論がある。
③国は増税に係る施策として、保育・幼児教育の無償化を上げており、
この施策が少子化に歯止めをかけることも考えられるため、本陳情には賛同できない。
【不採択とした理由】
①中央教育審議会が文部科学大臣に提出した、学校における働き方改革に関する答申では、一年単位の変形労働時間は現状では実施できないが、制度改正
すれば選択肢の一つとして考えられるとしている。
よって、検討段階で本制度を導入しないと決めることは、抜本的な教職員の働き方改革を妨げかねないため。
②現在、
ＩＴを活用した過重労働の解消に向けた取り組みも始まっており、
その成果を見極めて議論すべきであるため。
③教職員の定数や一年単位の変形労働時間制の導入に特化して考えるのではなく、
フリースクールや地域における学校支援等も含めて考えるべきであるた
め。
陳情第 ＜賛成意見＞
30号 ①長時間労働により、精神疾患で休職する教職員が増加しているため、教職員定数の抜本的な改善が必要である。
②一年単位の変形労働時間制については、夏休み等以外において長時間労働が固定化することも考えられるため、本制度を導入すべきでない。
＜反対意見＞
①中央教育審議会が文部科学大臣に提出した、学校における働き方改革に関する答申では、一年単位の変形労働時間は現状では実施できないが、制度改
正すれば選択肢の一つとして考えられるとしている。
よって、検討段階で本制度を導入しないと決めることは、抜本的な教職員の働き方改革を妨げかねない。
②現在、
ＩＴを活用した過重労働の解消に向けた取り組みも始まっており、
その成果を見極めて議論すべきである。
③教職員の定数や一年単位の変形労働時間制の導入に特化して考えるのではなく、
フリースクールや地域における学校支援等も含めて考えるべきである。
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平成３１年米子市議会３月定例会提出議案等審議結果一覧表

名

議決結果

岡田啓介

件

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一部を改正する条例の
制定について

原案可決

○

○

○

原案可決

○

○

○

議案第36号

平成３１年度米子市一般会計予算

原案可決

○

○

○

議案第40号

平成３１年度米子市市営墓地事業特別会計予算

原案可決

○

○

○

議案第2号

一般質問

議案第13号
議案第16号

議案第39号
議案第42号

消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

清

議案等番号

政英会
岩﨑康朗

稲田

あらまし

●賛否が分かれた議案及び陳情●

米子市森林環境基金条例の制定について

平成３１年度米子市駐車場事業特別会計予算

平成３１年度米子市後期高齢者医療特別会計予算

原案可決

原案可決

原案可決

○

○

○

○

○

○

○

○

○

議案第44号

平成３１年度米子市水道事業会計予算

原案可決

○

○

○

議案第47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

原案可決

○

○

○

不採択

×

×

×

趣旨採択

○

○

○

不採択

×

×

×

議案第46号

意見書

陳情第25号
陳情第26号
陳情第27号
陳情第28号

陳情第29号

審議結果

陳情第30号

平成３１年度米子市下水道事業会計予算

陳情書 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅か
す日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める

原子力発電所の再稼働及び新規稼働の際、ＵＰＺ範囲内にあるすべての道府県及び市町村の事
前了解を要件とするよう強く求める意見書を国に提出することについての陳情

奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税（仮称）で順次計画的に皆伐を進め、天然
林に戻すことを求める陳情書

後期高齢者の医療費窓口負担の「原則１割」の継続を求める陳情書

2019年10月からの消費税増税を中止することを求める陳情
教職員の長時間過密労働の解消を求める陳情

原案可決

不採択

不採択

不採択

○

×

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

●陳情の議決結果の理由等●
【不採択とした理由】
日米地位協定の見直しについては、本市議会で判断すべき内容ではないため。
＜賛成意見＞
陳情第
沖縄県をはじめ、在日米軍基地周辺では、米軍人による事故・犯罪、航空機の騒音等が問題となっている。その問題を解決するため、
日米地位協定の内容を
25号
見直すよう国に求める必要がある。
＜反対意見＞
日米地位協定の見直しについては、本市議会で判断すべき内容ではない。
【趣旨採択とした理由】
本市においては、鳥取県及び境港市との連名で、国に対し、安全協定を立地自治体と同等なものにするよう中国電力へ指導するとともに、
周辺自治体の位
置づけを明らかにするよう要望していることから、陳情の趣旨については理解するが、事前了解権を持つということは、同時に拒否権を持つことでもある。稼働
を了解する上でも、拒否する上でも、住民に対する責任を自治体が負うこととなるため、判断出来得る組織体制を含めて議論する必要があるということ。
また、
事前了解権を稼働の際の要件とするよう国に求めることについては、
まずは、国において周辺自治体の位置づけを明確にする必要があるため。
＜賛成意見＞
福島第一原子力発電所の事故においては、立地自治体のみならず周辺自治体に大きな影響を及ぼしている。
この原発事故以降、国は、原子力発電所からお
陳情第
おむね３０キロ圏内の自治体に避難計画の策定を義務付けていることから考えても、計画の策定が義務付けられている自治体は、原子力発電所の稼働に対す
26号
る事前了解の権限を持つべきであり、
また、避難計画の実効性も担保されていない現状から考えても、
当該住民の生命、
身体及び財産を守るための拒否権の
意味も併せ持つ事前了解権が周辺自治体にも必要である。
＜趣旨に賛成する意見＞
本市においては、鳥取県及び境港市との連名で、国に対し、安全協定を立地自治体と同等なものにするよう中国電力へ指導するとともに、
周辺自治体の位
置づけを明らかにするよう要望していることから、陳情の趣旨については理解するが、事前了解権を持つということは、同時に拒否権を持つことでもある。稼働
を了解する上でも、拒否する上でも、住民に対する責任を自治体が負うこととなるため、判断出来得る組織体制を含めて議論する必要があるということ。
また、
事前了解権を稼働の際の要件とするよう国に求めることについては、
まずは、国において周辺自治体の位置づけを明確にする必要がある。
【不採択とした理由】
①一人年額１，
０００円を課税する森林環境税を原資とした森林環境譲与税による森林整備については反対であり、国において、
スギ、
ヒノキが国産材として活
用できる施策を行うことが必要であるため。
②森林環境譲与税による森林整備についての国の考えは、皆伐ではなく、間伐による森林管理であるため。
＜賛成意見＞
陳情第
スギなどの放置人工林の皆伐は花粉症の軽減の手段としても有効である。
27号
＜趣旨に賛成する意見＞
放置人工林を一定面積皆伐し、天然林に戻すことにより、花粉症の軽減や、大雨でも崩れにくい災害に強い森づくりになるという趣旨については理解できる。
＜反対意見＞
①一人年額１，
０００円を課税する森林環境税を原資とした森林環境譲与税による森林整備については反対であり、国において、
スギ、
ヒノキが国産材として活
用できる施策を行うことが必要である。
②森林環境譲与税による森林整備についての国の考えは、皆伐ではなく、間伐による森林管理である。
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議会報告会を開催しました

米子市議会では、開かれた議会をめざし、下記の日程で議会報告会を開催しました。報告会では、参加していただいた市民
から市政に対するさまざまなご意見をいただきました。いただいたご意見・ご要望と市議会の回答・対応の主なもの、また、
アンケート結果につきましては、市議会ホームページでごらんください。
日程

場所

参加人数

4/13㈯

彦名公民館

13

4/14㈰

春日公民館

21

4/16㈫

ふれあいの里

10

4/17㈬

河崎公民館

44

多くの方にご参加いただきありがとうございました。

河崎公民館で開催した議会報告会の様子

６月定例会日程

24日
（月）予算決算委員会

6月13日
（木）本会議（開会、議案上程）

25日
（火）総務文教委員会、予算総務文教分科会

17日
（月） 本会議（各個質問）

26日
（水）市民福祉委員会、予算市民福祉分科会

18日
（火） 本会議（各個質問）

27日
（木）都市経済委員会、予算都市経済分科会

20日
（木） 本会議（各個質問）

28日
（金）予算決算委員会

21日
（金） 本会議（各個質問、議案質疑、委員会付託）

7月2日
（火）本会議（付議案の処理、閉会）

※請願・陳情は6月11日（火）の正午までに議会事務局に提出してください。その後に提出された場合は９月定例会にて審議することとなります。

表紙写真・イラスト募集！

よなご議会だよりを、皆様に親しまれ、より身近な広報紙とするため表紙写真を募集します。あなたの作品で表紙を飾ってみませんか。
応募
内容

写真

●応募者が米子市内で撮影した写真で未発表のもの。(組み写真、合成写真不可)
●個人が特定できる写真は、本人の承諾を得たもの。
※デジタル写真は600万画素以上、プリント写真は2Lサイズ以上

イラスト ●ハガキサイズ以上、A３サイズ以下

締切 9月1日発行号：6月25日㈫まで
●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。
選定
●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、もしくは、
方法
過去にご応募いただいた作品の中から選定します。
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、
応募
郵送、持参、電子メールで下記問い合わせ先までご応募ください。
方法
※電子メールで応募される場合は、５メガバイト以下の容量で送信してください。
※ 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応募者に帰属します
※ 採用作品は市議会だよりの掲載をもって発表とします（トリミングを行う場合があります）
※ 応募作品は、無償で米子市議会が使用することに承諾したものとします（希望される方には作品を返却します）

今城

康朗

雅子

広報広聴委員会

岩﨑

浩基

◎伊藤ひろえ

奥岩

史朗

清

又野

強

○稲田

矢倉

矢田貝香織

◎委員長 ○副委員長
（令和元年６月１日現在）

お問合わせ先
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

メール：gikai@city.yonago.lg.jp

米子市議会

URL：https://www.city.yonago.lg.jp/gikai/

ご意見等ありましたら、電話・FAX・メールでお気軽にお寄せください。
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