
午後３時２０分  再開  

○伊藤 副議 長  休憩前 に引 き続 き会議 を開 き、 市政一 般に 対す る

質問を続行いたします。  

 次に、安田議員。  

〔安田議員質問席へ〕  

○安田議 員  私 は、平成 ２９年 米子市議 会１２ 月定例会 に当た り、

大要２ 点に 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。  

 最初 に、 公民 館の課 題に つい てお伺 いを いた します 。米 子市 の

公民館 は社 会教 育法に 規定 され ている 社会 教育 施設と して の役 割

を基本 に、 地域 コミュ ニテ ィ活 動の拠 点施 設と して、 さら には 市

役所各 課の 取り 次ぎ窓 口業 務も 実施し てい るな ど、多 面的 な機 能

を有す る地 域に おける 総合 施設 であり ます 。し たがっ て、 業務 の

種類も 多岐 にわ たるた め、 職員 にはさ まざ まな 対応力 が求 めら れ

ます。 現在 、公 民館が 実施 をし ている 事務 は、 社会教 育法 第２ ２

条に定め る事務 、地域活 動団体 関係事務 、市役 所等行政 関係事 務、

施設管 理運 営事 務、そ の他 まだ あると 思い ます が、仕 事量 など ど

のように 認識さ れている のか教 育長の見 解をお 伺いをい たしま す。  

○伊藤副議長  北尾教育長。  

○北尾 教育 長  公民館 での 業務 量をど のよ うに 認識し てい るか と

いうお 尋ね でご ざいま す。 公民 館では 今、 御説 明いた だき まし た

ように 、生 涯学 習関係 講座 、こ れは社 会教 育法 にのっ とっ てや っ

ている わけ でご ざいま すが 、こ れの実 施を 初め 、地区 の各 種団 体

に関す る事 務、 一部の 館を 除い て戸籍 、住 民票 等の取 り次 ぎ及 び

交付に関 する事 務等を行 ってお ります。 御指摘 されまし たよう に、



その業 務内 容は 多岐に わた って おりま すこ とや 、その ほか 地区 独

自の行 事等 も実 施して おり ます 。です ので 、公 民館に よっ て多 い

少ない とか 一律 には言 えな いと 思って おり ます が、多 い館 では か

なりの量であるというぐあいに認識しております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  そ こで、 ちょ っと 市長に も聞 いて おきた いと 思い ま

すけれ ども 、市 長も就 任し て７ カ月が たち まし た。公 民館 の運 営

とか、 それ から 業務量 、仕 事量 につい て把 握さ れてる と思 いま す

ので、 今の 公民 館の仕 事量 につ いての 見解 をお 伺いを して おき た

いと思います。  

○伊藤副議長  伊木市長。  

○伊木 市長  私 も就任 以来 、さ まざま な機 会を 捉えま して 公民 館

には伺 って いる ところ でご ざい ます。 先ほ ど教 育長の ほう から も

答弁が ござ いま したけ れど も、 非常に 地区 によ ってバ ラエ ティ ー

に富む 活動 をさ れてい ると いう 印象が ござ いま す。た だ一 概に は

言えな いと ころ ではあ りま すけ ど も、 概し てあ えて言 いま すと 、

それぞ れの 公民 館がか なり 手い っぱい な状 況に あると いう こと も

重々承 知し てお ります 。そ して その中 身も 、先 ほど、 今申 し上 げ

ました よう に、 いろん なも う多 岐にわ たる 仕事 をこな して おら れ

る、そのような状況を私も認識をしているところでございます。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  次 に、平 成２ ８年 度決算 に係 る総 務文教 分科 会の 指

摘事項 で米 子市 の将来 と市 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 に公 民館 運

営につ いて 指摘 をされ てお りま す。確 認さ せて いただ き ま すと 、



公民館 運営 につ いては 、公 民館 は地域 住民 のさ まざま な活 動に お

いて重 要な 拠点 施設で ある 。し かしな がら 、現 状は社 会教 育法 に

基づく 生涯 学習 以外に 自治 会活 動のほ か、 多く の地域 住民 生活 に

必要な 活動 が行 われて いる 実態 から、 住民 が公 民館職 員に 求め て

いる職務 内容に 対し、現 行の人 的配置が 応え切 れない状 況にあ る。

地域コ ミュ ニテ ィの拠 点施 設で ある公 民館 の今 後のあ り方 を見 据

え、公 民館 のあ るべき 姿の 再構 築につ なが るよ う、職 員の 職務 内

容の精 査と 人的 配置に つい て検 討され たい とい う内容 であ りま し

た。現 在ま での 検討状 況に つい てお伺 いを して おきた いと 思い ま

す。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  職 務内容 の精 査と 人的配 置に つい て

の検討 状況 につ いてで ござ いま すが、 公民 館で 行って おり ます 事

務は、 いず れも 地区の 団体 や住 民の方 々に とり まして も身 近で 重

要なも ので ある という こと から 、各地 区の 実態 を考慮 しな がら 精

査する 必要 があ ると考 えて おり ます。 人的 配置 につき まし ては 、

特に淀 江公 民館 の大和 分館 及び 宇田川 分館 にお きまし ては 、勤 務

シフト の関 係か ら一人 勤務 とな ること が多 々ご ざいま して 、住 民

サービス の観点 からも課 題があ るという ふう に 認識して おりま す。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  今 、大和 分館 と宇 田川分 館に つい ては課 題が ある と

認識し てお られ るのは よく わか るんで すけ れど も、そ した らど う

したら いい のか という こと なん ですよ ね、 問題 は。そ れで 、淀 江

は単位自 治会は たしか４ ７ぐら いでした か、あ ったと思 うんで す。

一つの 自治 連合 会とい う形 をと ってお った んで すけれ ども 、こ の



たび３ つに 分割 をして 運営 をさ れると いう 中に あって 、団 体に よ

っては 一つ の事 務を中 央公 民館 でやっ てる とこ ろもあ るみ たい な

んです けれ ども 、いず れは その 連合自 治会 が３ つに分 かれ ると い

うこと にな ると 、その よう な団 体的な もの も事 務が分 散し てく る

と。そ した ら仕 事量も ふえ ると いうよ うな こと もある と思 うん で

す。そ うい うこ とを考 えた 場合 には、 この 大和 、宇田 川に 関し て

も、そ れな りの 対応が 求め られ ると、 こう 思う んです けれ ども 、

その辺の考え方について聞いておきたいと思います。  

○伊藤副議長  北尾教育長。  

○北尾 教育 長  今、御 指摘 があ りまし たよ うに 、淀江 地区 にお い

て自治 連合 会の 枠組み を３ 地区 に分け てと いう お話も うか がっ て

おりま す。 そこ の事務 分担 、先 ほど御 指摘 があ ったよ うに 、中 央

公民館 でや って ること を３ つ に 分ける がい いの か、あ るい は、 ど

ういう 効率 化が 図れる のか とい う視点 で早 急に 検討す る必 要が あ

るというぐあいに思っております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  早 急に検 討し てい ただい て、 機構 改革の とき には 反

映をしていただきたいなと、こう思っておるところです。  

 それ から 、も う１点 です けれ ども、 ２年 間の 残業実 績を 見さ せ

ていた だき まし た。公 民館 によ っては 、先 ほど 教育長 が言 われ た

ように 、多 いと ころが あっ たり 、少な いと ころ があっ たり 、そ の

ような ばら つき がある わけ です けれど も、 多い ところ では 半年 で

１００ 時間 以上 残業 が あっ たり 、全く ない とこ ろがあ った りす る

わけで あり ます 。もう 一度 お聞 きしま すけ れど も、で きる とこ ろ

からこ の事 務の 取り扱 い的 なも のもや っぱ り縮 小して いく とい う



か、統 一し てい くとい うこ とも 大事だ ろう と思 います けれ ども 、

その辺はどのように考えておられますか。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎教 育委員 会事務局 長  時 間外勤務 につい てでござ います が、

御指摘 のと おり 、各地 区に より まして 納涼 祭で あった り、 運動 会

であっ たり 、公 民館祭 であ った り、そ うい った イベン ト等 の準 備

による もの が大 半であ ると いう ふうに 認識 して おりま す。 それ ぞ

れ各地区 によっ て行事の あり方 、やり方 等が違 っており ますの で、

その点 で各 公民 館ごと で時 間外 のばら つき が出 ている とい う状 況

がある とい うふ うに考 えて おり ます。 これ は公 民館の 職務 、事 務

の内容 につ いて もそう なん です が、そ うい った 地域の 状況 をよ く

考慮し なが ら精 査して いく 必要 がある とい うふ うに考 えて おり ま

すので 、一 律的 にこう いう やり 方でと いう のが ふさわ しい のか ど

うかも含めまして検討していきたいと考えております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田議 員  そ れと、次 に、公 民館の所 管課は 生涯学習 課であ り、

社会教 育 関 係に ついて の指 導助 言は実 施を でき ておる わけ であ り

ますけ れど も、 公民館 の役 割と されて いる 地域 コミュ ニテ ィ活 動

の拠点 施設 の部 分に関 して は、 所管課 では 十分 に支援 でき る状 況

になっ てい ない 状況が あり ます 。また 、団 体の 自立に 向け た支 援

や公民 館と 団体 とのか かわ りの あり方 につ いて 、市と して の明 確

な方針 がな いた め、団 体や 公民 館職員 から も明 確化を 求め る意 見

が出て いる とこ ろであ りま すが 、今後 どの よう に対応 され るの か

お伺いをしておきたいと思います。  

○伊藤副議長  大江企画部長。  



○大江 企画 部長  地域 コミ ュニ ティ活 動の 点か ら、企 画 部 のほ う

で答弁 させ てい ただき ます 。公 民館で は、 生涯 学習関 係講 座の 実

施を初 め、 各自 治連合 会及 び地 区社会 福祉 協議 会に関 する 事務 を

執行し てい ただ いてお りま して 、地域 と深 くか かわっ てい ただ い

ており ます 。た だ、そ のか かわ り方に つい ては 、各地 区に おけ る

諸団体 の活 動状 況等が 異な って おりま すの で、 なかな か一 律明 確

な対応方針というのは定めてないのが実情でございます。  

 議員 御指 摘の とおり 、非 常に この点 は重 要な 課題と 認識 して お

りまし て、 来年 ４月の 機構 改正 におい て、 将来 の公民 館を 初め と

する地 域コ ミュ ニティ のあ り方 につい て総 合的 に 議論 して いく 体

制をつくりたいと考えているところでございます。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  そ こでち ょっ と副 市長に 聞い てお きたい と思 いま す

けれど も、 副市 長は、 教育 行政 も長か った りと いうこ とで 経験 豊

かだと 、こ うい うふう に思 って おるん です けれ ども、 今の 米子 市

の形態 、教 育委 員会で 所管 を持 って、 それ から 地域の こと もや り

ながらと いう形 でのこの 形態と いうのは どのよ うな認識 という か、

見解を 持っ てお られる のか 、そ の辺を 聞い てお きたい なと 思い ま

す。  

○伊藤副議長  伊澤副市長。  

○伊澤 副市 長  お尋ね にお 答え したい と思 い ま す。正 直に 言い ま

すけど 、県 には 公民館 とい う機 関はな いも んで すから 、米 子市 に

来て、 もち ろん 住民と して 公民 館に触 れて いく 場面は ある わけ で

ありま すけ ど、 仕事で 公民 館に 触れる 機会 とい うのは 、正 直言 っ

てなか った わけ であり ます が、 米子市 に来 まし てから 、公 民館 の



皆さん方とも少しだけですけども話ししたこともあります。  

 確か に地 域の 生涯学 習の 拠点 という だけ じゃ なくて 、地 域に あ

る最も 身近 な行 政機能 とい いま しょう か、 こう いった 部分 を担 っ

ていた だい てい る。組 織上 も、 議員御 案内 のと おり、 いわ ゆる 市

長部局 の仕 事を 補助執 行す ると いう 形 でや って いただ いて おり ま

す。一 つの スタ イルと いい まし ょうか 、や り方 なんだ ろう なと い

うふう に思 いま す。住 民サ ービ スを充 実し てい くやり 方の 一つ な

んだろうと思います。  

 ただ 、今 御質 問があ って ると おり、 その 部分 につい ての 考え 方

なりや り方 の整 理が地 域の 実情 によっ てな かな か一律 とい うの は

難しい とい う状 況があ るか らか もしれ ませ んが 、これ まで なか な

か十分 整理 し切 れてこ れな かっ たとい うの は、 私もそ うな んだ ろ

うなというふうに思います。  

 先ほ ど大 江企 画部長 のほ うか らもお 答え しま したと おり 、そ う

いった 課題 意識 を市長 ある いは 私 も持 って おり ますの で、 この 問

題に向 けて 、少 し時間 がか かる 部分は ある かも しれま せん けど 、

しっか り議 論で きる体 制を つく りたい と、 この ように 思っ てお り

ます。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田議員  済みません、急に振りまして。  

 次に 、公 民館 によっ て、 また 団体に よっ て、 公民館 職員 が実 施

をして いる 事務 の内容 や範 囲が 異なっ てお り、 例えば 会計 処理 の

み実施 して いる 公民館 や団 体も あれば 、資 料作 成から 事務 全般 を

職員が 担っ てい るとこ ろも あり ます。 あわ せて 、事務 や会 計処 理

につい ても 、例 えば作 成す る資 料の様 式や 予算 費目の 構成 、支 出



等に係 る決 裁の 有無な ど、 取り 扱いが それ ぞれ の公民 館や 団体 で

異なって おり、 そのこと が職員 の負担に もなっ ておりま す。ま た、

公民館 が事 務を 実施し ない 団体 につい ては 、活 動状況 に関 する 情

報を持 って いな いこと が多 く、 今後、 地域 と行 政が連 携を 進め る

上で検 討が 必要 となり ます 。公 民館職 員が どの ように 事務 執行 す

べきか 、市 とし て統一 的か つ具 体的な 取り 組み が求め られ てい る

と思いますが、見解をお伺いをしておきたいと思います。  

○伊藤副議長  大江企画部長。  

○大江 企画 部長  ただ いま 御指 摘いた だい た点 も非常 に検 討す べ

き課題 と考 えて おりま す 。 一般 的なル ール とい うのは 、当 然統 一

していく べきで すが、や はり地 区の実情 もござ います。 ですか ら、

公民館 によ って はここ まで で済 んでお る公 民館 もあれ ば、 ここ ま

でしと んな るか という よう なと ころも あっ たり して、 その 実態 を

踏まえた中で新体制の中で考えていきたいと思っております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  次 に、地 域の 各団 体はい ずれ も全 地区一 律設 置で あ

ること 、事 業も 前年踏 襲が 多い ことな どか ら、 団体、 公民 館と 市

関係課 との つな がりも 希薄 化し ており 、中 には 文書の やり とり の

みで完 結し てい る例も あり ます 。また 、提 出書 類も複 雑な もの も

あり、 一定 程度 の簡素 化も 求め られて おり ます 。あわ せて 補助 金

が少な いこ とや 、活動 実態 に合 わせた 運用 も制 限され てい るこ と

も多く 、地 域の 実情に 合っ た柔 軟かつ 有効 な運 用が可 能と なる よ

う改善 すべ きと 思いま すが 、所 見をお 伺い をし ておき たい と思 い

ます。  

○伊藤副議長  大江企画部長。  



○大江 企画 部長  公民 館は 、各 課と地 域団 体と の窓口 的な 役割 も

果たし てお りま して、 業務 内容 は多岐 にわ たっ ており ます 。全 般

的に適 正な 上で 簡素化 が図 れる ような 改善 方法 を探っ てま いり ま

すとと もに 、や はり補 助金 なん かのこ とが 関係 します と、 どう し

てもい ろん な行 事が積 み重 なっ ていっ てい ると いう実 態も あろ う

かと思 いま すの で、そ の辺 の行 事の改 廃な ども 含め、 その 辺も 一

緒に考えていきたいと思っております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  次 に、職 員の 処遇 につい てお 伺い をして おき たい と

思いま す。 現在 、主任 主事 は６ ０歳で 退職 し、 さらに 勤め を希 望

される 方は 主事 となっ て勤 務を される 実態 が散 見され ます が、 せ

めて６ ５歳 まで は、異 動が あっ たとし ても 主任 主事と して 経験 豊

かな実 力を 発揮 され、 地域 に貢 献され るべ きと 思いま すが 、所 見

をお伺いをしておきたいと思います。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  主 任主事 の関 係で ござい ます が、 現

在の主 任主 事の 雇用制 度に つき まして は、 若年 化する 傾向 があ る

採用及 び職 員の 年齢構 成に 合わ せまし て、 主任 主事職 の上 限を 満

６０歳 とす るこ とで若 年層 の主 任主事 への 登用 を促進 する こと を

目的に 市の 常勤 職員で あり ます とか、 非常 勤職 員の例 であ りま す

とか、近 隣他市 の公民館 職員の 雇用制度 等を参 考にいた しまし て、

平成２６ 年７月 に見直し たもの でござい ます。 それで、 今年度 末、

初めて この 新制 度に該 当す る者 が出て まい りま す。こ の制 度変 更

の効果 等に つき まして は、 こう いった 効果 を検 証した 上で 検討 し

てまいりたいと考えております。  



○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  そ れで、 私思 うん ですけ れど も、 実際に この 主任 主

事とい うの は試 験を受 けて 通っ て、そ れで 主任 主事に なる わけ で

す。そ れで ６５ になっ たら 主事 に戻る から 試験 を受け ない とい う

ような こと もち らっと 聞い たこ とがあ るの です けれど も、 その よ

うな認識というのは持っておられるんですか。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  現 在の雇 用の 中で さまざ まな 主任 主

事の方 もい らっ しゃる わけ です けど、 なか なか 主任に なり たく な

いという 、主事 のままで いたい という方 もいら っしゃい ますの で、

できる だけ そう いう方 が意 欲を 持って 働い てい ただけ る環 境を つ

くると いう のは 大事だ とい うふ うに思 って おり ますし 、ま た６ ０

歳で該 当さ れる 方も続 けて 働い ていた だけ るよ うな環 境を つく る

こともあわせて検討していきたいと考えております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  そ れでは 、ち ょっ と検討 して いた だきた いと 思う の

が、今 は試 験を 受けて 主任 主事 になる んで すけ れども 、市 役所 の

人事み たい な形 で、と にか くそ の職 員 の中 で、 あなた は主 事に な

ってく ださ いと いうよ うな 任命 的なそ うい うよ うな感 じの 制度 に

変える とい うこ とは難 しい んで すかね 。そ の辺 の検討 もお 願い で

きたらと思うんですけど、どんなもんなんでしょうか。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  現 在の制 度の 中で は、ま ずそ うい っ

た力量 があ るの かどう なの か含 めて、 試験 とい う形で 判断 させ て

いただい ており ますが、 今後の いろんな 雇用制 度につき まして は、



柔軟な 対応 を含 めてそ うい った ことが ふさ わし いのか どう か含 め

て、その辺も検討してまいりたいと思います。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  次 に、公 民館 のバ リアフ リー 化の 整備状 況に つい て

は、全 館に おき まして 、玄 関外 側のス ロー プに ついて は設 置済 み

ですし 、内 側に つきま して は、 スペー スの 狭い ところ は可 動式 の

ものを 用意 して 、車椅 子等 で来 館され た際 には それを 使用 する と

いうよ うな 形で 対応し てお られ ます。 徐々 に施 設改修 が進 んで お

ります が、 既存 公民館 の建 てか え及び 多目 的ト イレ等 の設 置に つ

いての 進捗 状況 と今後 の計 画に ついて お伺 いを してお きた いと 思

います。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  公 民館の 建て かえ 及び多 目的 トイ レ

の設置 状況 につ いてで ござ いま すが、 公民 館の 建てか えに つき ま

しては 、県 道整 備に伴 いま して 、加茂 公民 館の 移転、 この 事業 を

今行っ てお りま す。あ わせ まし て、明 道公 民館 につき まし ても 検

討して いる とこ ろでご ざい ます 。他の 施設 につ きまし ては 、公 共

施設等 総合 管理 計画、 この 中で の個別 施設 計画 を策定 する 中で 検

討して まい りま す。多 目的 トイ レにつ きま して は、平 成２ ５年 度

までに 、明 道公 民館を 除き ます 全館に 整備 を行 ったと ころ でご ざ

います。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  そ の他、 ちょ っと 気にな ると ころ があり ます ので 、

ちょっ と聞 いて おきた いな と、 こう思 うん です けれど も、 補助 金

といい ます か、 委託費 とい いま すか、 各公 民館 に何十 万か 負担 と



いうん です か、 補助金 とし て出 してる わけ です けれど も、 この 補

助金と いう のは 例年一 緒な のか どうか 、そ の辺 の推移 をち ょっ と

聞いて おき たい と思い ます し、 それは 毎年 行わ れるシ ーリ ング に

はかけ てお られ るのか 、そ の辺 ちょっ と聞 いて おきた いな と思 い

ます。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  公 民館で 開催 いた します 各講 座、 ま

たは運 動会 、公 民館祭 開催 に係 る開催 委託 料に ついて の御 質問 だ

と思い ます 。こ れがシ ーリ ング にかか って るか どうか とい うこ と

でございますが、過去５年間は同じ水準で維持しております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  は い、わ かり まし た。こ うい うも のには シー リン グ

はかけ ては いけ ないな と、 私は こう思 って おり ますの で、 よろ し

くお願いしたいと思います。  

 それ から 、パ ソコン なん です けれど も、 定期 的に更 新を され て

るとこ のよ うに 思って るん です けれど も、 その 状況と それ から 全

職員に １１ ５人 でした か、 １１ ３人、 全職 員に 配置さ れて おら れ

るのかどうか、その辺聞いておきたいと思います。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  パ ソコン の配 備に ついて でご ざい ま

すが、 これ は公 民館長 を含 む全 公民館 職員 に配 置して ると ころ で

ござい ます 。更 新につ きま して は、パ ソコ ンに 搭載さ れて おり ま

す既存 ソフ トの サポー ト終 了時 期に合 わせ て実 施する こと とし て

おります。  

○伊藤副議長  安田議員。  



○安田 議員  と いうこ とは 、全 ての職 員が 仕事 量がそ れな りに 多

くなっ たと して もそれ で対 応で きると いう 体制 はでき てる とい う

ふうに認識させてもらっていいんですね。  

 次に 備品 なん ですけ れど も、 先ほど 言い まし たよう に補 助金 と

かいろ いろ ある と思い ます 。そ れから 、公 民館 の運営 の中 でそ れ

なりに 備品 費と いうの はと って るかも しれ ませ んけれ ども 、急 な

備品の 購入 が必 要にな った と、 こうい うと きに はどの よう な対 応

をされておられるのか、その辺聞いておきたいと思います。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎教 育委員 会事務局 長  備 品の購入 につい てでござ います が、

公民館 から そう いう希 望等 があ る場合 は事 務局 で対応 して おり ま

す。予 算の 部分 もござ いま すん で、急 な部 分が どうい う形 で対 応

できる のか って いうの は、 事務 局の中 でい ろい ろ工夫 をし てい る

ところでございます。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  最 後にし たい と思 います けれ ど、 公民館 から の要 望

につい てな んで すけれ ども 、そ の時々 で施 設と かいろ んな とこ ろ

がある とは 思う んです 。そ のよ うな要 望に つい ては、 どの よう な

システ ムで 教育 委員会 に入 って きてる のか 、そ の辺聞 いて おき た

いと思います。  

○伊藤副議長  岩崎教育委員会事務局長。  

○岩崎 教育 委員 会事務 局長  公 民館か らの 要望 につい てで ござ い

ますが 、公 民館 長会、 それ から 公民館 職員 で構 成いた しま す主 事

会、主 任主 事会 、これ を毎 月行 ってお りま すの で 、そ うい う会 議

の際に お聞 きす ること もご ざい ますし 、日 常的 に公民 館と 連絡 を



とって おり ます ので、 さま ざま な場面 でそ の都 度お聞 きす ると い

うのが 通常 の形 だと思 いま す。 これに 加え まし て、公 民館 連合 会

さんと いた しま して、 年一 度、 要望事 項と して 要望書 をい ただ い

て、そ れに 対す る対応 等に つき まして は、 回答 をさせ てい ただ い

ているということでございます。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  公 民館に つい てち ょっと 質問 をさ せてい ただ きま し

たけれ ども 、公 民館を 取り 巻く いろん な形 での 諸問題 とい うの は

あると 私も 認識 してお ると ころ です。 一つ 一つ の課題 に対 して 仕

事量を 減ら して くると か、 統一 をする とか 、そ れから 仕事 が３ ０

時間と かで 制約 して時 間数 なん かはや って るん ですけ れど も、 い

けなか った ら職 員をふ やす とか 、それ とも いろ んな形 でも っと も

っと仕 事が でき るよう な体 制も できら へん かな と、こ う思 って お

ります ので 、そ の辺も 勘案 しな がらし っか りと 検討し てい ただ い

て取り 組ん でい ただき たい なと 、こう 要望 して おきた いと 思い ま

す。  

 次に 、大 きな ２番目 とし て、 産業廃 棄物 の最 終処分 場に つい て

お伺いをしておきたいと思います。  

 淀江 町小 波で 建設が 計画 され ている 産業 廃棄 物管理 型最 終処 分

場につ いて は、 これま でも 何回 も議会 で質 問を させて いた だき ま

した。前回質問以降の状況等についてお伺いをいたします。  

 鳥取 県で は、 鳥取県 廃棄 物審 議会が 先月 の２ ０日に 開催 され た

とお聞 きし まし たが、 審議 会の 審議概 要と 主な 意見に つい てお 伺

いをしておきたいと思います。  

○伊藤副議長  長井市民人権部長。  



○長井 市民 人権 部長  鳥取 県廃 棄物審 議会 の審 議概要 と主 な意 見

という こと でお 尋ねが ござ いま した。 まず 、審 議概要 につ いて で

ござい ます 。審 議会で は、 県当 局から これ まで の条例 手続 の経 過

のほか 、セ ンタ ーの周 知手 続状 況、関 係住 民の 聞き取 り結 果及 び

本市か らの 意見 照会結 果の 説明 がなさ れ、 関係 住民と セン ター の

合意形 成に 係る 県の見 解が 示さ れまし た。 審議 結果は 、県 条例 第

１６条 第１ 項第 ３号に 規定 する 住民へ の周 知に 係る事 業者 の対 応

は十分 であ るが 、関係 住民 の理 解が得 られ てい ないと 認め ると き

に該当するという県の判断方針は妥当とされました。  

 主な 意見 でご ざいま すが 、セ ンター はな るべ く回答 しよ うと し

ている が、 反対 の方の 理解 を得 るのが 難し い状 況とい う印 象を 受

けた。 また 、や らなけ れば なら ないこ とを きち んとや って いる こ

とはよ くわ かる 。事業 者の 回 答 の仕方 につ いて 、正確 さを 期す た

めだと思 うが、 見解書の とおり など繰り 返しの 回答の部 分があ り、

もう少し 意見者 の気持ち に寄り 添うこと があっ てもいい 気がし た。

また、 住民 が誤 解して いる 意見 があれ ば科 学的 な根拠 に基 づい て

説明することが必要などでございます。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  次 に、廃 棄物 審議 会委員 とし て、 どのよ うな 方が 専

門委員 とし て参 加され てい るの かお伺 いを して おきた いと 思い ま

す。  

○伊藤副議長  長井市民人権部長。  

○長井 市民 人権 部長  県の 廃棄 物審議 会の 委員 の方に つい ての 御

質問で ござ いま す。専 門分 野と いたし まし て、 廃棄物 処理 につ き

まして は、 大学 の教授 等が つい ておら れま す。 また、 水環 境に つ



きまし ても 、大 学の教 授が 専門 委員と して 参加 されて おり ます 。

大気環 境に つき まして も、 大学 の教授 が参 加さ れてお りま す。 法

律につ きま して は、弁 護士 の方 が参加 され てお ります 。調 停の 分

野につ きま して は、家 裁の 家事 調停委 員が 参加 されて おり ます 。

経営の分 野につ きまして は、税 理士の方 が参加 をされて おりま す。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  次 に、事 業主 体の 鳥取県 環境 管理 事業セ ンタ ーに よ

る計画 周知 の実 施状況 報告 につ いて、 鳥取 県は 住民へ の周 知に 係

る事業 者の 対応 は十分 だが 、関 係住民 の理 解が 得られ てい ない と

する見 解案 を示 し、審 議会 は妥 当と判 断を して います 。事 業者 に

よる周 知手 続の 状況に つい て、 条例に 規定 する 周知手 続、 条例 の

規定以上 の対応 について の実施 状況を改 めてお 伺いをい たしま す。

また、 関係 住民 の理解 の状 況に ついて もお 伺い をして おき たい と

思います。  

○伊藤副議長  長井市民人権部長。  

○長井 市民 人権 部長  審議 会の 実施状 況に つい てお尋 ねが ござ い

ました。 周知の 手続状況 、関係 住民の理 解の状 況につき まして は、

県当局 から 鳥取 県廃棄 物審 議会 に見解 が示 さ れ たとこ ろで ござ い

ます。  

 まず 、条 例に 規定す る周 知手 続につ きま して は、周 知計 画書 に

基づき 、新 聞、 掲示、 ホー ムペ ージで 周知 広告 した上 で関 係自 治

会の公 民館 等の １６カ 所で 事業 計画書 を縦 覧し 、７回 の説 明会 が

実施さ れま した 。各説 明会 では 、事業 計画 を説 明の上 、質 疑応 答

が実施 され まし た。関 係住 民か ら提出 され た意 見書に 対し て見 解

書を作 成し 、意 見者に 文書 回答 したほ か、 新聞 広告、 ホー ムペ ー



ジで周 知し 、関 係自治 会の 公民 館等の １６ カ所 で縦覧 が実 施さ れ

ました。  

 条例 の規 定以 上の対 応に つい てでご ざい ます 。条例 手続 開始 前

の段階 の任 意 の 手続と して 、関 係自治 会に 対し 事前説 明会 が開 催

されて おり ます 。提出 され た意 見書の うち 、条 例で規 定さ れて い

る生活 環境 保全 上の見 地か らの 事業計 画に つい ての意 見以 外に つ

いても事業者の見解を作成し、縦覧が実施されております。  

 意見 書提 出者 から見 解書 に対 する再 意見 を受 け付け 、提 出さ れ

た再意 見書 に対 し再見 解書 を作 成し、 意見 者に 回答し たほ か、 見

解書と 同様 に周 知した 上で 縦覧 が実施 され てお ります 。実 施状 況

報告書を 提出後 、再見解 書に対 するさら なる意 見書の提 出があ り、

これらの意見に対しても文書で回答をされております。  

 関係 住 民 の理 解の状 況に つい てでご ざい ます 。関係 ６自 治会 の

うち４ 自治 会は 、セン ター の事 業計画 につ いて 理解が 得ら れた と

認めら れ、 残り の２自 治会 につ いては 理解 が得 られた とは 認め ら

れないと されて おります 。居住 者、事業 者及び 農業者に ついて は、

意見書 の提 出者 を含め 、セ ンタ ーの事 業計 画に ついて 理解 が得 ら

れたと 認め られ ており ます 。水 利権者 のう ち意 見書、 再意 見書 の

提出者 につ いて は、セ ンタ ーの 事業計 画に つい て理解 が得 られ た

とは認められておりません。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  廃 棄物審 議会 の意 見を踏 まえ 、手 続条例 第１ ６条 第

１項第 ３号 に該 当する とし た判 断結果 を米 子市 に通知 をい たし ま

した。 廃棄 物処 理設置 手続 条例 の現在 の状 況と 今後の 流れ につ い

てスケジュールの確認をさせていただきます。  



○伊藤副議長  長井市民人権部長。  

○長井 市民 人権 部長  条例 手続 の現在 の状 況と 今後の 流れ につ い

てとい うこ との お尋ね でご ざい ます。 鳥取 県は 、条例 第１ ６条 第

１項の規 定に基 づき、関 係住民 の合意形 成につ いて審査 した結 果、

同項第 ３号 に規 定する 住民 への 周知に 係る 事業 者の対 応は 十分 で

あるが 、関 係住 民の理 解が 得ら れてい ない と認 めると きに 該当 す

るもの と判 断さ れ、平 成２ ９ 年 １１月 ２４ 日付 で関係 自治 体で あ

る本市 や事 業主 体等に 判断 結果 を通知 する とと もに、 １１ 月３ ０

日から 関係 自治 会の公 民館 等の １５カ 所で 掲示 するな どの 周知 が

行われ てお りま す。今 後、 事業 主体ま たは 関係 住民は 、意 見調 整

申出書 を１ ２月 ２０日 まで に鳥 取県へ 提出 する ことに より 、条 例

第１７ 条第 １項 に規定 する 意見 の調整 を申 し出 ること がで きる と

されております。  

 なお 、鳥 取県 におか れま して は、本 市の 意見 を受け 、地 元で の

合意形 成を 丁寧 に進め るた め、 新たな 専門 家委 員会を 設置 する 方

針であると知事が答弁されております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  今 後は鳥 取県 環境 管理事 業セ ンタ ーや住 民か ら要 請

があれ ば意 見調 整をす ると いう ことで 、そ の意 見調整 に時 間が か

かると理解していいのかお伺いをしておきたいと思います。  

○伊藤副議長  長井市民人権部長。  

○長井 市民 人権 部長  意見 調整 の時間 につ いて という お尋 ねで ご

ざいま す。 意見 調整は 、鳥 取県 が主催 する 会議 におい て、 セン タ

ーと関 係住 民双 方の主 張内 容の 理解の 促進 を図 られる もの でご ざ

います 。会 議の 日程調 整等 にあ る程度 時間 が必 要であ ると 考え ら



れますが 、具体 的なスケ ジュー ルはうか がって おりませ ん。ま た、

新たな 専門 家委 員会は 、遅 くと も来年 ２月 まで に発足 させ る予 定

とうかがっております。  

○伊藤副議長  安田議員。  

○安田 議員  産 廃処分 場に 関し ても質 問さ せて いただ きま した け

れども 、も う少 しまだ 時間 がか かるの かな と、 こう思 って おり ま

す。議 会の ほう からも 地元 関係 者等も 含め て丁 寧に説 明を して い

ただき たい とい う旨の 要望 書を 出した とこ ろで ありま すの で、 今

後は米 子市 も一 緒にな って 、理 解をし てい ただ けるよ うに 取り 扱

ってい ただ きた いなと 思っ て質 問を終 わり ます 。以上 で終 わり ま

す。  

 


