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〔安田議員質問席へ〕 

○  安田議員 

おはようございます。平成２７年米子市議会３ 月定例会に当たりまして、

公明党を代表して、市政の各般にわたり市民の目線に立って質問をいたしま

すので、市長を初め教育長、さらには関係部長の明快な御答弁をお願いをい

たします。代表質問も最終日となり、同じような質問もございますが、再質

問、関連質問の関係もありますので御理解をいただきたいと思います。公明

党は、変化する社会情勢に対応し、今いる地域の課題を解決するためにも、

国と地方の結びつきをより強め、国会議員と地方議員のネットワークを駆使

し、地域の課題解決に全力を挙げてまいります。これからも生命尊厳、人間

主義を貫く党として、また生活者の立場に立って提案型の質問に引き続き全

力で取り組んでまいります。 

１ 点目に、総務・企画部関係についてお伺いをいたします。最初に、公共施

設長寿命化計画についてお伺いをいたします。現在、我が国において、公共

施設等の老朽化対策が大きな課題となっています。それらの施設の多くが昭

和４０年代から５０年代に建設されたものであり、今後迎える人口減少社会

により、公共施設の利用需要の変化に伴って公共施設の全体の状況把握を行

い、長期的なビジョンを持って更新、統廃合、維持管理を計画的に行うこと

が必要となってきます。米子市においても、厳しい財政状況の中でこれらを

実行することにより、財政負担の軽減化、標準化が可能になることと思われ

ます。現在、当市が保有する施設は、昨年３月に作成された米子市公共施設

白書によると、施設数４１８、延べ床面積５５万２８4.２平方メートルであ

ります。 

また、同白書によると、今後の施設の建てかえ、改修にかかるコスト試算

は今後４０年間で約2,１５４億円、年額約５４億円が単純計算で必要となり

ます。この試算では、当然今までどおりに施設を維持することは不可能とな

ります。米子市では、２０１６年までに公共施設等のあり方に関する基本的

な方針となる米子市インフラ長寿命化計画を策定することとなっていますが、



その基本的な考え方と進捗状況についてお伺いをいたします。 

次に、市税・国民健康保険料の徴収対策についてお伺いをいたします。市

税・国民健康保険料の徴収については、自主財源の確保を図る意味でも重要

なことであります。また、徴収率は県内でもトップクラスでありますが、こ

こ数年の徴収率は微増、または横ばい状態です。市税に関しては、平成２３

年度９8.５２％、平成２４年度９8.６８％、平成２５年度９8.９２％、国民

健康保険料については、平成２３年度９1.１０％、平成２４年度９1.６３％、

平成２５年度９1.７７％となっています。昨年実施された市税の口座振り込

み促進キャンペーンでは、新規口座振替者が4,４６７人となり、大きな成果

が見られましたが、今後のより一層の徴収率向上について、市長の考えをお

伺いいたします。 

次に、防災対策・防災無線のデジタル化についてお伺いをいたします。未

曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生から間もなく４年を迎えます。

世間では震災の記憶も風化が懸念されています。米子市においても、地震、

津波などの災害に対する予防と、災害が発生した場合の応急対策や復旧対策

について定めた米子市地域防災計画が昨年１０月に修正されました。今回の

修正点として、市民への情報伝達体制の整備について、障がい者・外国人等

への配慮について、地域において避難行動要支援者名簿の作成など、より細

部にわたる対策が追加されたことについては評価できると思います。しかし、

最も大切な防災対策は、自助力の向上及び防災教育ではないかと思います。

特に東日本大震災での岩手県釜石市では、学校管理下にあった小中学生から

１人の犠牲者も出さず、釜石の奇跡と注目された、長年続けられてきた教育

が災害に強い人間をつくり、みずからの命を守る力を育んだ例であります。

こうした行政や教育機関、住民などが連携した取り組みについて、米子市で

はどのように認識しておられるのかお伺いをいたします。また、住民への防

災時の情報提供として重大な責務を担う防災無線のデジタル化について、そ

の配備計画と費用についてお伺いをいたします。 

次に、米子市地域防災計画についてお伺いをいたします。国の災害対策基

本法の一部改正により、安否情報の提供、被災者台帳の作成、地域防災計画

指定緊急避難場所の指定、指定避難所の指定等、住民等に対する周知のため



の措置、避難行動要支援者名簿が、平成２６年４月１日に施行となりました。

これらの一部改正に伴い、本市でも米子市地域防災計画について、今回修正

された事項を踏まえ、その主な内容と安心・安全なまちづくりに資するさら

なる取り組みについて、また原子力災害対策についての進捗状況と今後の取

り組みについて、市長の方針をお伺いをいたします。 

次に、市民の足であります公共交通事業、バス事業の今後についてお伺い

をいたします。地域の公共交通に関しては、だんだんバス、どんぐりコロコ

ロの利用促進だけでなく、路線バス及びＪＲ等も含めた地域公共交通のネッ

トワークの構築による生活路線の維持・確保が必要と認識しております。米

子市では、鳥取県西部圏域の交通の拠点となっておりますので、路線バスは

半数以上が広域路線として近隣市町村にも運行しております。公共交通によ

る生活路線の維持・確保のためには、広域での調整が必要なことから、現在

は鳥取県生活交通確保に関する地域協議会に参画し、県が策定する生活交通

ネットワーク計画に基づき、県と連携し取り組んでおられますが、現在の検

討状況と、来年度、利用率向上対策等をどのようにされるのかお伺いをいた

します。 

次に、婚活サポート事業についてお伺いをいたします。本市においても、

未婚・晩婚化対策、若者定住対策の一環として、平成２４年度から婚活サポ

ート事業を実施しております。未婚、晩婚化の進展は、人口減少や少子化の

要因の１つと考えておりますので、国や県の動向を見つつ、今後も考えてい

かなければならない分野であると思っております。婚活支援を少子化対策の

効果的な取り組みの１ つと位置づけ、支援策を推進されていますが、今年度

の事業状況と効果について、また来年度の取り組みについてお伺いをいたし

ます。 

次に、自治会加入率の促進についてお伺いをいたします。自治会の加入率

が低下している昨今、自治会においては加入促進活動を展開されていますが、

努力のかいもなく、自治会の加入率は改善されていません。平成２５年に、

自治会加入促進に特化した、自治会加入促進の手引を、米子市自治連合会と

協力して作成し、各単位の自治会長に配布されましたが、直近の自治会加入

率と自治会の加入促進支援の状況及び効果についてお伺いをいたします。 



次に、防災士の育成についてお伺いをいたします。防災士とは、社会のさ

まざまな場で防災・減災の活動を推進するため、防災の十分な意識、知識、

技能を有するものとして、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認定した人たちです。

その役割は大きく分けて３つあり、１つ、災害時の公的支援が到着するまで

の被害の拡大の軽減、２つ、災害発生時の被災者支援の活動、３つ、平常時

の防災意識の啓発、自助・共助活動の訓練です。 

平成２７年１月現在、登録されている防災士は全国で８万8,２９１名です。

しかし、鳥取県はわずか３２８名で、沖縄県に次ぐ少なさであります。自治

体の防災担当者も、地域で防災活動に積極的にかかわっていただけることを

期待していますという声が多く、防災士の活躍が期待される場面が確実に広

がっています。そこで、米子市では何人の防災士がおられるのかお伺いをい

たします。また、今後、地域防災力強化のかなめと期待される防災士の資格

取得者の増加を米子市でも推進し、自主防災組織の強化とともに、市民一人

一人の防災意識の向上に役立てていくことができるのではないのかと思って

いますが、市長のお考えをお伺いをいたします。 

 

２点目に、福祉保健部・市民生活部関係についてお伺いをいたします。 

最初に、健康診断の受診率向上についてお伺いをいたします。第２次米子

市総合計画で、市の将来像、生活充実都市・米子のまちづくりの基本方向で

ある市民一人一人の健康づくり推進は、本市の大きな柱の一つであります。

この重要な事業として、米子市健康増進事業が健康診査及び各がん検診を市

内９６の医療機関で行われています。平成２５年度の受診状況による受診率

は、全体で２9.７％ でした。平成２６年度の受診率目標と受診率実績、年間

７ 回のみ行われているがん検診の休日受診の状況についてお伺いをいたし

ます。また、今後、健康長寿への視点がさらに強くなるものと感じます。健

康診断の受診率向上への取り組みの状況と今後の対策をお願いをいたします。 

次に、前議会でも質問をいたしました認知症対策についてお伺いをいたし

ます。認知症の早期発見や適切な診断、治療ができる医療体制の強化も不可

欠であります。国の認知症対策でも、その柱の一つは、認知症の発症初期か

ら専門職による支援チームが高齢者宅を訪問し、初期病状を把握することで



す。米子市は、認知症予防の取り組みの一つとして、生活支援アンケートや

タッチパネル式物忘れ診断プログラムを相談業務や地域での集まりなどに活

用をいたしまして、早期に発見、早期に適切な医療機関へつなぐ取り組みを

行っています。また、認知症サポーター養成講座の開催や地域健康講座など

を通じて、認知症に対する正しい知識の普及啓発を図っており、養成講座を

受講されたサポーターの方が、地域や職域で認知症の人への見守り活動など

を通じて認知症の方のサポートを行っていますが、今年度の検証と来年度の

取り組みについてお伺いをいたします。 

次に、高齢者対策についてお伺いをいたします。昨年の９ 月議会において

矢田貝議員が質問をいたしました、介護予防、日常生活支援についての答弁

では、移行後の介護予防、日常生活支援総合事業につきましては、事業主体

により類型化し、それに合わせた基準等を定めることになります。移行時に

は事業者によるサービス提供が中心となることが想定されますが、地域住民

主体のボランティア活動、Ｎ Ｐ Ｏ 法人等の育成も必要になってくると考え

ております。また、現在行っております介護予防サービスや、活用できる国・

県の施策も引き続き取り入れてまいりたいと考えておりますとのことでした

が、来年度の新たな施策についてお伺いをいたします。また、今年度からス

タートいたしました介護支援ボランティア制度によりまして、元気な高齢者

の皆様に地域のボランティアとして活躍していただいていると思いますが、

成果と課題についてお伺いをいたします。 

次に、ふれあいの里の駐車場についてお伺いをいたします。米子市福祉保

健総合センターふれあいの里は、市民の福祉及び保健の総合的推進並びに民

間福祉活動の促進を図るために設置された施設であります。駐車場について

ですが、駐車場が少ない、不足しているということで、駐車場の拡大を希望

する市民の声が届いています。駐車場の整備費が来年度予算に計上されてい

ますが、概要についてお伺いをいたします。 

次に、保健師の増員についてお伺いをいたします。各地方公共団体におい

ては、住民に対し、効果的かつ質の高い保健福祉サービスを提供するため、

計画的かつ継続的な保健師の確保に努めるとともに、中長期的な視点に立っ

た保健師の人員配置計画を策定することが必要と考えます。昨年３月議会、



市長は保健師の増員について、業務量や仕事の仕方など勘案し、全体の職員

数を見ながら考えていく必要があると述べられましたが、現在の保健師の業

務量や仕事の仕方について市長の御見解をお伺いをいたします。本市の福祉

行政について保健師の役割を明確にし、職員保健師が担う業務と、臨時の保

健師や看護師が担える業務を整理することで、福祉部門のキーパーソンとし

ての保健師増員の算定根拠と効果を明らかにできるのではないかと思います。

また、多種多様な住民ニーズや新たな健康課題に対し、効果的かつ的確に対

応するため、保健師の育成・配置を計画的に行うべきだと思います。個別分

野に専門能力を有した保健師の育成は、事務部門との両輪で、暮らしやすい

米子市を目指す中、切れ目のない支援の力になり得ますし、各部に配置され

た保健師を統括する統括保健師を置くことで、横の連携も生まれ、災害時な

どでは特に保健師など専門の力が必要なとき、保健師の緊急時の動きに通じ

ると考えます。人口減少に対応し、本市組織のスリム化などを考えればこそ、

多様な業務に対応できる保健師の計画的な増員・配置を検討される考えはな

いのか市長の見解をお伺いをいたします。 

次に、生活保護と就労支援についてお伺いをいたします。生活保護制度は、

生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康

で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的

とした制度であります。我が国における生活保護受給者は、平成２６年４月

時点で２１５万9,８４７人であり、受給世帯数も１６０万２４１世帯と高い

水準で推移をしています。現行の生活保護法の特徴は、生活保護制度を憲法

第２５ 条の生存権に基づく制度として、国民は一定の要件を満たせば保護を

受ける権利を有するものとし、不服申し立て制度を設け、この権利の行使を

担保としたことにあります。最近の受給世帯数の増加は、景気後退に伴い雇

用が減少するとともに、失業者や雇用保険に加入しない非正規雇用の労働者

等が増加する中で、失業後、そのまま生活保護に陥るといったケースが増加

をしていることや、高齢化と単身世帯の増加に伴い、無年金、低年金等の低

所得高齢者が生活保護に陥るケースが増加しているといったこと等が一般的

に主たる要因として言われています。そこで、本市の生活保護の受給者数と、

そのうち就労見込みのある者とない者、また、ない者のうちの高齢者の割合



の推移についてお伺いをいたします。次に、小児医療費助成制度についてお

伺いをいたします。 

公明党は今まで市民へのアンケート調査、署名運動などを実施し、議会で

の質問を通し、子どもの医療費助成の対象年齢の拡充を図ってまいりました。

平成２３年４月より、入院・通院とも中学校卒業まで拡充してまいりました。

２月１９日の新聞報道によりますと、鳥取県の平井伸治知事は１８日の県議

会本会議で、少子化対策の一環として小学校入学前の第３子以降の保育料を

完全無料化したい意向を示しました。現在も第３子以降の保育料は３分の１ 

に軽減され、３人以上の子どもが同時に保育所へ通う場合は、国の制度で３ 

人目以降が無料になるが、市町村が賛同すれば、どんな場合でも保育者負担

をゼロにするという内容であります。また、平井知事は、現在は中学校卒業

までとしている小児医療費助成制度を高校卒業までに拡充する意向も示した

との報道であります。４月の県知事選の選挙公約に盛り込む方針だそうです

が、県下の医療費助成を統一するとの観点もあり、第３子以降の保育料及び、

高校卒業までに拡充することについての市長の見解をお伺いをいたします。 

次に、なかよし学級についてお伺いをいたします。平成２７年４月からの

子ども・子育て支援新制度における、放課後児童クラブとしてのなかよし学

級の新年度から新たな取り組みが開始となります。新年度からは、入級対象

が６ 年生までとなり、保護者のニーズと、各なかよし学級の受け入れについ

て、市内で大きく変化するものと予想されます。全国では昨年も、そして先

日も、児童が放課後に巻き込まれる事件が多発しております。このような社

会情勢の中、なかよし学級を初めとする放課後学童クラブの存在は、今後、

大きな役割を担うものと考えます。 

そこで、新年度からのなかよし学級の運営の状況と待機児童の状況及び待機

児童解消への対策についての方針をお伺いをいたします。 

 

３ 点目に経済部関係についてお伺いをいたします。最初に、ＵＩＪターン対

策についてお伺いをいたします。東京一極集中、少子高齢化の進展により、

地方の生産年齢人口の減少が深刻な問題になる中、安倍政権の打ち出した政

策、地方創生は、若い世代がみずから希望を持って地方で仕事をし、結婚、



出産、子育てができる環境の整備を進めるというものであります。当市にお

かれましても、２月補正予算、平成２７年度予算と、地方創生を目指した予

算が打ち出されました。特にＵＩＪターン対策については、地方に人を呼び

戻す魅力的な施策が必要となりますが、市長の見解をお伺いをいたします。 

次に、観光事業・観光スポットについてお伺いをいたします。当市におけ

る観光スポットといえば、皆生温泉、コハクチョウの南限地、水鳥公園、古

代ロマンの夢がはせる妻木晩田遺跡などが上げられます。自然豊かな山陰の

地、米子市に多くの観光客が国内外から訪れてくれることを期待するわけで

すが、残念ながら米子皆生温泉周辺の観光客入り込み客数は、年々減少傾向

にあります。そこで、今後の米子市の観光戦略についてお伺いをいたします。 

次に、農業振興についてお伺いをいたします。農業は米子市の基幹産業で

あるわけですが、慢性的な担い手不足は否めません。米子市を初め鳥取県で

は、ＵＩＪターンの若者の受け皿として就農環境の整備を進め、新規就農を

する若者を呼び込んでいますが、加齢による離農者が上回り、農家人口は減

少をしています。新規就農者をふやすために、もうかる農業モデルをつくる

必要があります。そのためには、地域ブランドをつくる必要があるのではな

いかと思います。市長の見解をお伺いをいたします。 

次に、６ 次産業化についてお伺いをいたします。農業の６ 次産業化につ

いては、全国的に進められ、一般的になってきました。みずから生産した農

作物を加工し、付加価値をつけ販売をすることにより所得向上を行う。米子

市においても挑戦されている農業者も多々見られるようになりました。 

さて、平成２７年度予算には、６ 次産業化推進事業として、1,３８３万4,

０００円が計上されていますが、その件数と内容についてお伺いをいたしま

す。 

次に、耕作放棄地についてお伺いをいたします。耕作放棄地は、周辺農地

への悪影響が大きく、病害虫・鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設の

管理への支障等が考えられます。また、地域で中心となって農業を担う経営 

者への農地集積の阻害要因ともなっています。米子市においては、ここ数年、

ＪＡ、農業委員会など関係機関の努力によって解消が図られているとのこと

ですが、平成２５年時点の耕作放棄地は１５１ヘクタールと、依然と広大な



面積です。特に弓浜部を中心に耕作放棄地が多く見受けられます。今後の米

子市の取り組みについてお伺いをいたします。 

 

４点目に、教育委員会関係についてお伺いをいたします。 

最初に、中学校給食についてお伺いをいたします。いよいよ４月から中学

校給食が始まります。第二給食センターも稼働し始めますので、まず、各給

食センターのアレルギー対策について、確認の意味でお伺いをいたします。

アレルギー食材の対応をとる生徒児童の把握状況と、保護者への食材・献立

の連携方法、食材の仕入れ、料理、配食、配膳等で、いずれのアレルゲンに

対し、どのような対策をとるのかお伺いをいたします。 

次に、万一にもアレルギー症状があらわれた場合の学校での対応策につい

て、また児童生徒のアレルギー情報の共有はどのようにされているのかお伺

いをいたします。アレルギー対応食をとる児童生徒が嫌な思いをしない配慮

や、食育指導の中で食物アレルギーについて教育すべきと考えますが、当局

のお考えをお伺いをいたします。 

次に、米子市民体育館の今後の方針についてお伺いをいたします。米子市

民体育館は、昭和４４年の建設から経年４５年となり、米子市公共施設白書

では、米子市民体育館は住吉体育館及び加茂体育館とともに、平成２７年度

までに耐震診断の実施が必要と付記されています。同白書によれば、平成２ 

４年度に市民体育館の利用人数が大幅に増加しておりますが、市内には同様

規模の体育施設は点在しております。今後、人口減少を迎えた本市にとって、

体育施設の集約化は避けられない現実であると感じます。そこで、米子市民

体育館の耐震診断の進捗状況と、今後の基本的考え方をお伺いをいたします。 

次に、特別支援学級についてお伺いをいたします。個別の支援により生活

の困難さを軽減できると考えられる児童生徒は、小中学校の特別支援学級の

在籍者以外にも、支援が必要であると言われる子どもの中の約４割が、何ら

支援を受けていないと考えられています。２７年度以降の本市の特別支援教

育の体制について、本市独自の支援拡充が必要と思いますが、教育長の見解

をお伺いをいたします。 

また、長期計画での取り組みが大きな成果となると確信いたしますが、見



解をお伺いをいたします。 

次に、２６年度、本市の特別支援学級に在籍した児童生徒数と通級に通わ

れた児童生徒数をお伺いをいたします。 

次に、障がいのある子どもたちの生活支援・就学支援についてお伺いをい

たします。本市各部局が、肢体不自由な方、知的障がいのある方、自閉症や

情緒の障がいのある方など、家庭支援も含め、早くに適切な支援に結びつけ

ようと努力しておられます。しかし、未就学期間から小中学生の在学期間は

１５年、その間、保護者が子どもを支えることを支援できたとしても、当事

者が就学期間を終え保護者も年を重ねてくると、子どもを守りたいという気

持ちだけで、障がいのある人を一生支え続けることが難しくなります。そう

した意味で、一つの支援のポイントが、就学期間を終えた後の生活支援・就

業支援等に上げられると考えます。そこで、社会から孤立せず、長い人生を

安心して米子市で暮らしていただくために、本市の担当部局を超えた、さら

には官民間の既存のつながりを生かした、切れ目のない福祉の仕組みづくり

が必要だと考えますが、本市のお考えをお伺いをいたします。 

次に、防災教育についてお伺いをいたします。1,０００年に１ 度の超巨大

津波に襲われた東日本大震災から、ことしで４年です。海岸近くで大きな揺

れを感じたときは、津波が来るから肉親にも構わず、各自てんでんばらばら

に一刻も早く高台に逃げて自分の命を守れという、津波てんでんこの教訓に

基づき、片田敏孝群馬大学教授の指導で、津波からの避難訓練を８年間続け

てきた岩手県釜石市内の小中学校では、全児童生徒約3,０００人が即座に避

難し、生存率９9.８％というすばらしい成果を上げて、釜石の奇跡と呼ばれ

ていますが、この防災教育から学ぶべきことがあると思いますが、見解をお

伺いをいたします。 

また、本市の防災教育の現状をお伺いをいたします。 

次に、がん教育についてお伺いをいたします。日本人の２人に１人ががん

になると言われています。がんの治療には長期間に及ぶことが多く、治療を

継続しながら通常生活を営むことができる社会づくりを急がなければなりま

せん。近い将来、社会の中心的な形成者となる子どもたちの意識変革が、健

診の受診率の向上や、がんの早期発見につながると考えます。ひいては、食



生活習慣についての学習が多くの病気予防に通じるとの考えからお伺いをい

たします。さまざまな角度で行われている、命と向き合う学習の一環として、

がんを知り、命の大切さを学ぶ特別授業を取り入れるべきだと考えますが、

本市のお考えをお伺いをいたします。 

次に、各種大会の参加に係る支援についてお伺いをいたします。２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて機運が盛り上がる中、本市

のスポーツ振興への支援策の充実も期待するところであります。小学校、中

学校における大会参加に係る費用の支援は、どのような考えのもとで行われ

ているのかお伺いをいたします。また、文化芸術振興への支援の考えもお伺

いをいたします。小中学生だけでなく、高校生や大学生、社会人の活躍につ

いて、本市出身者への応援や支援は、どのような基準で、どこが中心に行っ

ているのかお伺いをいたします。 

次に、生涯学習についてお伺いをいたします。現在、公民館は週末には閉

館しますので、申請により使用できることになっています。ふだんも夕方に

は閉館し、夜も申請により使用できます。いずれも職員は不在で、中心者の

どなたかが使用責任者として鍵も管理し使用する状況です。少子高齢化が進

み、共働き世帯やひとり親世帯もふえる今こそ、世代を超えた地域の結びつ

きが大切になっており、また土曜授業の話題も大きく取り上げる中、子ども

たちを地域で支える１つの単位として、公民館の役割もますます大切になる

と思います。本市独自の公民館のあり方について検討していくべきと思いま

すが、見解をお伺いをいたします。 

次に、増改築に伴う学校予算の増額についてお伺いをいたします。毎年、

本市の各学校に配分される学校予算について、配分の基準と、支出、増築、

改築に伴う備品購入に係る費用や、その管理計画は、どこが行っているのか

お伺いをいたします。また、地域の皆様の善意で学校備品の寄贈や環境整備

がなされることは大変ありがたいことですが、その規模や方法について、現

状についてお伺いをいたします。 

 

５点目に建設部・水道局関係についてお伺いをいたします。最初に、米子

駅南北一体化事業及び駅周辺開発についてお伺いをいたします。先日、ＪＲ 



米子駅の南北一体化整備事業の第３回協議会が、鳥取県と米子市、ＪＲ西日

本米子支社の間で開催され、平成３０年度工事着手を想定しての第４段階に

わたる施工計画が示されました。その後の進捗状況や、今後の予定や課題に

ついて、また駅周辺のあり方に対する基本的な開発の考え方についてお伺い

をいたします。 

次に、営繕部門の創設についてお伺いをいたします。平成２６年３月、本

市における学校、公民館、庁舎等の公共施設を対象に、基礎資料として米子

市公共施設白書が作成され、今後は、その公共施設白書から得られたデータ

等を参考に、米子市インフラ長寿命化計画を策定することとなっております。

調布市では、調布市公共建設物維持保全計画を策定され、明確な方針を立案

し、計画に基づき維持保全を行われています。その計画に大きく寄与してい

たのが、同市の営繕部門の一元化による維持保全手法です。そこで、米子市

インフラ長寿命化計画を策定するに当たり、本市の営繕部門を一元化し、効

率的手法で今後のインフラ長寿命化への備えを図るべきではないかと考えま

すが、市長のお考えをお伺いをいたします。 

次に、市営住宅の今後のあり方についてお伺いをいたします。市営五千石

住宅建替事業が、平成２７年２月に完了となりました。平成２３年に作成さ

れた地域住宅計画、２期米子市地域の住宅事情では、平成１５年の住宅・土

地統計調査をもとに、住宅総数６万1,４９０戸、空き家戸数は9,４３０戸で

１ 5.３％、建築着工動向では借家の建設戸数は全体の約半数、４8.８％を占

め、その増加が目立っています。また、核家族化の進展やライフスタイルの

多様化とともに、少子高齢化の進展に伴う高齢者単独世帯が今後さらに増加

することが予想されるとあります。市営青木住宅の老朽化に伴う方向性とと

もに、今後、より顕著となる高齢者単独世帯の増加に対応する高齢者向け住

宅や、障がい者向け住宅に対する考え方、また現状の市営住宅の高齢入居者

の上階から１階への住みかえ対応、空き家対策としての民間住宅借り上げな

ど、市営住宅の今後のあり方についてお伺いをいたします。 

次に、危険家屋の対策についてお伺いをいたします。米子市空き家等の適

正管理に関する条例が平成２５年４月１日から施行され、空き家等の適正な

管理について、その所有者等の責務と市が講じる措置を定め、安全で安心な



市民生活の確保のために、空き家等に対して積極的に調査し、助言、指導、

勧告、命令ができることとなりました。しかし、条例の施行から２年になり

ますが、市内では祇園町や車尾を初め、倒壊寸前の危険家屋を一層見かける

ようになっております。危険家屋の対策についての現状と今後の具体的な対

応をお伺いをいたします。 

 

６点目に、環境政策局関係についてお伺いをいたします。 

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。７月議会に

おいて、質問議論では、地元の意見・要望があった追加調査を実施している

ということです。産業廃棄物管理型最終処分場の整備において、鳥取県環境

管理事業センターが実施している福井水源地への影響調査結果等について、

地元自治会に説明されています。そこで、調査結果の概要と結論についてお

伺いをいたします。また、その結論への専門家の意見についてお伺いをいた

します。 

次に、ヌカカ対策についてお伺いをいたします。昨年の７月議会質問によ

り、ヌカカによる被害状況の調査が始まり、その調査結果が先ほど市民福祉

委員会で報告がありました。ヌカカの分布範囲も広がり、アンケート調査に

協力していただいた方の６割以上が被害に遭っているという深刻さが浮き彫

りになりました。少なくとも１０年以上前から被害を受けている住民が多く

存在していることが判明し、対応のおくれを感じられますが、この点につい

てどのように認識しておられるのかお伺いをいたします。 

 

７点目に下水道部関係についてお伺いをいたします。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、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。下水道事業は、昭和４



５年に事業を開始いたしており、今後においては、ライフサイクルコスト縮

減の観点から長寿命化対策を含めた計画的な改築工事を推進していくわけで

すが、現在でも下水道事業の認可区域にも入っていない区域もあります。今

後の事業展開について見解をお伺いをいたします。 

以上で私の質問は終わりますが、後ほど再質問をさせていただきますとと

もに、同僚議員から関連質問をさせていただきます。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

安田議員の公明党議員団の代表質問にお答えを申し上げます。 

まず、本市のインフラ長寿命化計画についてでございますが、公共施設、道

路・橋りょう等の老朽化の状況、将来的な利用見込み及び本市の財政状況な

どを踏まえた上で、国の指針に基づき、今後の公共施設等の維持、更新、統

廃合、長寿命化など、総合的かつ計画的な管理に関する計画を策定していき

たいと考えております。 

計画策定の進捗状況につきましては、昨年１月に米子市インフラ長寿命化

計画策定本部を設置して以降、本部会議等を開催し、検討を重ねているとこ

ろでございますが、現段階におきましては、平成２７年度中の策定を目指し

て、公共施設等に係る諸課題を整理し、今後の公共施設等のあり方、管理運

営方法などについて総合的に検討しているところでございます。 

次に、税・料等の徴収率の向上に係る取り組みについてでございますが、

私を本部長といたします滞納整理対策本部において、各種税・料に係る収納

状況等の進捗管理の徹底を図るとともに、それぞれの部署において、休日、

夜間における納付相談、滞納者への早期接触を含めた滞納対策、職員による

夜間の一斉電話催告、厳正な滞納処分の実施と不良債権の処理等の取り組み

を進める等、全庁的な収納率向上の取り組みを実施してきたところでござい

ます。その結果、本市の税・料の徴収率につきましては、順調に向上してい

るものと認識しております。今後の取り組みにつきましては、引き続き全庁

的な収納率向上の取り組みを進めるとともに、主要な税・料については、新

たな徴収率の目標を設定した上で、口座振替の一層の推進、コンビニ収納等



の新たな収納方法の導入等の取り組みを推進することにより、さらなる徴収

率の向上に努めてまいりたいと考えております。 

次に、防災対策についてでございますが、自助・共助を基本とする市民の

防災意識の向上は、地域防災力を向上させるための重要課題であることから、

自主防災組織や公民館が地域ごとに実施する訓練、説明会、研修会等へ積極

的に出かけ、防災に関する啓発活動を実施しているところでございます。 

今後におきましても、自主防災組織等のほか、教育委員会や小中学校とも連

携しながら、各種防災訓練や防災説明会等を通して、子どもから高齢者まで

防災意識の向上に努めてまいりたいと考えております。 

次に、防災無線のデジタル化についてでございますが、現在の進捗といた

しましては、昨年度に基礎調査となる基本設計を行い、本年度におきまして

は電波伝搬調査を含む実施設計を行うとともに、各省庁との補助金等の協議

を進め、全体計画をまとめる段階に来たところでございます。本工事につき

ましては、平成２８年度からの複数年数での施工を検討しており、平成２７

年度は本工事に向けた地元調整を行うこととしております。概算費用につき

ましては、現在のところ１５億円程度を見込んでおります。 

次に、米子市地域防災計画についてでございますが、昨年１０月に改正し

ました米子市地域防災計画の主な改正内容につきましては、避難行動要支援

者名簿作成の義務化、安否情報の提供、福祉避難所の開設・運営、津波災害

に係る避難勧告等の発出基準や対象地域の明確化、特別警報に係る配備体制

などの修正を行ったところでございます。また、原子力災害対策編につきま

しては、法改正や国から示される新たな知見、さらには原子力防災訓練等で

の成果・課題をもとに、鳥取県、境港市と連携しながら、昨年３月に見直し

を行ったところでございます。いずれにいたしましても、防災・減災対策に

つきましては、地域防災計画に基づき、危機管理体制の強化を図るとともに、

市民の安心・安全を第一とし、地域との連携も強化しながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

次に、公共交通事業についてでございますが、米子市は鳥取県西部圏域の

交通の拠点であることから、広域での調整も必要であると考えておりまして、

西部圏域の総合的な公共交通網形成・再編について、県の生活交通ネットワ



ーク計画を軸に、県と協議を始めているところでございます。また、利用率

向上に向けた施策としましては、本年度は広報、チラシ配布等、情報発信に

よる利用促進策に取り組んだところでございますが、来年度は、だんだんバ

ス及びどんぐりコロコロにつきまして、定期券の発売及び路線バス定期券保

有者の運賃割引を実施することで、利用促進を図りたいと考えております。 

次に、婚活サポート事業の取り組みについてでございますが、今年度は中

海・宍道湖・大山圏域の市町村等と共同で、米子市内と松江市内で婚活イベ

ントを開催いたしまして、両会場合わせて２１０人の方に御参加いただき、

合計２２組のカップルが誕生いたしました。来年度も引き続き圏域の構成市

町村等と連携し、広域的な婚活イベントを開催することとしております。 

次に、自治会加入率についてでございますが、平成２６年５月現在の自治

会加入率は６4.３％でございます。加入率の向上に向けた取り組みにつきま

しては、米子市自治連合会と一緒に自治会加入促進の手引を作成し、各自治

会加入勧奨に役立てていただいておりますほか、市の窓口や成人式等での啓

発チラシの配布、市役所ロビーでの自治会加入相談窓口の開設などを実施し

ております。また、今年度より米子市ホームページに米子市自治連合会事務

局のページを新設し、自治会加入を促進するための啓発文書の掲載を始めた

ところでございます。効果につきましては、残念ながら目立ったところはご

ざいませんが、今後も市役所各部局、各窓口での有効な自治会加入勧奨の方

法、自治会加入したくなるような魅力ある自治会の研究など、自治会加入促

進を支援していきたいと考えております。 

次に、防災士についてでございますが、米子市内の防災士の数につきまし

ては、ＮＰＯ法人日本防災士機構に伺ったところ、平成２７年１月末現在で

５６人の登録があるとのことでございます。防災士の資格取得を推進しては

どうかとのお尋ねでございますが、防災に関する十分な意識、知識、技能を

有する防災士を育成することは、地域の防災に大きな役割を担う自主防災組

織の強化育成にもつながるものと考えられることから、地域防災リーダーの

育成の一環としてニーズの把握等も行いながら、先進地の事例等も参考に、

地域防災力の向上のためのよりよい方策を研究してまいりたいと考えており

ます。 



次に、平成２６年度の健康診査等の受診率目標と受診率実績でございます

が、平成２５年度の特定健康診査、後期高齢者健康診査、米子市健康診査を

合計した受診率は２9.７％でございましたが、平成２６年度の目標値といた

しましては、特定健康診査に関しては国が目標としています６０％を、がん

検診につきましては同じく国が目標としている５０％としております。受診

率の実績でございますが、平成２６年度は概数で、特定健康診査が３0 .５％、

胃がん検診が２8.５％、大腸がん検診が２8.９％、肺がん検診が２0.７％、

子宮がん検診が３4 .０％、乳がん検診が２9 .４％と見込んでおります。が

ん検診の休日検診の状況でございますが、鳥取県保健事業団に委託し、休日

や祝日に集団検診方式で実施しております。平成２６年度の実績といたしま

しては、胃がん検診が３回で１３４人、肺がん検診が１回で１７４人、乳が

ん検診が７回で１８５人に受診していただいたところでございます。受診率

向上への取り組みの状況と今後の対策でございますが、現在、あらゆる広報

媒体を活用し啓発するとともに、地区保健推進員、食生活改善推進員による

きめ細かな声かけをお願いしているところでございます。また、節目年齢の

方に健診手帳と無料クーポン券を送付し、受診勧奨に取り組んでおります。

今後の対策といたしましては、関係各機関や患者会とも連携を深め、啓発活

動にさらに取り組むとともに、生活習慣病やがんに関する知識の普及に努め、

受診率向上を目指してまいります。 

次に、認知症施策についてでございますが、認知症サポーター養成講座に

つきましては、本年度受講者の見込みは1,８００名となっており、来年度も

サポーター養成を継続するとともに、認知症サポーターの中から希望者を募

って認知症サポートリーダーをふやし、認知症サポーター養成講座開催支援

等を通じて、さらに地域で活動していただくこととしております。加えて、

ごみ分別カレンダーへの啓発基準の掲載を新たに始めるなど、認知症への正

しい理解の普及啓発に努めていくこととしております。また、認知症カフェ

につきましては、事業所独自に開設しておられたものに加え、今年度から本

市事業により新たに認知症カフェ３カ所を開設し、来年度はもう１カ所ふや

す予定でございます。 

次に、早期発見、早期対応のためのタッチパネル式物忘れ相談プログラム



や生活支援アンケート等の活用により、本年度は３０人程度の方が専門医療

機関の受診につながる見込みとなっており、今後も認知症の早期発見、早期

対応のさらなる推進を図ってまいります。来年度の介護予防に関する新たな

施策についてでございますが、買い物支援型介護予防事業といたしまして、

買い物や外出が困難になっている方に対して、運動指導と買い物支援を組み

合わせた事業を行うことで、高齢者の方の地域活動への参加・体力向上と、

買い物による介護予防効果を促していきたいと考えております。また、本年

度からスタートしました介護支援ボランティア制度につきましては、現在、

５２名の方が登録され、地域の施設でボランティア活動を行っておられます。

今後の課題としましては、登録者をふやしていくとともに、ボランティアの

方に長く活動を継続していただくことと考えております。さらには、介護支

援ボランティアにとどまらず、地域での支え合い活動等への広がりも期待し

ております。 

次に、ふれあいの里駐車場の整備概要についてでございますが、正面玄関

から向かって左側の公園のうち、緑地を除く部分を平面駐車場として拡張整

備し、敷地正面出入り口とシルバー人材センター裏出入り口にカーゲートを

設置し、無断駐車や通り抜け車両を排除し、ふれあいの里利用者の駐車利便

を図ることとしております。あわせて、正面進入路市道の歩道部分を改修し、

車両のすれ違いが円滑になるよう計画いたしております。 

次に、保健師の業務量や仕事の仕方についてでございますが、保健業務を

行う上では、専門的業務と同時に相当量の事務が発生するため、保健師本来

の専門的業務をできる限り純化し、事務的要素は一般事務職員が引き受けら

れるよう、ここ２年間で事務改善を図ってまいっております。また、最近特

に増加しております予防接種に係る事務につきましては、非常勤職員を計画

的に配置し、対応を図りつつあるところでございます。保健師の計画的な増

員配置についてでございますが、先ほど申し上げましたような事務改善をさ

らに進めていく中で、増員についての必要性を勘案してまいりたいと考えて

おります。次に、生活保護受給者数と就労に関する推移についてでございま

すが、各年とも４月１日の状況でございますが、生活保護受給者数は平成２ 

４年1,８８４人、平成２５年1,９７３人、平成２６年1,９９６人でございま



す。平成２４年の就労見込みのある者は３０６人、ない者は1,５７８人、平

成２５年の就労見込みのある人は３２５人、ない人は1,６４８人、平成２６

年の就労見込みのある人は２９９人、ない人は1,６９７人でございます。就

労見込みのない人のうち、高齢者の割合は、平成２４年が４9 .３％、平成２

５年が５1.２％、平成２６年が５3.３％と微増傾向にございます。 

次に、第３子以降の保育料の無償化についてでございますが、県が６月議

会に向けて検討されている制度の詳細が明らかになっておりませんので、そ

の内容を見きわめながら検討したいと考えております。 

次に、小児医療費助成制度の拡大についてでございますが、制度の詳細が

明らかになっておりませんので、今後の動向を見きわめたいと考えておりま

す。 

次に、なかよし学級の新年度からの運営についてでございますが、子ども・

子育て支援新制度により、受け入れ対象学年を小学校６年生まで拡大いたし

ますほか、開設時間を午後６時３０分まで延長するとともに、新たに新１年

生の４月１日からの受け入れ開始、さらに学校行事日及び振りかえ休業日の

開設を行うなど、子育て支援の推進を図ることとしております。 

次に、なかよし学級の待機児童の状況についてでございますが、平成２７

年度の入級申込数が1 ,０６４名、入級決定者が８４８名で、受け入れができ

なかった児童数は２１６名でございまして、前年度より９６名ふえておりま

すが、これは学年拡大による新４年生以上の申込数とほぼ同数という状況で

ございます。なお、受け入れができなかった児童の多くは、民間学童クラブ

と併願されておられますので、実際に待機となる児童は相当減るものと考え

ております。 

次に、待機児童解消への対策についてでございますが、現在、定員を超え

て申し込みのある学校は、児童数も非常に多く、余裕教室もないことから、

新たに教室を利用したなかよし学級を整備することは非常に困難でございま

すが、できる限りなかよし学級の施設整備を図りながら、新たに学童クラブ

を実施される民間施設の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、ＵＩＪターン対策についてでございますが、２月補正予算の地方創

生先行型事業の中でも、ＵＩＪターンにつながる新規事業等を予算化したと



ころでございますが、今後策定する本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略

におきましても、本市への新しい人の流れをつくる重要な施策の一つに位置

づけ、積極的に推進してまいりたいと考えております。 

次に、本市の観光戦略についてでございますが、本市は、ＪＲ路線、道路、

空路など、各種交通の要衝にして、温泉旅館が集積する皆生温泉、また駅前

にはホテルと飲食店が集積し、コンベンションセンター、文化ホールなどが

立地するといった地理的な特性がございます。こういった特性を生かし、経

済効果の高い、宿泊、飲食、輸送、交通、土産物業等を核とし、自然歴史、

伝統文化、食、温泉などの地域資源の活用と魅力アップに取り組んでまいり

ます。引き続き、鳥取県を初め、中海・宍道湖・大山圏域市長会等との広域

連携を図りながら、国内外に向けた情報の発信に努め、圏域観光の宿泊拠点

都市、北東アジアからのゲートウエーを目指し、観光産業の活性化を図って

まいります。 

また、新年度事業といたしまして、米子だ皆生温泉だ５万人誘客事業、コ

ナンのミステリーツアーなど、宿泊客誘客に向けた集中的な取り組みを実施

しますとともに、皆生温泉のグランドデザインの策定を支援する皆生温泉ま

ちあるき環境整備事業に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、農産物の地域ブランドについてでございますが、ネギにつきまして

は、ブランド名を鳥取県産白ネギに統一し、消費者や市場関係者等に認知さ

れているところでございますし、ブロッコリーにつきましては、ＪＡ鳥取西

部管内で生産されたものを大山ブロッコリーと命名し、京阪神、中京を中心

に、近年は首都圏への販路も広がっております。また、市内で生産された農

産物は、ＪＡ鳥取西部での共同販売、大規模農家等による直接販売に大きく

分類され、それぞれが有利販売を促進するためのブランド名等を決めるなど

しておられます。このため、本市といたしましては、個々の取り組みに対し

て必要な支援等を実施するとともに、新たなブランド化の御相談等がありま

したら対応してまいりたいと考えております。 

次に、６ 次産業化推進事業についてでございますが、平成２７年度予算と

しましては、農業者みずからが取り組む６次産業化推進事業として２件で６

００万円、漁業者が取り組む事業が１件で３００万円、農業者と連携する食



品加工業者が行う事業が１件で４８３万4,０００円の、合計４件で1,３８４

万4,０００円の予算を計上いたしております。 

次に、今後の耕作放棄地の取り組みについてございますが、再生しようと

する農業者の再生作業並びに営農定着に係る経費等を支援する耕作放棄地再

生利用対策事業や、農地中間管理事業等を活用し、新規就農者や新規拡大志

向農家に対する農地のあっせんに取り組むとともに、農業委員会での農地相

談、管理指導等と連携し、耕作放棄地を含めた農地の利活用に努めてまいり

たいと考えております。 

次に、障がいのある子どもたちの生活支援、就学支援についてでございま

すが、義務教育が終わり、次のステージに進む際には、これまでと生活環境

が大きく変わることから、支援が必要とされる方への個別支援は重要である

と考えております。進学あるいは就労に際しては、生活支援も含めて支援が

途切れないよう、関係部局や障がい福祉サービス提供事業者などの関係機関

と連携して継続的な支援を行っているところでございます。 

次に、米子駅南北自由通路等整備事業についてでございますが、現在、自

由通路の幅員や駅南広場の面積、概算事業費などにつきまして、最終的な検

証作業を行っているところでございます。また、鳥取県、ＪＲ西日本米子支

社、本市の三者で組織する米子駅南北自由通路等整備事業協議会におきまし

て、検証作業の内容や、米子駅ビルを含めた駅北広場の改善などについて、

協議、検討を行っているところでございます。今後も、本協議会において、

事業の推進に向けて協議、検証を行うとともに、自由通路等の予備設計、都

市計画決定、詳細設計を順次進め、工事着手を目指してまいりたいと考えて

おります。今後の課題につきましては、駅南地区の開発や米子駅ビルのあり

方などを、本協議会で協議、検討を行うことになると考えております。駅南

地区の開発につきましては、鳥取県、Ｊ Ｒ 西日本米子支社や経済界とも協

力しながら、民間事業者による開発の可能性を模索してまいりたいと考えて

おります。 

次に、営繕部門の一元化とインフラ長寿命化計画の対応についてでござい

ますが、本市の公共施設の建物・設備の営繕につきましては、下水道施設と

一部の施設を除き、建築住宅課において一元的な対応を行っているところで



ございます。米子市のインフラ長寿命化計画の対応につきましては、現在、

公共施設等の管理について総合的かつ計画的な管理ができるよう、営繕部門

も含め全庁的な体制を構築し、計画の策定作業を進めているところでござい

ます。 

次に、市営住宅の今後のあり方についてでございますが、まず、市営青木

住宅につきましては、米子市市営住宅長寿命化計画において、長寿命化改善

を年次的に実施する計画としておりますが、人口、世帯数の動向や、民間住

宅の供給動向等を勘案すると、計画の見直しの際には、目標管理戸数の圧縮

についても検討が必要と考えております。次に、高齢者・障がい者向け住宅

については、既存住宅の長寿命化改善とあわせ、スロープ、手すりの設置、

住宅内段差の解消等のバリアフリー化を進めていくよう考えております。 

次に、高齢者の住みかえについては、既に、高齢、病気等により階段昇降

が困難となった方の住みかえを実施しておりまして、引き続き、住みかえに

より御不便の解消に努めてまいるよう考えております。次に、借り上げ市営

住宅につきましては、米子市営住宅長寿命化計画において、市営住宅の目標

管理戸数の圧縮を掲げているところでございまして、借り上げ市営住宅の導

入は考えておりません。 

次に、危険家屋対策についてでございますが、条例施行後、条例の対象と

なった危険な状態の空き家を６０件把握し、そのうち市の指導により現在ま

でに１９件が解体・改善されております。今後も引き続き所有者に対し、危

険な状態の解消について助言、指導等を行ってまいりたいと考えております。

また、国においても、空き家等対策の推進に関する特別措置法が成立し、本

年５月に完全施行されることになっており、今後、詳細が明らかになり次第、

この法律に基づく対応も行ってまいりたいと考えております。 

次に、鳥取県環境管理事業センターが実施した福井水源地影響調査の結果

についてでございますが、淀江産業廃棄物最終処分場の事業計画地直下を流

れる地下水の流向調査と水質調査を実施されたものでございまして、その結

果については、本年の１月から２月にかけて、地元の６関係自治会に説明さ

れております。地下水の流向調査につきましては、事業計画地直下の地下水

は、北北東に位置する福井水源地とは異なった、北から北西の方向に流れ 



ているとされております。地下水の水質調査につきましては、事業計画地直

下の地下水と福井水源地の地下水の特徴は明らかに異なっており、それぞれ

の供給源が異なるものと考えられるとされております。結論につきましては、

地下水流向調査、地下水水質調査の結果から、事業計画地を通る地下水は福

井水源地に影響しないとされております。 

専門家の意見についてでございますが、地下水の専門家である岡山大学の

西垣教授によりますと、今回実施された調査手法・結果は、適切に立案・実

施されており、これらの調査結果を総合的に評価した上で、福井水源地に影

響する可能性は否定できると結論づけていることは妥当であるとコメントさ

れております。 

次に、ヌカカ対策についてでございますが、近年、年に数件、市民の方か

ら苦情相談があり、平成２３年度には県と合同で、河崎、夜見町、富益町で

ヌカカを捕獲して種類を調査しておりますが、３カ所全てでトクナガクロヌ

カカと確認しております。ヌカカは広範囲にわたって生息していることから、

駆除することは非常に困難であると考えており、発生時期にはホームページ、

市報で注意喚起するとともに、市民から苦情のあった土地の所有者には、適

正に管理するよう指導してきたところでございます。 

最後に、下水道事業の今後の展開についてでございますが、公共下水道は

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質

の保全に資する事業でございまして、今後とも、歳入確保体制の強化及び歳

出面でのなお一層の経営努力を続けながら事業を継続していく考えでござい

ます。 

また、長期に安定した経営を持続していくために、地方公営企業法の適用

により、事業の透明性を確保し、綿密な経営計画を策定していくこととして

おります。 

 

○ 渡辺議長 北尾教育長。 

○ 北尾教育長（ 登壇）  

安田議員の御質問にお答えいたします。 

まず、アレルギー対策が必要な児童生徒の把握、保護者への対応、アレルギ



ー対応食の提供についてでございますが、アレルギー対応が必要な児童生徒

の把握につきましては、入学時に食物アレルギー調査票により、アレルギー

の種類や給食での対応希望を調査し、把握いたします。次に、毎月、保護者

に、献立ごとに使用する食材を全て記載した資料と主要なアレルゲンについ

ての含有量を記載した資料を配布し、保護者から、アレルギー対応食を食べ

るか、アレルギー食材を除いて食べるかなどについて記入していただいたチ

ェック表を学校に提出していただきます。 

学校では、担任が提出されたチェック表を確認しながら、アレルギー対応

食の配膳を行うこととしております。このアレルギー対応の調理につきまし

ては、栄養士が調理指示書を作成し、複数の調理員が指示内容を確認しなが

ら調理を行います。でき上がったアレルギー対応食は、専用の容器に入れて

学校に配送し、学校では、受け取った対応食を配膳員が確実に担任に手渡す

こととしております。 

なお、食材の購入につきましても、製造業者に対し、アレルギー成分の有

無を確認することとしております。次に、アレルギー症状があらわれた場合

の学校での対策と児童生徒のアレルギー情報の共有についてでございますが、

万が一、アレルギー症状があらわれた場合には、症状に応じた対応が速やか

にとれるように、食物アレルギー対応マニュアルや、緊急時の対応や連絡先

などを記載した食物アレルギー個人カルテに基づいて、適切に対応できるよ

う研修を行っているところでございます。 

また、児童生徒の食物アレルギー情報の共有につきましては、食物アレル

ギー個人カルテ等を職員室など決められた場所に保管し、教職員間で情報を

共有するようにしております。次に、アレルギー対応食の影響を受ける児童

生徒への配慮についてでございますが、栄養教諭、学校栄養職員が、担任・

養護教諭と連携して、児童生徒が食物アレルギーについて正しく理解するよ

う、小学校では紙芝居などを使って指導を行っております。 

次に、米子市民体育館の今後の方針についてでございますが、耐震診断に

つきましては、平成２７年度中に実施することとしております。整備方針に

つきましては、耐震診断の結果等を踏まえ、大規模改修による施設の長寿命

化を図るのか、それとも改築するのかなどについて検討してまいりたいと考



えているところでございます。 

次に、特別支援教育の体制についてでございますが、本市におきましては、

平成１６年度よりＬＤ等専門員を配置いたしまして、各学校の特別支援体制

の推進、充実を図るために、助言や支援などを行っております。今年度も小

中学校に１名ずつＬＤ等専門員を配置しております。そのほかにも、県が任

用しますＬＤ等特別支援教育に係る非常勤講師、米子市が任用しております

学校支援員を配置しているところでございます。さらに本市におきましては、

通常学級に在籍しながら、週１時間程度、別教室で発達障がいに起因します

学習上または生活上の困難の改善に向けた指導を受ける通級指導教室を、小

学校で５教室、中学校で１教室設置しております。市独自の支援拡充及び長

期的な計画での取り組みについてでございますが、本市では特別支援にかか

わる研修を計画的に開催し、教職員のスキルアップを図っているところでご

ざいます。 

さらに、平成２２年より、学校生活の中で発達障がい等に起因します子ど

もたちの困り感への具体的な支援策が数多くまとめてある学びの支援ガイド

ブックを作成し、全教職員に配布し、活用しているところでございます。 

平成２６年度の本市の特別支援学級に在籍した児童生徒数と、通級指導教

室に通う児童生徒数についてでございますが、２月現在で、特別支援学級に

ついては、小学校５４学級に１７０名、中学校２９学級に９４名が入級して

おります。また、通級指導教室には、小学校の言葉の教室に２１名、学びの

教室に１００名、中学校の学びの教室に１９名が通っております。 

次に、岩手県釜石市の防災教育の取り組みを取り入れることについてでご

ざいますが、片田敏孝教授の想定外を生き抜く力を育む防災教育には、本市

の防災教育に取り組む上で大変参考になる部分が多くあると認識しておりま

す。本市の防災教育の現状についてでございますが、学校における防災教育

につきましては、児童生徒みずからが安全に避難するための知識、技能及び

判断力を身につけさせることを目的に、各教科、道徳、特別活動及び総合的

な学習の時間と関連を図りながら、計画的に推進しているところでございま

す。 

次に、がんに関する学習の特別授業を取り入れることについてでござい 



ますが、現在、学校では、保健の学習でがんについて取り扱っております。

がんに関する教育につきましては、現在、文部科学省でも検討会が開催され

ておりますので、今後の国の動向を見守りたいと思います。 

次に、各種大会に係る支援についてでございますが、運動部には中学校体

育連盟の主催する県大会以上の大会への派遣費、文化部につきましては中国

大会以上の大会への派遣費に対して、保護者の経費負担の軽減を目的として、

交通費、宿泊費の一部の支援を行っております。そのほか、今年度より、全

国大会に出場する小学生に対し、米子市体育協会から激励金を交付すること

といたしました。本市出身者で活躍される方々への支援につきましては、制

度基準等はございませんので決められた部署はございませんが、応援等の側

面的な支援につきましては、個別に判断することになると考えております。 

次に、夜間、休日時における公民館職員の配置についてでございますが、

現在、公民館では、館長を除き３人の公民館職員、分館では２人の公民館職

員によって、平日の８時３０分から午後５時までの間に、１人以上の職員が

事務室で業務に当たっておりますが、そのほかの夜間や土日、休日につきま

しては、公民館が事業を実施する場合を除き、事務室に職員を配置しており

ません。これは、平日の窓口業務や講座や講演会などの事業の実施に当たり、

勤務ローテーションを実施した上での配置でございますが、現在の体制では、

平日のほか、夜間、土日、休日も含め、職員を常時配置することは困難であ

ると考えております。なお、職員が不在となるときに住民の皆さんが公民館

を利用される場合には、鍵の受け渡し方法などについて御相談に乗らせてい

ただきますので、各公民館にお申し出いただきたいと思います。 

次に、子どもを地域で支える取り組みについてでございますが、市内の各

地域では、子どもの健全な成長や居場所づくりなどを目的として、青少年育

成会や子ども会、住民ボランティアなどにより、伝統行事や野外体験、世代

間交流事業、多様な体験活動、交流活動が行われております。公民館といた

しましては、これらの活動の拠点となる場所を提供するとともに、各団体等

の活動に対して必要に応じて情報提供をするなど、地域の子どもたちを守り

育てる取り組みを推進しているところでございます。次に、増改築に伴う学

校予算についてでございますが、各学校に配分する学校予算につきましては、



教育総務課において各年度に予定されている学級数、児童生徒数などを基準

に配分し、各学校が執行管理をしております。増築や改築に伴い、既存の備

品で処分すべきものが発生した場合、その処分費用につきましては、増改築

事業の予算の中で対応しております。また、増改築に伴い備品の購入が必要

になった場合、事業に必要なものにつきましては、増改築事業の予算の中で

対応しております。その際、対応が困難な場合は、学校の配分予算の中で対

応をお願いすることもございますが、学校で対応できない場合は、運営標準

経費の枠内で調整をすることといたしております。また、購入した備品の登

録、処分等の管理につきましては、財産管理の規定に基づき、各学校で行っ

ております。地域の方々からの学校備品の寄贈や環境整備等の支援につきま

しては、さまざまな形で御厚意をいただいていることは承知いたしておりま

すが、その全容については把握いたしておりません。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それでは、再質問させていただきたいと思います。 

最初に、公共施設の長寿命化計画についてお伺いをいたします。 

今後の公共インフラの将来展望については、本市の厳しい財政環境、人口減

少時代の到来等を勘案しますと、今後、全てのインフラ等を今までどおり維

持していくことは非常に困難な状況です。そのことは本市に限らず、今まさ

に全国の自治体の課題であると認識しております。このような課題に対応す

るため、本市におきまして、昨年１月１日に米子市インフラ長寿命化計画策

定本部を立ち上げ、現在、長期的な視点を持ったインフラ等の更新、統廃合、

長寿命化などの計画の策定を全庁的に推進しているとのことですが、どのよ

うな頻度で開催され、また今後の更新、統廃合の手法についてお伺いをいた

します。 

 

○ 渡辺議長 上村総務部長。 

○ 上村総務部長  



インフラ長寿命化計画の策定状況についてでございますが、本部設置以降

の会議等の開催状況につきましては、本部会議を２回、幹事会を１回、全庁

的な説明会を１回開催し、本市の公共施設・インフラ施設を取り巻く環境、

公共施設・インフラ施設に係る検討すべき課題等の検討を行っているところ

でございます。また、昨年１０月からは、国土交通省の、持続可能な国土基

盤ストックマネジメントに係る調査事業に参加いたしまして、本市の社会イ

ンフラ等の将来の維持管理費用及び更新費用の推計、それから、公共施設等

の再編のあり方等について、調査・研究しているところでございます。今後

の更新、統廃合等の手法につきましては、公共施設等を設置目的ごとに類型

化しまして、老朽化の状況、将来の利用状況、本市の財政状況等を勘案した

上で、公共施設等の更新、長寿命化、統廃合等の検討を、慎重かつ丁寧に進

めていきたいと考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

次に、市税・国民健康保険料の徴収体制についてお 

伺いをしたいと思います。本市では、今までにコンビニ収納、ク 

レジット決済などを進めているところでございますが、新たにペ 

イジーを導入され、利用者には多様な支払い方法を選択すること 

ができるメリットがあることから、期限内の納付率の向上が期待 

できるものと考えております。新たな取り組みを模索する中で、 

最近、国民健康保険関連で、近隣都市の納付率向上自治体の先進 

事例を研究するため視察をされたとお聞きいたしますが、その成 

果及び今後検討する事例についてお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 勝水市民生活部長。 

○ 勝水市民生活部長  

視察の成果と今後の検討事例についてでございますが、国民健康保険料の

収納率向上のために、本年の１月と２月に、収納率の高い、鳥取、倉吉、松



江、出雲の各市に視察に行き、徴収体制や滞納整理事務の取り扱いなどを御

教示いただいたところでございます。視察の結果につきましては、現在、取 

りまとめているところでございますが、総じて、口座振替の加入率が高く、

収納業務に特化した体制で、滞納処分件数も本市より多い状況でございまし

た。今後は視察の結果を早急に取りまとめ、関係各課と連携のもと滞納整理

事務の改善等を図り、収納率の向上を図りたいと考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

一点、ペイジーの今の状況をちょっと聞いておきたいと思いますけれども、

効果はどんなでしょう。 

 

○ 渡辺議長 勝水市民生活部長。 

○ 勝水市民生活部長 

ペイジーにつきましては、ことしの１月から利用を開始いたしまして、数

字的には約５０件程度の利用があったということで、例年以上の口座振替の

利用率があったというふうに理解をいたしております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、防災無線のデジタル化についてお伺いをいたします。防災対策の一

環として、東日本大震災の教訓を踏まえ、災害廃棄物対策の推進について、

環境省から平成２６年３月に巨大災害発生時における災害廃棄物対策の取り

組みのグランドデザインが公表されました。防災対策にとって、この災害廃

棄物の対策については欠くことのできない重要な事項です。本市の考えをお

伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 



○ 野坂市長  

災害廃棄物の対策についてでございますけども、環境省が平成２６年３月

に取りまとめました巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザ

インにおきましては、膨大な災害廃棄物の円滑な処理の確保、東日本大震災

の教訓を踏まえた、発生前の周到な事前準備と発生後の迅速な対応、衛生状

態の悪化・環境汚染の最小化による国民の安全・健康の維持、強じんな廃棄

物処理システムの確保と資源循環への貢献、大規模広域災害を念頭に入れた

バックアップ機能の確保が、対策の方向と今後の取り組みとして示されてお

りまして、本市におきましても災害廃棄物の対策は重要なことであると考え

ております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、米子市地域防災計画についてお伺いをいたします。避難行動要支援

者の現在の掌握された支援者は、実際の要支援者のうち何割くらいだと認識

しておられるのかお伺いをいたします。また、今後のさらなる掌握はどのよ

うに取り組まれるのかお伺いをいたします。そして、最重要は、実際に活用

できるか否かが重要であります。具体的活用方法について、当局の見解を 

聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

避難行動要支援者の掌握についてでございますが、現在、災害時要援護者

台帳に登録された方は、登録を希望された方だけで、災害時要援護者の約１

２％ となっております。 

今後の台帳整備につきましては、昨年４月より公民館地域単位で集会所等

に市の職人が出張いたしまして登録受け付けを行っており、引き続き全地域

に出かける予定にしております。また、台帳に登録した情報につきましては、

災害時避難マップの作成や自主防災組織での防災訓練等に活用していただく



よう、地域にお願いをしておるところでございます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次、避難時の避難場所に避難された方の中で、支援が必要な方々に十分な

対応をするため、あらかじめ福祉避難所の設置を想定しておく必要があると

思います。マニュアルの作成を必ずされると答弁いただいていますが、進捗

状況をお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

福祉避難所のマニュアル作成についてでございますが、先進地のマニュア

ル等を参考にいたしまして、平成２７年度中に作成することとしております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、自治会加入率の促進についてお伺いをしておきたいと思います。一

昨日も質問がありましたので、私はその取り組みの状況についてちょっと話

をしたいと思います。自治会加入促進の手引を作成し、各自治会加入勧奨に

役立てているが、効果については目立ったところはないとの答弁でありまし

た。町内会・自治会は、一般的に次の３つの機能を持つと言われております。 

第１点目に、交通安全、防犯、非行防止など、地域のさまざまな問題を解

決するための問題対処機能です。例として、防災訓練、子どもの見守り活動、

防犯灯の設置、まちづくり懇談会への参加などが上げられます。 

２点目に、近所の清掃や集会所の整備といった活動を通じた環境施設維持

機能です。例としては、地区内の清掃、溝掃除、集団資源回収、花壇づくり、

植樹運動などが上げられます。 

３点目に、祭りや盆踊りなどを通じて、地域の人々の交流と親睦を図る親



睦機能であります。例としては、夏祭り、運動会、市の施設見学参加など、

和やかな寄り合い事業などが考えられます。これら以外にも、掲示板の設置

等の広報活動機能、広報紙配布等の行政連絡機能、統合・調整機能など、さ

まざまな機能を持っている町内会・自治会ですが、最大の機能的特徴はこれ

らを統括したところにあると言えます。つまり、各自治会が魅力ある取り組

みを行い、参加したい、ひいては加入したいと思えるような活発な自治会に

ならなければならないと思います。３月１日に発行された自治連よなごに、

魅力いっぱい・自治会活動として、第７回米子福生東大だこ揚げ大会が紹介

されていました。午前中は小だこの部で、校区内の福生保育園児、福生東小

学校児童や一般参加者による小だこ揚げ大会を行い、約１２０枚もの小だこ

が大空を高く舞った、午後からは大だこの部に移り、６自治会、福生東公民

館、企業・団体から７チーム、合わせて合計１３チームとなり、大会が大い

に盛り上がったというような内容がつづられておりました。各自治会の創意

工夫を望むところであります。その冊子の後段に、自治会運営実態マニュア

ルアンケート調査が掲載されていましたが、担当所管部署としての所感と、 

加入促進へのヒントはなかったのかお伺いをいたします。 

 

○ 安田議員 王島企画部次長。 

○ 王島企画部次長  

アンケート調査に対する所感についてでございますが、まず一番に感じた

ことは、自治会役員の高齢化、なり手がいないと回答された自治会が多いと

いうことでございます。これらの自治会活動を活性化するためには、若い世

代の活躍に期待するところが大きいわけですが、自治会活動の一部を完全に

若い世代に任せてみて、充実感を持ってもらうなどの工夫が必要ではないか

と考えているところでございます。 

次に、加入促進へのヒントということでございますが、事情によっては会

費を減免したり、役員の免除を行うことなども必要でしょうし、また議員が

おっしゃいましたように、自治会でさまざまなレクリエーション活動をして

おられることから、こうしたところから自治会の楽しさを知っていただき、

それが重要ではないかと考えているところでございます。 



○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 次に、防災士の育成についてお伺いをいたします。 

防災士は、防災士研修講座として防災士養成カリキュラム３３項目の研修を

受講し、最後に防災士資格取得試験を受け、合格し、救急救命講習受講終了

などの条件を満たした日本防災士機構認定の防災士の資格を得ることになり

ます。中国地方では、広島県、岡山県、それから山口県では1,０００人を超

える防災士が登録され、島根県でも４２１名の防災士が登録されています。

救急救命講座等が免除される消防士や消防団幹部の方々を初め、防災対策を

担う市職員から率先して資格取得を行う必要がないのか御見解をお伺いした

いと思います。 

 

○ 渡辺議長 上村総務部長。 

○ 上村総務部長  

市職員の防災士資格取得についてでございますが、本市の防災担当職員の

能力向上につきましては、従来から内閣府が主催する防災スペシャリスト養

成研修を初めとしまして、原子力防災に特化した研修など、各種研修会・講

習会に積極的に参加し、知識習得と災害対応能力の向上に努めているところ

でございます。当面はこの体制を維持し、これまで経験してきた実際の防災

対策上の問題点や課題を踏まえ、職員個々の対応能力を高めてまいりたいと

考えております。防災士の資格取得につきましては、先進地の事例等を参考

に研究してまいりたいと考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、健康診断の受診率向上についてお伺いをいたします。先ほど受診率

の実績を御答弁いただきましたが、その中の働く世代の受診率をお伺いをい

たします。また、今後の取り組みとして、啓発活動に取り組むとともに、生

活習慣病やがんに関する知識の普及に努められるとのことですが、全国では、

未受診者への電話勧奨や、受診票の送付に極めて注意を引く色の封筒を使用



し、受診率向上と啓発に具体的な対策がなされております。 

来年度に向けての本市の具体的な取り組みをお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

働く世代の方々の受診率についてでございますが、男女の正確な統計がそ

ろっている働く世代は４０歳から５９歳でございますので、特定健康診査の

平成２４年度の実績は、受診率１4.１％でございます。がん検診の平成２５

年度の実績でございますが、胃がん検診が２4.８％、大腸がん検診が２8.３％、 

肺がん検診が１3.７％、子宮がん検診が７8.２％、乳がん検診が７6 .０％で

ございます。 

本市の具体的な取り組みについてでございますが、年代別の受診率、死亡

率及びり患率を精査し、リスクの高い年代を絞り電話での未受診勧奨を行い、

また無料クーポン券対象の方へは目立つ色の封筒を用いるなど、引き続き受

診勧奨に努めてまいります。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、認知症対策についてお伺いをいたします。認知症早期発見、早期対

応の取り組みの一つの、タッチパネル式物忘れ診断プログラムの活用方法に

ついてお伺いをいたします。複数の方々の中で活用する場合、自分で物忘れ

が多いと感じている方や、診断結果が周囲の方に知られることが嫌な方々へ

の配慮はされているのかお伺いをいたします。パネルに向かうときのプライ

バシーを守ることと、診断結果は改めて通知する旨を伝えれば、利用者の増

加につながると思います。より有効的なタッチパネル活用方法についての検

討を要望いたします。また、以前の答弁で、個々で簡易診断し早期受診へつ

なげるために、本市ホームページから入れる認知症の簡易診断システムの導

入を検討しているとのことでしたが、進捗状況をお伺いいたします。 

 



○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

タッチパネル式物忘れ診断についてでございますが、公民館やイベント会

場におきましては、１台に１人ずつ職員がついて対応し、診断結果が周囲に

わからないよう台の配置を工夫したり、認知症の疑いが濃い結果が出た場合

は点数のみの表示にしたりなど、診断を受ける方に配慮した対応をしており

ます。また、必要に応じまして、後日訪問するなど、個別のフォローなども

行っておりますが、今後もプライバシーへの配慮はしていきたいと考えてお

ります。認知症の早期発見、早期診断につながる情報等の本市ホームページ

への掲載についてでございますが、簡易チェックシートと医療機関を載せ、

それを活用した認知症早期診断を行っていただけるよう準備ができておりま

すので、医療機関の了解が得られ次第、掲載をしてまいります。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、ふれあいの里の駐車場についてお伺いをします。今までの議論は、

駐車スペースが足りない、無断駐車の排除などでありました。大イベント開

催などで駐車場が足らないのは仕方がない状況で、近隣の駐車場を利用して

いただくのはわかりますが、ふだんの健診等での必要駐車台数と今回整備後

の駐車台数の適合性についてお伺いをいたします。また、近隣の方が花見を

されながら語らいを楽しんでいる光景を目にいたしますが、その辺の配慮は

されているのかお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

台数等につきましては、今手元に持っておりませんので、後ほど答弁させ

ていただきたいと思います。 

 

 



○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

今までの議論の中で６０台をふやすということはあったんですけれども、

実際に必要な台数はこんだけなんだと、６０台ふやしても、これで賄えるん

だというのは庁内で検討されたんですか、その辺ちょっと聞いておきたいと

思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

６０台が十分かというお尋ねだとしますと、これで全てを賄えるというこ

とではございませんが、今回の議会でも前にお答えしたように、平面整備と

いうことで計画いたしますと、物理的な面積ということがございます。なお

かつその緑地の部分は残してということでございますので、今現在は６０台

の整備ということで考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

その、６０台整備するんですけれども、今現在、桜の木が植えてあったり

なんかして非常にきれいで、たくさん近所の人がその辺で話をされておられ

るんですけれども、その辺の整備はどのような形になるのか、それと、英霊

塔も設置するような話も聞いているんですけれども、その辺のぐあいをちょ

っと聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

駐車場の整備につきましては、現在、噴水がある部分、この部分を整備の

対象としておりまして、そこに今現在植わっている樹木等も移設をするよう

に考えております。それから、英霊塔に準ずる施設の移設といいますか、ふ

れあいの里に建設するということにつきましては、ここと位置的にかぶらな



いようにということは当然でございますけども、利用しやすいように配置と

いうことで検討しております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで、ふれあいの里にはだんだんバスが入ってくるわけですけれども、

ゲートを２カ所するという、さっきの話でありました。そのゲートにだんだ

んバスというのは入ってくるんですか、入ってきて、なおかつ出ていくんで

すか。その辺はちょっと聞いておきたいと思うんですけども。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長 

現在は、ふれあいの里の玄関の横でございますね、大会議室の入口のとこ

ろにだんだんバスの停留所がございますが、これはそのままでございまして、

今考えておりますのが、だんだんバスにつきましては専用のゲートをつくり

まして、一般の車両とは分けて通るようにということで考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それと、もう一つ気になるのが、あそこにシルバー人材センターがありま

す。それで、実際にはシルバーの方がそのゲートを通ってとめられるスペー

スもあるでしょうし、裏から入られるというですか、冨士見町とか、それか

らあっちのほうから入られる人もおられると思うんですけれども、そのゲー

トの位置っていうのはどのように考えておられるんですか。１回、１回通ら

なければならないというようなことになっているんですか。その辺をちょっ

と聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 



○ 石原福祉保健部長  

ふれあいの里の敷地に入られる方につきましては、その都度入っていただ

くということで、ゲートの位置といたしましては、ふれあいの里の入口の道

路に面した部分と、それから、今現在シルバー人材センターがございます後

ろ側といいますか、横の部分に設けるように予定しております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

ということは、シルバー人材に後ろから入られる方っていうのは、ゲート

を通らなくても大丈夫な位置に設置をするということでいいんですか。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

ゲートを通っていただいて、その後、敷地の中に入っていただくというこ

とでございます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。私が考えるには、一々ゲートを通ってっていうことになる

とちょっと大変かなとは思っておりますので、また議論をしたいと思います。 

次に、保健師の増員についてお伺いをしておきたいと思います。ただいま、

保健師の増員については、事務的要素を工夫・改善し、できるだけ保健師が

専門的業務に当たる時間の確保に努めてきたとの答弁でありましたけれども、

当局全体で保健師の位置づけや適正配置人員について検討されたことがある

のかお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  



保健師の位置づけと適正配置人員の検討についてでございますが、保健師

は正職員、非常勤職員、臨時職員、補助的業務の雇い上げ等がおります。ま

た、保健師以外の保健福祉にかかわる専門職といたしまして、栄養士、作業

療法士、理学療法士、助産師、心理士、精神保健福祉士、家庭相談員、婦人

相談員等の職の者も何らかの形態で雇用しております。福祉保健部でそれら

の専門職の業務内容と業務形態を点検した経緯がございます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、生活保護と就業支援についてお伺いをします。 

就業見込みのある方の中には、生活リズムの乱れや就労経験の不足などか

ら、直ちに生活保護から脱却できる収入を得られない、就労につくことが困

難な方もおられます。このような方に対して、当初から一般就労を目指すの

ではなく、まずは短時間での働く機会を与え、一定期間、就労経験を積んだ

上で、段階的に一般就労へとつなげていく取り組みが必要と思いますが、本

市での受給者の自立を促すための就労支援の現状と課題についてお伺いをし

ておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

就労支援の現状についてでございますが、生活保護受給者、支援相談員、

ハローワークの相談員の三者で面談をいたしまして、希望職種や経歴を聞き

取り、採用に至るまで、本人に適していると思われる事業所を紹介している

ところでございます。また、課題についてでございますが、受給者の中には

長年無職で生活してこられた方もおられ、生活習慣の改善、社会的な決まり

を守ることなどを指導しながら、就労意欲向上に向けた支援に努めていると

ころでございます。 

 

 



○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

生活保護受給世帯の子どもの中には、家庭の貧困や希薄な家庭環境などに

より、本来ならば親から受けられる自立に必要な援助を受けることができず、

教育や社会的な経験にも恵まれないで社会に出ざるを得ない状況にあり、就

職や人間関係につまずき、大人になっても生活保護を受けることとなるケー

スがあります。学習面や生活面での相談・支援を行うことで、進路の選択肢

が広がるとともに、コミュニケーション能力や社会性を育み、将来的な自立

につながるものと期待をしていますが、その成果と今後の継続事業としての

見解をお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

学習支援事業の成果についてでございますが、生活保護受給世帯の該当者

４７名のうち１６名の申し込みがありました。最初は休みがちなお子様も次

第に継続して参加したり、学校にはなかなか行けないお子さんも、こどもみ

らい塾には参加するなど、思いのほか成果はあったものと考えております。

また、今後についてでございますが、引き続き事業継続はしていきたいと考

えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、なかよし学級についてお伺いをいたします。 

なかよし学級で受け入れられなかった児童生徒は、私立保育園、幼稚園、

ＮＰＯ法人が実施している放課後児童クラブで、独自のカリキュラムを設定

して、放課後の児童健全育成に寄与していただきます。独自のカリキュラム

のため、保護者の方には新たな経済的負担増など危惧するところもあります

が、負担を求めることへの本市の見解をお伺いをいたします。また、各放課

後児童クラブでは、６年生まで受け入れが可能となりますが、今まで児童や



低学年の体格や運動能力に合わせた施設整備の中で、体格の大きな高学年の

児童の受け入れには施設面で心配をされる向きもあります。そこで、これら

の課題について、平成２７年度の各放課後児童クラブの運営状況と施設整備

等について本市の見解をお伺いをしておきます。 

 

○ 渡辺議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

民間クラブの利用料についてでございますが、それぞれのクラブが、開所

時間、土日の開所、送迎、軽食等のサービス内容に応じて独自に設定されて

おり、利用される方はその内容を選んで各クラブを利用されていることから、

応分の負担はやむを得ないと考えております。 

次に、高学年の受け入れに係る各クラブの運営状況についてでございます

が、各クラブは国のガイドラインや設備に関する基準に基づいて施設を整備

されており、高学年の受け入れに関しましても基準を遵守されるものと考え

ております。また、施設整備についてでございますが、現在、施設の新設ま

たは大規模改修等に対しては、国・県の施設整備に対する助成がございます

が、備品等の整備につきましては、新規事業者への初年度のみの助成ですの

で、今後、各クラブの状況を踏まえて、必要に応じて国等に要望してまいり

たいと考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 暫時休憩をいたします。 

午前１１時５６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○ 中田副議長 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。 

石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

先ほど、安田議員のお尋ねに対しまして、ふれあいの里の駐車場に係るカ

ーゲートについてでございますが、シルバー人材センター側のカーゲートの



ところで、その都度カーゲートを通っていただくという答弁をいたしました

が、シルバー人材センターにつきましては専用の出入り口ということで、敷

地のシルバー人材センターよりも奥にカーゲートを設置することによって、

シルバー人材センターに用のある方についてはカーゲートを通らずに出入り

していただくようにということで、現在のところ考えております。ただし、

これは確定ではございませんので、関係団体等と協議を重ねながら、合理的

なレイアウトをさらに詰めていきたいというふうに考えております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、ＵＩＪターン対策についてお伺いをいたします。２月補正予算で米

子市が打ち出したＵＩＪターン対策事業について、その内容についてお伺い

をいたします。また、詳細な要綱・要領など、いつごろ発表され、どのよう

な方法で周知されるのかお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 中田副議長 王島企画部次長。 

○ 王島企画部次長  

２月補正予算での企画部所管のＵＩＪターン施策の内容等についてでござ

いますが、来たれ米子市・よなご市民増加プロジェクトといたしまして、移

住促進パンフレットの作成や、都市圏に住む若年層を対象とした交流イベン

トツアー等を実施し、移住定住の促進を図ってまいりたいと考えております。

実施時期につきましては現在のところ未定でございますが、できるだけ早く

企画内容を決定し、実施してまいりたいと考えております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、観光事業・観光スポットについてお伺いをいたします。米子皆生温

泉周辺の観光事業の連携についてですが、昨年末から１ 月終わりに、とっと



り花回廊の１００万球のイルミネーションを点灯し、集客を目指していまし

た。当局と関係機関と、花回廊イルミネーションの取り組みを総括して、次

年度の皆生温泉の宿泊客増加につなげられるよう、しっかりした検討を要望

しておきたいと思います。その取り組みに際して、花回廊への臨時便を皆生

温泉旅館組合が運行したそうですが、米子市はどのようにかかわりをされた

のかお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 中田副議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  

花回廊へのバスの臨時便の運行についてということでございますが、とっ

とり花回廊ウインターイルミネーションの取り組みは、県におかれまして冬

期の集客対策の目玉事業として実施されたものであります。本市や観光協会

なども、観光関係者への周知・広報に努めたところでございます。 

そういった中で皆生温泉旅館組合では、週末を中心に４０日間の無料シャ

トルバスの運行を実施され、1, ４７９人の利用者があったとうかがっており

ます。ウインターイルミネーションが継続して実施されれば、圏域の冬期集

客対策として大きな効果があるものと考えておりまして、これを利用した誘

客対策を皆生温泉旅館組合と一緒になって取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、今後の観光戦略について、地方創生の視点から、まちづくりという

大きな視点になりますが、道の駅の活用についてお伺いをします。米子市に

は国道沿いにある道の駅はありません。また、山陰自動車道にも道の駅がな

く、米子市は通過する町となっています。 

南北一体化、淀江周辺の活用、中海架橋、米子城跡など、検討課題山積の

中、観光ビューと中海圏域の中心スポットとして、観光協会の運営などを検

討した道の駅を要望いたします。また、ふるさと納税を観光振興事業に有効



に活用することで、さらに米子市への応援につなげられると考えますが、市

長の見解をお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 中田副議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  

道の駅の設置ということでございますが、議員御指摘のとおり、本市には

道の駅はございませんが、近隣には、安来市のあらエッサ、大山町に大山め

ぐみの里がございます。 

また、本市には、白鳳の里、どんぐり村、寿城などがございまして、日吉

津にはアスパルがございます。こういった民間事業者が運営されている同等

の施設がございますことから、現時点では、本市において道の駅を設置する

ことは考えておりません。 

それと、ふるさと納税の観光振興事業への利用についてでございますが、

本市では従来から、観光誘客とふるさと納税が一緒になったキャンペーンや

各種イベント会場での情報発信を実施するとともに、既にふるさと納税をし

ていただいた方へも観光パンフレットを送付するなど、本市への誘客に努め

ているところでございます。 

ことし１月には、市内の宿泊施設の協力をいただきまして、ふるさと納税

特別キャンペーンを実施したところでございます。また、ふるさと納税をし

ていただいた方に向けた新たな観光ガイド、米子ゆる旅というものですけど

も、作成をしたところでございます。 

引き続き効果的・効率的な本市への納税と誘客の促進に向けて取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、外国人旅行者について、いわゆるインバウンドについてお伺いをい

たします。境港市に寄港する大型クルーズ客船や香港からのＥＧＬツアーな

ど、外国からの観光客がふえ続けています。 



また、ことしの旧正月、春節での中国系観光客の爆買いがテレビでも話題

になっていました。政府は２００３年、外国人旅行者訪日促進戦略を掲げ、

現在は訪日旅行促進事業、ビジット・ジャパン事業が行われております。将

来的にはインバウンドの数を3,０００万人とすることを目標とし、２０１６

年までに1,８００万人、２０２０年までに2,５００万人の目標を掲げていま

すが、インバウンドに対する米子市の戦略についてお伺いをします。 

 

○ 中田副議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  

インバウンドに対する本市の戦略についてということでございますが、近

年の大型クルーズ客船の寄港や空路のチャーター便の運航などによりまして、

多くの外国人観光客がこの圏域を訪れられております。さらなる外国人誘客

に向けた大きなチャンスであるというふうに感じております。 

本市では、中海・宍道湖・大山圏域市長会、山陰国際観光協議会や境港ク

ルーズ客船環境づくり会議などとの広域的な連携によりまして、外国からの

お客様に対するおもてなし事業、受け入れ環境整備事業、情報発信事業に取

り組んでいるところでございます。 

また、最近では、免税店の店舗の拡大を図るとともに、海外からの旅行会

社を招へいした商談会の開催や、外国人ブロガーを活用した情報発信事業な

どに取り組んだところでございます。引き続き、広域的な連携のもと、効果

的・効率的な外国人誘客に取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、農業振興についてお伺いをいたします。米子市の農産物として、特

産の白ネギを初め、ニンジン、サツマイモ、最近ではブロッコリー、そして

２０１４年産米の食味ランキングで２年連続の最高評価特Ａとなったきぬむ

すめを初めとする米があります。これらのすぐれた農産物のＰＲを、米子市



として全国に大いに推進しなければならないと思いますが、市としてどのよ

うにお考えか、お伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 中田副議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  

済みません。６次産業化ということではないですよね。申しわけないです。 

 

○ 中田副議長 安田議員、もう一度お願いします。 

○ 安田議員  

農業振興の中で、きぬむすめというような米があるわけですけれども、こ

れらのすぐれた農産物のＰ Ｒ を、米子市として全国に大いに推進しなけれ

ばならないと、このように思いますけれども、市はどのように考えておられ

るかということであります。 

 

○ 中田副議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  

失礼しました。きぬむすめというのは鳥取県が推奨している優良な品種で

あるというふうに思ってまして、ＪＡの鳥取西部等と共同いたしまして栽培

の推奨をしているところでございますけれども、これのＰＲについては、と

にかく県内できぬむすめの産地としての拡大を図っていくというようなこと

で考えているところでございまして、それが定着いたしましたら、全国に向

けての情報発信というようなことに取り組んでまいりたいというふうに思っ

ております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、６次産業化についてお伺いをいたします。６次産業化で最も重視さ

れるのがマーケティングではないでしょうか。消費者の動向、商品デザイン、

売り場の状況などのマーケティングなくしては売れる商品を生むことはでき



ないと思います。しかし、多くの生産者はマーケティングが苦手です。生産

者はよい物をつくれば必ず売れるという考えを持っております。そこで、マ

ーケティングのプロを招き、６次産業化を目指す生産者に向けて講演会など

企画できないものかお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 中田副議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  

６次産業化におけるマーケティングの講演会などの企画ということでござ

いますが、本市におきましては、平成２５年２月に東京の百貨店の食品バイ

ヤーによる販路開拓セミナーと個別相談会を実施をいたしております。 

６次産業化推進につきましては、鳥取県のほうで各種講演会・セミナーを、

大体、年に４回程度開催されておりまして、マーケティング関係につきまし

ても、商品づくりや販路開拓等について実施されております。 

引き続き鳥取県と連携をしながら進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、耕作放棄地についてお伺いをいたします。耕作放棄地とは、統計上

の用語で、以前耕作をしていた土地で過去１ 年以上作物を作付せず、その数

年の間に再び作付する考えのない土地とされ、農家等の意思に基づき調査把

握したものと定義されています。一方、荒廃農地と呼ばれる、現に耕作に供

されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作物では作物の栽培が客

観的に不可能となっている基準に該当する農地とされ、現地調査により把握

したものとされています。作付を一切せず草刈りだけの農地の場合、どのよ

うに分類されるのかお伺いをしておきたいと思います。 

 

○ 中田副議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  



耕作放棄地調査、現在は荒廃農地調査と言うんですけども、での保全管理

農地の取り扱いについてということでございますが、国が定めております調

査基準では、不作付の農地であっても、作付をしない農地であっても、保全

管理がされ、現状で耕作可能な農地であれば、荒廃農地に分類されておりま

せん。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員 次に、中学校給食についてお伺いをいたします。保護者の方か

らは、安心して、そして何よりも子どもたちが喜んで給食をいただけるよう

に願っております。アレルギー対策が必要な子どもは、アレルゲン除去食だ

けでなく、代替食で対応する子どももいますので、最後は配膳し、食べる直

前の確認が大切になると考えます。見解をお伺いいたします。 

 

○ 中田副議長 北尾教育長。 

○ 北尾教育長  

食物アレルギーへの学校給食での対応についてでございますけども、平成

２４年１２月に調布市で起こった給食での事故を考えてみましても、議員御

指摘のように、食べる直前の確認が大切であると思っております。 

先ほどもお答えいたしましたように、教室内では担任が保護者から提出さ

れたチェック表を確認しておりますが、最終確認は非常に重要ですので、各

学校での対応について徹底してまいりたいと考えております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、特別支援学級についてお伺いをいたします。通級指導教室の小学生

は、延べ、ことばの教室２１名、学びの教室に１００名が、中学生は学びの

教室１ 教室に延べ１９人が通われたとのことですが、これは、学校が勧めた

い人や希望者に十分応えていると認識しているのか、見解をお伺をいたしま



す。 

 

○ 中田副議長 北尾教育長。 

○ 北尾教育長  

通級指導教室における入級児童生徒につきましては、入級希望者が年々ふ

えており、数名の待機児童生徒が生ずる状況になっておりますので、入級審

査会において入級の必要性の高い児童生徒を決定し、個々の児童生徒にとっ

て、より効果的な学びの場を確保できるよう努めているところでございます。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、米子市の任用する学校支援員についてお伺いをいたします。学校支

援員の配置実績と配置の判断基準の関係について、近年の状況をお伺いをい

たします。 

 

○ 中田副議長 北尾教育長。 

○ 北尾教育長  

学校支援員の配置実績と配置の判断基準における近年の状況についてでご

ざいますが、本市におきましては市の任用による学校支援員を１０名配置し

ております。あわせて、平成２１年度から２４年度までは、国の緊急雇用に

おける学校支援員が、年によって異なりますけども、３０名から４０名程度

配置しておりました。 

学校支援員の配置につきましては、要望のある学校を指導主事が訪問し、

状況を把握した上で、より必要性の高い学校に配置するようにしております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、障がいのある子どもたちの生活支援、就業支援についてお伺いをい



たします。中学校卒業後の継続支援の現状についてお伺いをいたします。 

診断の有無にかかわらず、子どもたちが学校に在籍中は、子どもにも家庭

にとっても先生方が支えとなり、窓口となって、必要な場合は医療・福祉の

連携へと進むことができます。学校から離れるときこそ、より丁寧な個別支

援が必要だと考えますが、どのように御認識をされていますか、見解をお伺

いをいたします。 

 

○ 中田副議長 石原福祉保健部長。 

○ 石原福祉保健部長  

障がいのある子どもたちの生活支援、就学支援についてでございますが、

義務教育が終わって次のステージに進む際には、これまでと生活環境が大き

く変わるということでございますので、個々の、個別の支援というのが非常

に大切であるというふうに思っておりますので、進学あるいは就職あるいは

生活の支援も含めまして、支援が途切れないように、関係部局あるいは障が

い福祉サービスの提供事業者など、関係機関と連携して、継続的な支援を行

っていく必要があると考えております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、防災教育についてお伺いをいたします。学校での計画的な防災教育

は、東日本大震災の前と後では違いはありますか、お伺いをいたします。ま

た、現在どのようなケースを想定した訓練が行われているのかお伺いをいた

します。 

 

○ 中田副議長 北尾教育長。 

○ 北尾教育長  

東日本大震災以後の学校での防災教育というお尋ねでございますが、やは

り現場の意識というのはかなり違っておりますし、本市でも独自に防災教育

の手引を、ガイドラインを、市の教育委員会のほうでつくりまして、それに



沿っていろいろな、例えば地震であったり、それから火災、以前は火災とい

うことでの避難訓練が多かったんですけども、地震とか、あるいは津波とか、

あるいは本年度は一つ原子力災害を想定しての避難訓練等も行っております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、がんに関する教育については、国の動向を見守りながら検討してい

ただきたいことを要望しておきます。次に、各種大会の参加に係る支援につ

いてお伺いをいたします。中学校部活の大会参加に係る費用の負担の実情に

ついて、学校教育の一環として位置づけられている中学校の部活動の大会参

加に係る必要、具体的には大会登録費、参加費、旅費、宿泊費などの、市の

補助、各学校の予算、家庭の負担の割合をお伺いをいたします。 

また、他市の状況はいかがでしょうか、お伺いをいたします。 

 

○ 中田副議長 どうですか、教育委員会ではないですか。 

平木教育委員会事務局長。 

○ 平木教育委員会事務局長  

今の、大会への派遣費とか、あるいは交通費、宿泊費の一部の助成につき

ましては、今、手元に数字がございませんので、後ほどお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。 

次に、米子駅南北一体化及び駅周辺開発についてお伺いをいたします。米

子市においては交通の起点・終点はやはり米子駅であり、これからの米子駅

周辺のまちづくりは、さまざまな機能がコンパクトに集中する場所となるこ

とが大切であると思います。そのために、新米子駅も新駅ビルも重要な施設

となり、また駅南地区の利用促進も含め、米子市中心市街地活性化計画での



捉え方、今までとの整合性について見解をお伺いをいたします。 

 

○ 中田副議長 王島企画部次長。 

○ 王島企画部次長  

中心市街地活性化基本計画との連携についてでございますが、中心市街地

活性化基本計画は、おおむね５年間という計画期間内に事業が完了し、効果

が発現する具体的な事業の取り組みをもとに策定するようになっております。

駅南地区を含む米子駅周辺の動きにつきましては、個々の事業が具体化した

段階で、基本計画に追加して位置づけていくことになると考えております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次、営繕部門の創設についてお伺いをいたします。 

米子市インフラ長寿命化計画では、どのような視点で基準を設定し、具体的

にはどのような手法をお考えか、見解をお伺いをいたします。また、その際、

営繕部門の技術者をどのように配置されるお考えか、お伺いをしておきたい

と思います。 

 

○ 中田副議長 上村総務部長。 

○ 上村総務部長  

まず、公共施設の営繕に係る考え方について御説明しますと、公共施設の

営繕につきましては、施設類型ごとに予防保全型維持管理の考え方を取り入

れた上で、トータルコストの縮減、平準化を目指すことが必要であると考え

ております。インフラ長寿命化計画に対応するための営繕部門につきまして

は、予防保全も含めた体制について、今後どうあるべきかを調査・研究して

いきたいと考えております。 

 

 

 



○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、産業廃棄物管理型最終処分場についてお伺いをいたします。地下水

の流行調査と水質調査の結果を、地元の６自治会に説明したとの答弁であり

ましたが、主な意見等をお伺いをいたします。また、さらに追加調査など検

討されているのかお伺いをいたします。 

 

○ 中田副議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

地元の説明会における住民の皆様からの意見についてでございますが、福

井水源地影響調査、管理運営体制、施設の安全性などについて御意見がござ

いました。 

福井水源地影響調査の結果につきましては、福井水源地へは影響がないの

はわかったが、小波上の泉に影響があるのではないかとの御意見がございま

した。長期間の事業に対する管理運営体制につきましては、埋め立てが終わ

っても１００年後にどうなるかわからない、何年先でも将来何かあったとき

に責任を持つと誓約書を書いてほしい、何十年とかかる事業なので、地元の

要望も踏まえ、きちんと調査してほしい、孫、ひ孫までの事業であり、民間

事業では不安なので、逆にセンターが設置運営したほうが他の自治会も安心

するのではないか、塩川のダイオキシン類調査は継続して調査を行っていた

だきたいといった御意見がございました。 

次に、施設の安全性につきましては、電気漏えい検知システムが正常に検

知するか、実物で確認してほしい。熊本県のようなクローズド、無放流の施

設の検討も必要ではないかといった御意見がございました。 

そのほかには、処分場は必要なものだと理解するが、イメージがよくない、

イメージがよくなるよう啓発するべきではないか、県が主体となってスピー

ディーに事業を進めてほしいといった御意見がございました。さらなる追加

調査については伺っておりません。 

 

 



○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

２月１６日に、鳥取県議会福祉生活病院常任委員会において、環境プラン

ト工業と鳥取県環境管理事業センターが産業廃棄物管理型最終処分場の運営

体制の見直しの検討に入ったとの報告がありました。 

環境プラント工業が事業主体として最終処分場の設置運営を、鳥取県環境

管理事業センターが埋め立て廃棄物搬入検査等の公共管理をするものだと思

っておりましたが、運営体制の見直しの検討するに至った経緯について詳し

くお伺いをいたします。 

 

○ 中田副議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

産業廃棄物管理型最終処分場の運営体制について、見直しを検討すること

となった経緯でございますが、福井水源地影響調査の結果を地元の関係自治

会に説明した際に、長期間の事業に対し、安定した管理、安全な体制をとる

こと、長期間の事業であり、民間事業では不安なので、鳥取県環境管理事業

センターが設置運営し、環境プラント工業が管理したほうが安心だと思うと

いった設置運営体制に関する御意見がございました。 

さらに、環境プラント工業には、住民のほうから同様な御意見が個別に寄

せられていることも考慮し、２月９日に、安全性には十分な自信を持ってい

るが、複数の住民からの意見に耳を傾ける中で、地元住民の不安が払拭され

御理解がいただけるのであれば、一私企業ではなく、公益財団法人である鳥

取県環境管理事業センターが処分場を設置運営し、環境プラント工業が埋め

立て・水処理をするフレームにすることの検討を依頼するといった旨を鳥取

県環境管理事業センターへ要望されたとうかがっております。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

大まかには理解いたしましたが、今後の対応と、建設許可権を持つ県に事



業計画書提出のスケジュールについてお伺いをいたします。 

 

○ 中田副議長 山田環境政策局長。 

○ 山田環境政策局長  

今後の対応についてでございますが、鳥取県環境管理事業センターは、地

元の方々の声や環境プラント工業からの要望を踏まえ、施設規模や役割分担

など現在の事業企画を基本としながら、事業主体のあり方、事業費等の精査、

確認等を含め、環境プラント工業と鳥取県環境管理事業センターの比較を行

い、地元自治会等の理解が得られる運営体制について、早急に検討を行って

いくとうかがっております。 

したがいまして、事業計画書の提出時期については伺っておりません。 

 

 

○ 中田副議長 安田議員。 

○ 安田議員  

最後に、ヌカカ対策についてお伺いをいたします。 

米子市議会市民福祉委員会に提出された資料で、鳥取大学大学院・栗政准教

授のアンケート調査結果のまとめでは、これまで半島の中海側に多かった被

害が日本海側でもふえていることが明らかになった、被害の報告された日に

ちから推定すると、該当地域で約２万人に影響があると考えられたと記述さ

れております。つまり、市民の約１４％が影響を受けているということにな

りますが、このことについて市長はどのように受けとめておられますか、お

伺いをいたします。 

 

○ 中田副議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

ヌカカの対策についてでございますけれども、弓ヶ浜地区に居住される多

くの方々が被害に遭われておりますことは、重く受けとめなければならない

と思っておりまして、今後とも関係機関と連携しまして、早急に被害軽減対

策に取り組んでまいりたいと考えております。 



 

○ 中田副議長 平木教育委員会事務局長。 

○ 平木教育委員会事務局長  

先ほど御質問のありました大会補助についての実績でございますけれども、

平成２５年度で申しますと、県大会の補助については１００万9,１０１円、

中国大会ですと、旅費部分が８４万4,１２７円、宿泊が１４５万7,６００円、

全国大会ですと、旅費が４５万6,６１７円、宿泊が２４万5,０００円、合計

で申しますと、旅費が２３０万9,８４５円、宿泊が１７０万2,６００円、合

計４ ０１万2,４４５円というふうになっております。 

それから、平成２６年は、今の時点の分ですけれども、旅費としては県大

会が２１万4,３７５円、中国大会は、旅費が１２９万4,００４円、宿泊が１

９９万9,０００円、全国大会は、旅費が１１万6,０６０円、宿泊５万円、合

計で、旅費が１６２万4,４３９円、宿泊が２０４万9,０００円、合計３６７

万3,４３９円という実績でございます。 

 

 


