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〔安田議員質問席へ〕 

○ （安田議員） 

それでは、関連質問をさせていただきたいと思います。  

 最初に、産業廃棄物の管理型最終処分場についてお伺いをいたします。代

表質問で、今後のスケジュールについてお聞きをしました。全員協議会にお

いて事業者による事前説明会を２月に実施をしたとお聞きをいたしましたが、

説明した内容は、淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画概要書（案）を

もとに、事業目的、運営体制、計画概要等とのことでありますが、今まで地

元説明会で説明された内容と余り変わっていないように思いますが、地元６

自治会に対する説明内容をお伺いをいたします。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

産業廃棄物最終処分場の地元説明会につきましては、これまで地元住民の

皆様の御意見をいただくために、事業概要、生活環境影響調査の中間報告な

どの段階で説明をしてこられました。このたび事業計画書と生活環境影響調

査の最終案が取りまとめられ、地元に説明されておりまして、主な内容とし

ましては、最終処分場の運営体制、施設整備の概要、事業収支、地下水への

漏水防止、河川水の汚濁防止などの安全・安心に配慮した施設整備、廃棄物

の搬入検査、水質モニタリングなどの地域に信頼される運営管理、大気質、

地下水などの生活環境影響調査と追加調査、地下水の流れの解析、地震時の

解析などの安全性に対する追加調査などでございました。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、県条例手続前の事前説明会の開催意義としましては、生活環境調査

について、地元説明会で出されました御意見、御質問等を反映された事業計

画書、周知計画書を説明され、御理解をいただく説明会と理解をしています

が、見解をお伺いをしておきたいと思います。  



○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

今回の事前説明会の開催につきましては、事業計画の内容について説明し、

地元住民の皆様の御理解をいただくとともに、さらに地元住民の皆様の御意

見を伺って事業計画書を策定するための説明会であるとうかがっております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、事前説明会では丁寧に説明されたと思いますが、全ての住民の同意

を得るのは難しい、厳しい状況にあります。地元自治会から具体的にどのよ

うな意見が出て、その対応はどうするのかお伺いをいたします。また、環境

プラント工業と鳥取県環境管理事業センターは、事前説明会の意見を反映さ

れた事業計画書となっているのか精査すべきと思いますが、見解をお伺いを

しておきたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

地元から出されている御意見とその対応についてでございますが、生活環

境影響調査の風向につきまして、米子測候所のデータを使われておりました

が、地域住民の方が感じておられる風向と調査結果が異なるのではないかと

いう意見がございましたので、現地で追加調査をされており、米子測候所の

データと現地の調査の結果は相関性が高く、現況調査の結果は問題ないとさ

れております。また、実際に取水している井戸と調査された地下水が異なる

のではないかという意見がございましたので、専門家のアドバイスのもとに

透水係数の検証のための室内試験を実施され、採用した透水係数が妥当であ

るとの裏づけが得られたとされております。また、騒音、振動につきまして

は、生活環境影響調査の終了後に地元企業が設備を増設したことにより、騒

音の変化が生じているという意見がございましたので、現況の補完調査を実

施され、生活環境影響調査書に反映されております。また、遮水シートが破

損した場合の地下水への影響について心配される御意見が多かったため、地

下水への影響範囲について解析され、万が一、浸出水が地下に漏えいしたと



しても、東西方向には一定の範囲以上広がらないという結果が得られており

ます。また、地震によって処分場がどのような影響を受けるかという意見が

ございましたので、さまざまな手法により解析され、地震により埋立地が崩

れることはない、地震により液状化が生じることはない、地震により遮水シ

ートが破損することはないという結果が得られております。また、処分場本

体に関する御意見についてでございますが、粉じんを心配される御意見がご

ざいましたので、進入路の位置を変更されております。また、浸出水の漏水

対策について心配される御意見がございましたので、電気漏えい探知システ

ムが導入されることとなっております。事前説明会では、このほかに搬入検

査を徹底し、不適正な廃棄物が搬入されないようにすること、受け入れを拒

否された廃棄物が不法投棄されないようフォローすること、重金属やダイオ

キシンの除去を徹底すること、稼動後の水質検査のデータ等を自治会に報告

すること、集中豪雨に対しての安全対策を十分講じること、事故が発生した

場合は速やかに地元へ報告すること、協定は自治会の意見を取り入れて内容

を十分に協議することなどでございます。事業計画書の策定に関しまして、

現在、最終点検をされているとうかがっておりまして、地元住民の皆様の御

意見が十分反映された計画としていただきたいと考えております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、

調整等に関する条例、以下、産廃県条例と言わせていただきますが、確認の

意味で産廃県条例の目的と構成についてお伺いをしておきたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等

に関する条例についてでございますが、目的につきましては、廃棄物処理施

設の設置にかかわる手続の適正化と紛争の予防、調整等を図るため、廃棄物

処理施設等を設置をする者に、設置にかかわる計画の事前公開及び関係住民

に対する説明会の開催等を義務づけるとともに、廃棄物処理施設等の設置者



と関係住民との間の紛争にかかわる意見の調整を行う制度、廃棄物処理施設

等における処理状況の公表制度を定めることを目的とされております。条例

の構成につきましては、廃棄物処理施設等の設置にかかわる合意形成手続と

施設設置後における廃棄物処理施設等の設置者の責務となっておりまして、

合意形成手続に関しましては、設置にかかわる計画の事前公開、関係住民の

意見の提出、事業者の見解の周知、県による意見調整が規定されております。

施設設置後の設置者の責務に関しましては、廃棄物の処理状況の報告、事故

等の措置、事故対応費用にかかわる措置、施設の公開努力が規定されており

ます。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、廃棄物処理施設等を設置しようとする者は、事業計画書の作成、広

告、縦覧を行うとともに、説明会を開催し、関係住民の理解を得るよう努め

なければなりません。県は事業者と関係住民に対して指導助言を行うととも

に、紛争が生じた場合等は意見の調整を行い、紛争の予防、調整を図ります。

これが合意形成手続でありますが、産廃県条例の手続のフロー図を見させて

いただきました。その中に、意見書の提出、これは住民が行うものでありま

すが、その回答として見解書、これは事業者が作成をいたします。事業者と

関係住民は、相互の立場を尊重し、相手の意見、見解を理解するように努め

なければなりません。しかし、お互いに平行線で合意に至らない場合もある

と思います。そこで質問ですが、意見書は各自治会で集約されるとは思いま

すが、何回でもキャッチボールのように提出してよいのかお伺いをいたしま

す。その意見書、見解書はどのような状況で打ちきりとなり、実施状況報告

書となって鳥取県に提出になるのかお伺いをしたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

関係住民の意見書の提出につきましては、提出する回数の規定はございま

せん。意見書に対しての事業者から提出される見解書により、キャッチボー

ルのように質疑応答されるものと理解しております。実施状況報告書の提出



時期は、事業計画書と見解書の周知を行ったときと規定されておりまして、

具体的な提出時期につきましては事業主体が判断されるものでございます。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

それで、議会事務局に事業計画書が来ております。私も見させていただい

たんですが、非常に膨大な資料でありまして、図面もたくさんついておりま

すし、いろんな意味でなかなか精査するには時間がかかると、私はそういう

ふうに思っております。ましてや自治会の方がそれを見て本当に理解できる

のか、またその辺も疑問でありますし、何回でもキャッチボールできるよう

な、そういうような形はとっていただきたいなと、こういうふうに思ってお

ります。次に、産廃県条例手続フロー図に指導通知という項目がございます。

これは廃棄物審議会の意見を聞いて鳥取県が出されるわけでありますが、事

業者の対応が不十分のときに通知されるようであります。そもそも、鳥取県

は、関係住民の意見に誠意を持って対応できないような事業者に対しては、

指導通知以前に厳しく指導し、対応すべきです。指導通知というのは、産廃

の設置自体が調整不調になったと理解してよいのかお伺いをしておきたいと

思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

指導通知につきましては、住民への周知にかかわる事業者の対応が不十分

で、住民の理解が得られないときに出される通知でございまして、事業者に

おいてさらなる対応が必要となると理解しております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

ということは、県のほうから厳しく指導して、きちっと対応しなさいと、

そういうふうな指導が出ると、こういうふうに理解していいんですか、その

辺聞いておきたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  



○（山田環境政策局長）  

そのように理解しております。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

次に、産廃県条例第１９条の意見の調整の終結についてですけれども、こ

れは鳥取県が判断し、廃棄物審議会の意見をいただいて、妥当だと認めた場

合と判断してよいのかお伺いをしておきたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

県の条例第１９条の意見の調整の終結についてでございますが、関係住民

が意見の調整に応じないことにより、関係住民の理解を得ることが困難と認

められるとき、関係住民が生活環境保全上の理由以外の理由により反対する

ことにより、関係住民の理解を得ることが困難と認められるとき、事業者と

関係住民の生活環境上の意見がかい離していることにより、関係住民の理解

を得ることが困難と認められるときについて、県知事は、廃棄物審議会の意

見を聞かれた上で、意見の調整を終結することができる規定でございまして、

事業者の対応が十分と認められる場合について適応される規定でございます。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

次に、確認ですけれども、産廃県条例の手続の終了というのは、どのよう

な状況になった場合なのかお伺いをいたしたいと思います。また、その後の

許可申請の流れをお伺いをしておきたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

条例の手続に定める手続の終了につきましては、関係住民の理解が得られ

たと認められるとき、あるいは、先ほどお答えしました県の条例第１９条の

規定によるときでございます。その後の許可の流れでございますが、廃棄物

処理法の規定に基づき、県知事の許可を受けるための手続がとられることと



なっておりまして、事業者から許可の申請が提出されますと、県知事による

告示、申請書と生活環境影響調査書の縦覧、生活環境の保全についての本市

への意見照会と利害関係者からの意見の提出を受けることと規定されており

ます。また、許可に当たりましては、事業計画書について国の技術上の基準

に適合しているか、周辺地域の生活環境の保全及び周辺施設について適正な

配慮がされているかなどを審査され、生活環境の保全について専門的な知識

を有する者の意見を聞かなければならないと規定されております。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

次に、地元自治会との協定についてお伺いをしたいと思います。この協定

書は、基本事項を決める基本協定書と環境保全に関する環境保全協定書の２

つの協定を締結し、生活環境の整備や地域の活性化に対する支援などの地域

振興計画の策定などがあります。この協定は、鳥取県が設置の可否を判断し、

許可された後に締結されるべきと思いますが、基本協定書と環境保全協定書

の具体的な内容についてお伺いをしたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

基本協定書の内容につきましては、処分場の設置に当たり、関係者の責務、

環境保全協定の締結、地域振興策の実施など、基本事項について定めるもの

であると、事業主体、環境管理事業センターから説明されております。環境

保全協定書の内容につきましては、周辺環境対策、環境測定、交通安全対策、

災害防止対策、立入調査、情報公開とコミュニケーションなどについて定め

るものがあると、事業主体、環境管理事業センターから説明されております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

以前にも触れましたけれども、事業計画書のとおり運営されているのか監

視し、立入調査などできる組織の設置が必要です。また、定期的な連絡会な

どを開催し、埋め立ての状況など、情報公開に努めるべきでありますが、米



子市もオブザーバーで参画し、掌握すべきと思いますが、市長の見解をお伺

いしておきたいと思います。  

○（松井議長） 野坂市長。  

○（野坂市長）  

産業廃棄物最終処分場の監視についてでございますが、地元住民の皆様が

参画される監視委員会を設置し、処分場が安全に運営されているか確認する

ため、定期的に水質検査の結果や埋め立て状況を報告し、随時立入調査の受

け入れなどを実施しながら、ガラス張りの施設運営を目指すと、先日の市議

会全員協議会において環境管理センターから説明を受けたところでございま

す。本市の関与につきましては、地元住民の皆様の御理解が得られ、処分場

が設置されることになれば、地元住民の皆様の安心・安全の確保が大前提で

ございますので、生活環境の保全、特に公害防止の観点から、鳥取県と連携

してかかわっていく必要があると考えております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、地元自治会との協定については、米子市も積極的に相談に乗って、

助言などアドバイスすべきです。特に地域振興計画の取りまとめについては、

米子市もかかわり、事業主体だけに任せるのではなく、各自治会とともに協

議していただきたいと思います。そこで、産廃県条例手続のフローのどの段

階から、各自治会との協定に関しての協議に入られようとされているのかお

伺いをしたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

事業主体と地元自治会との協定についてでございますが、協定に関する考

え方は、既に事前説明会で説明をされております。内容につきましては、事

前説明会での地元住民の皆様の御意見をもとに協定書の原案を取りまとめ、

その後に地元自治会と調整を図りながら、関係機関と協議を始められるとう

かがっております。  

○（松井議長） 安田議員。  



 

○（安田議員）  

この産廃の処分場に関しては、たくさん質問をさせていただいております。

角副市長はそこの理事として参画しておられるわけですけれども、まだまだ

道半ばだと私は思っておりまして、これからが正念場だと、そういうふうに

思うわけですけれども、角副市長はどのような認識でこれを取り組まれてい

こうとされているのか、ちょっと聞いておきたいと思います。  

○（松井議長） 角副市長。  

○（角副市長）  

先ほど今後のスケジュール、手続的な部分、また協定書にかかわる部分、

御質疑賜りました。この問題につきましては、本市にとりましては非常に重

要な案件であるというふうに考えております。県知事のほうから意見照会が

少なくとも２度来るわけでございますが、これは軽々に判断すべきものでは

ないと思っております。今後の状況、また地元の皆様の考え方等を十分踏ま

えまして、慎重に責任を持って意見を申し上げていくべきであるというふう

に思っております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

それで、２月に地元説明会、それから３月に県条例に手続の前に理事会が

あるということでありますので、理事会でしっかりと議論していただいて、

きちっとした審査をお願いできたならなと思いますので、よろしくお願いし

ます。次に、下水道事業についてお伺いをしたいと思います。下水道事業は

特別会計を設けて、独立採算で運営をしております。下水道施設の建設に必

要な経費は、国の補助金や地方債、受益者負担金で賄っております。また、

下水道の処理費用や借入金の返済などの管理、運営に必要な経費は下水道使

用料と一般会計からの繰入金で賄いますが、そのうち雨水を処理する経費は

全て公費で行っております。台所、風呂、トイレなどの汚水を処理する経費

は使用料で賄うことが原則となっていますが、使用料が著しく高額とならな

いよう、一部を一般会計からの繰入金によって賄っております。使用料につ



いては、昨年１０％の値上げをいたしました。使用料算定期間は、平成２５

年度から平成２８年度までの４カ年となっております。その後の下水道使用

料の推移についての見解をお伺いをいたします。また、平成２８年度に再度

下水道使用料審議会を開催し、使用料改定について検討されるのかお伺いを

したいと思います。私は、平成２５年米子市議会１２月定例会に当たり、産

業廃棄物管理型最終処分場について質問させていただきます。市長を初め、

関係部長の明快な答弁をお願いをいたします。 

○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

平成２９年度以降の下水道使用料の収入見通しについてでございますが、整

備済み区域における人口減少の影響を受けるものの、今後、整備の拡大や接

続促進を進めることで収入確保を図っていきたいと考えております。今後の

下水道使用料の改定につきましては、今年度値上げをしたばかりでございま

すので、現時点では未定でございます。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

審議会の話はどんなでしょう。審議会は開かれるんですか、ちょっと聞い

ておきたいと思いますが。  

○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

審議会でございますが、審議会のほうは３年に１度行うように考えており

まして、２８年度に審議会を予定しておりますが、改定につきまして諮問す

るかどうかは、現時点では未定ということでございます。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、下水道事業は、使用者の増加による収支改善効果が高い事業である

ことから、普及率及び水洗化率の向上を強力に推進する必要があります。ま

た、下水道への接続に当たっては、受益者負担金のほか、宅内配管工事経費



の個人負担が生じるため、現行の融資制度の広報を強化するとともに、融資

制度の拡大も検討する必要があります。現在の水洗化率向上の取り組みと推

進成果状況をお伺いをいたします。また、融資制度の拡大の検討も必要と思

いますが、見解をお伺いをいたします。  

○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

水洗化率向上の取り組みと状況についてでございますが、市報、市のホー

ムページによる広報啓発や戸別訪問による接続指導とともに、市外の家屋所

有者に郵送による接続依頼等を実施しまして、接続理由等の調査を行い、未

接続台帳の整備を行っております。また、戸別訪問の際に、留守宅への差し

おき文書等に排水設備工事融資あっせん制度の周知を図っておるところでご

ざいます。成果としましては、こうした取り組みにより、融資あっせん制度

の申込件数は、昨年度の１９件に対しまして今年度は２月末現在で４８件と、

大幅に増加しております。また、平成２６年度２月末の公共下水道の水洗化

率も８6.８％と、前年度末８６％を上回っておるところでございます。また、

排水設備工事融資あっせん制度の拡大についてですが、平成２５年度より供

用開始から３年以上経過した家屋につきましても、４０万円まで無利子で融

資をあっせんできるように制度を一部改正したところでございまして、今す

ぐ拡大ということは考えておりませんが、排水設備の工事の分析、今後の経

過を見ながら研究してまいりたいと思っております。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

それで、よく下水道の方とちょっと話をすると、何回も水洗化率の話も出

てきます。この水洗化率ですけれども、目標の数値設定とかそういうのは考

えておられないのですか、その辺をちょっと聞いておきたいと思いますが。  

○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

毎年、水洗化率、徴収率とかそういった目標数値を定め、頑張っていると

ころでございます。  



○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

その定めているのはいいんですけども、我々に公表というのはしてるんで

すか。何ぼまでしてるとか、今は何ぼだったかいね、８6.何ぼだかって言わ

れましたけれども、ほんなら９０にするとか、９２にするとかという数字を

私、聞いたことないんですけれども、その辺どんなですか。  

○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

毎年ホームページのほうに課の目標に取り上げて、目標数値を上げて取り

組んでいるところでございます。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

そしたら、今は何％を目標にやっておられるんですか。  

○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

ことしの目標数値は今現在ちょっと資料を持ってきておりませんので、後

から報告させていただきたいと思います。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

はい。  

○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

ことしの水洗化率の目標数値は８６％以上を目標としております。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

わかりました。私、常に、部長ですので問題意識を持って、数値の把握も



含めて、実際にはどこまで推移しているのか、この推移で本当にいいのかど

うか、その辺を判断をして、これからも取り組んでいただきたいなと、そう

いうことをちょっと要望しておきたいと思います。次に、米子市の下水道は、

整備終了まで２５年程度を要する一方で、事業開始時の施設は改築、更新の

時代を迎えております。今後の整備を進めるに当たっては、施設の改築、更

新経費を含めた将来の負担を明らかにするとともに、歳入確保の視点を持っ

た収支計画を立て、適切な経営分析を行う必要があります。米子市下水道事

業は明確な経営見通しが必要と思いますが、市長の見解をお伺いをしておき

たいと思います。  

○（松井議長） 野坂市長。  

○（野坂市長）  

下水道事業は市民生活に欠かせない社会資本でございまして、長期的に安

定した経営を持続していくためには、経営の健全性や計画性、透明性の向上

を図る必要があると考えております。今後、地方公営企業法の適用を通じて、

より綿密な経営分析を行いまして、経営見通しを明確にしてまいりたいと考

えております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、包括的民間委託について、同様の可能性があるのかどうかお伺いを

しておきたいと思います。以前に、福井市に、行政視察で勉強をしてまいり

ました。福井市では昭和３４年に下水処理を開始し、約３０年近く市直営で

運転管理をし、その後、一部の業務について仕様発注による民間委託や設備

の自動化を推進し、努めておりました。しかし、市の行財政改革により、さ

らなるコスト削減を目指すために、担当職員の減少など、管理体制の見直し

を含めて委託業務の範囲を拡大する必要が生じたことから、平成１９年度よ

り包括的民間委託を導入されておられます。包括的民間委託のメリットを最

大限に引き出せる委託方法として、全ての施設を一括で複数年の契約で実施

をしております。米子市での包括的民間委託導入の可能性についてお伺いを

しておきたいと思います。  



○（松井議長） 杉谷下水道部長。  

○（杉谷下水道部長）  

包括民間委託導入の可能性についてですが、他市におきましては、包括民

間委託によりコスト縮減に成果を上げた自治体もあるようですが、本市にお

きましては、処理場、ポンプ場の運転管理を一般財団法人生活環境公社に委

託しておりまして、一般のメンテナンス会社と比較しまして安価に委託する

ことができており、効果を上げているところでございます。今後さらなるコ

スト縮減を図るために、包括民間委託の導入について研究を続けてまいりた

いと考えております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、ことしの４月の１日から、合併処理浄化槽の補助対象範囲が拡大を

されます。対象範囲拡大の理由と、申請基数は何基ぐらいを想定されている

のかお伺いをいたします。また、申請基数が多数の場合は補正で対応される

のかお伺いをしておきたいと思います。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

合併処理浄化槽の補助対象範囲の拡大についてですが、補助対象範囲の拡

大理由については、下水道事業計画区域であっても、当分の間、整備が見込

めない地域、特に生活排水が中海に流入する地域におきまして排水対策の促

進を講じることによって、中海のさらなる水質浄化を図るものでございます。

補助件数は、平成２１年度の実績をもとに、平成２４年度から平成２８年度

の５カ年において合計１５０件と設定して整備をしてきており、これに今年

度の交付実績や補助対象範囲拡大等を勘案して、年間３０件程度の補助金交

付を見込んだものでございます。また、申請件数が多い場合の対応について

ですが、本事業は国費、県費及び市費を、それぞれ３分の１ずつ財源として

おりますので、国や県の予算状況に応じて対応は可能かどうか判断する必要

があると考えております。  

○（松井議長） 安田議員。  



 

○（安田議員）  

それで、この補助対象の範囲ですが、今までが５年間で１５０件というこ

とは平均２５件、これが拡大をされて、それで今度は３０件ということです

よね。５基しかふえないわけですけれども、この５基で本当にいいと思って

おられるんですか、その辺聞いておきたいと思いますが。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

平成２５年度の合併処理浄化槽の補助対象ケースというのが２５件の見込

みとなっておりまして、来年度３０件ということですので、５件程度ふやす

という考えですので、現在のところ、その拡大分が５基ふえることによって

対応できるんじゃないかというふうに考えております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

そういうふうに答弁されますけれども、実際に私は５件では済まないんじ

ゃないかなというふうに思うわけですよね。実際に７年以降でしたかいね、

７年以降にまだ接続できないよ、７年までは接続できないよというのが、あ

る面ではそこも範囲に入るわけでありまして、そうした場合には、早目に家

を建てたいとか、増築をしたいとか、そういうようなことでされるわけです

ね。そういうことを考えた場合に、そしたら３０件を超えた場合にはどうい

うふうにされるんですか、その辺を聞いておきたいと思いますが。  

○（松井議長） 山田環境政策局長。  

○（山田環境政策局長）  

現在のところ、３０件程度で対応が可能というふうには思っておりますが、

今後その基数がふえるということであれば、それについて対応をちょっと考

えたいというふうに思います。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  



ちょっと市長に聞いておきたいと思うんですけれども、実際に３分の１ず

つの補助ということですので、国とか県とか市ですよね、国はなかなか難し

いということもあると思います、県はそれなりに補正でも対応をしていただ

けるんじゃないかと思うんですが、その辺、１戸、仮に家が建った場合には

相当な税金も入ってくるわけでありますし、ある面では米子市の景気ってい

うんですか、相当潤うと私は思うわけです。そういう面で先行投資みたいな

形でも、米子市がその分、国の分を負担するとか、県は別にしてでも、そう

いうような形ででも、基数がもし申請がたくさんあるようだったら対応すべ

きだと私は思うんですけれども、市長の見解をちょっと聞いておきたいと思

います。  

○（松井議長） 野坂市長。  

○（野坂市長）  

先ほど部長が答弁させていただきましたように、今までの傾向から見て、

今までの傾向よりも若干ふやしているわけでございますので、これでいける

んじゃないかという予測を立ててつくった３０件としているところでござい

ます。議員もおっしゃいましたように、これ３分の１ずつの補助でございま

すんで、市だけでできるもんじゃありませんので、当然のことですけれども、

国とか県とか相談をさせていただきたいと思っております。また、事情によ

っては次年度にやってもらうとか、そういうような対応もできる部分もある

んじゃないかというふうに思っております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

状況を見ながら、また対応していただきたいなと思います。次に、中学校

給食の実施についてお伺いをしたいと思います。  

 代表質問で、課題と、それから進捗状況についてはお聞きをいたしました。

第２学校給食センター新設、弓ヶ浜共同調理場改修、中学校配膳室設置、単

独調理場改修などの施設を平成２５年度に実施設計を行い、平成２６年度に

建設工事、単独調理場仮設工事を実施し、安心・安全な学校給食を提供して

いくという基本理念のもと、着実に実施してくるようにお願いをしたいと、



こういうふうに思います。米子市中学校給食事業実施計画書を見させていた

だきました。米子市立米子養護学校の配膳室の検討は完了しているのかお伺

いをしておきたいと思います。  

○（松井議長） 平木教育委員会事務局長。  

○（平木教育委員会事務局長）  

米子養護学校の配膳方法についてでございますが、御指摘のように、中学

校給食事業の実施計画書におきましては、米子養護学校の配膳方法について

は別途検討するという旨の記載をしておりました。それは、米子養護学校の

場合、一般の小中学校に比べまして提供食数が少ないためでございますが、

その後、学校とも協議いたしまして、既存の家庭科調理室の一部を改修し、

ランチルームを設置いたしまして、そこで配膳をするということにいたして

おります。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、食物アレルギー対応の実施については、専用の調理スペースや設備

等の確保、専任の調理員の配置、誤配食や誤調理といったリスク管理、対応

する原因物質の品目や症状の程度などをどのように設定するのかなど、数多

くの課題を解決する必要があります。現在、全市において鶏卵、乳の除去食

または代替食によるアレルギー対応を実施しております。今後の対応として、

さらなる拡大を検討しておられるのかお伺いをしておきたいと思います。  

○（松井議長） 北尾教育長。  

○（北尾教育長）  

食物アレルギー対応につきましては、鶏卵と乳製品の対応食を実施してお

りますほか、学校給食ではもう当初から使用しない品目として、従来からソ

バを使用しておりませんでした。それに加えまして、症状が重症になりやす

いピーナッツ、それから果物の中でも発症の一番多いキウイフルーツを使用

しない品目として新たに追加したところでございます。本市では、今年度か

ら食物アレルギー対応食を実施したばかりであり、また今後、中学校給食に

おきましても同様の対応を行う計画でございますので、対応品目のさらなる



拡大につきましては今後の課題であるというぐあいに考えております。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

次に、実施計画書によれば、運営体制の効率化から見て、平成３０年まで

の給食配送体制、給食人員見込みの検討はされておられます。それ以降の児

童数の変化によっては、児童数の一番少ない淀江共同調理場などは廃止も検

討すべきと思いますが、見解をお伺いをしておきたいと思います。  

○（松井議長） 北尾教育長。  

○（北尾教育長）  

淀江調理場についてでございますが、淀江調理場の配送校であります淀江

小学校、淀江中学校の推計児童生徒数は増加傾向にありますので、現時点で

は廃止を検討する考えはございません。なお、今後の共同調理場のあり方に

つきましては、児童生徒数の推移に応じ、配送校を再編する必要が生じた場

合に検討することになるというぐあいに考えております。  

○（松井議長） 安田議員。  

 

○（安田議員）  

次に、給食食器についてお伺いをしておきたいと思います。第２学校給食

センターでは、使用する食器についてはトレー方式としています。理由とし

て、かごごと食器洗浄機でトレー方式とした場合は、従前と比較すると食器

洗浄にかかる作業人件費を削減することが可能となり、調理業務委託料の削

減が図られるなど有利とお聞きをいたしました。また、食器の材質について

は、ＰＥＮ樹脂食器を採用されました。今後、既存の調理場で使用する食器

についても、調理業務委託料の削減が図られるトレー方式、ＰＥＮ樹脂食器

への変更を早急に実施検討すべきですが、見解をお伺いをしておきたいと思

います。  

○（松井議長） 北尾教育長。  

○（北尾教育長）  

既存の調理場で使用しております食器についてでございますが、仮称であ



りますが、第２学校給食センターで使用する食器につきましてはトレー方式、

ＰＥＮ樹脂食器というのを予定して今進めております。これに変更しますた

めには、現在の使用しておりますセンター、それから共同調理場等の食器洗

浄機の変更等が必要になってまいります。今後の各調理場の施設改修等に合

わせて検討していくことになるというぐあいに考えております。  

○（松井議長） 安田議員。 

  

○（安田議員）  

次に、施設白書についてお伺いをしておきたいと思います。時間がありま

せんので要望になるとは思いますが、以前に本市の保有する公共施設につい

ては、平成２５年４月１日現在で４０１施設、総延べ床面積は約５１万6,０

００平方メートル、市民１人当たりの延べ床面積は3.４平米でございます。

したがいまして、この数値を前提に本市の公共施設の更新費用を試算いたし

ますと、今後４０年間に必要な更新費用は2,１５５億円、年間で５４億円の

費用が必要との試算でございます。このような大金っていうですか、年間に

５４億円の費用は捻出することができませんので、米子市インフラ長寿命化

計画の中で早急に検討をお願いをしておきたいと思います。それから、公会

堂については、数値目標を掲げながら今後しっかりと取り組んでいただいて、

利用率のアップをお願いをしたいと思います。  

 以上で終わります。  

 

○（松井議長） 以上で本日の日程は終了いたしました。  

 お諮りいたします。本日はこれをもって散会し、明８日及び９日は休会と

し、１０日午前１０時から会議を開きたいと思います。これに御異議はあり

ませんか。  

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○（松井議長） 御異議なしと認め、そのように決定いたします。  

 本日はこれをもって散会いたします。 

 

 


