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〔安田議員質問席へ〕 

○  安田議員 

私は平成２７年９月米子市議会定例会に当たり、大要４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、国民健康保険制度の構造的な問題についてお伺いをいたします。

我が国の保険制度は皆保険であり、何らかの組織に入ることが前提とされて

います。さまざまな種類が存在する中で、本市で問題になってくるのが、保

険者を市町村とした国民健康保険であり、その運用であります。この国民健

康保険については、明らかに赤字体質を抱えていると言えます。 

一般的に、加入者については失業者や年金受給者などといった、いわゆる

社会的弱者も構成員に加わっており、このような方は所得に対する保険料の

負担割合が高くなり、結果として収納率も他の市税と比べて低い傾向にあり

ます。また、市町村単位の保険のため、財政規模の小さな保険者も存在し、

運営が不安定となっている現状にもあります。 

このことは国レベルでも大きな課題となっており、保険の一元化により保

険間の格差を解消すべきという議論がなされているように、国民健康保険の

構造的矛盾についてどう解消していくのかが大変大きな問題であります。そ

こで、このような国民健康保険制度の構造的な問題をどのように認識し、対

応しようとしておられるのかお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

国民健康保険制度の問題の認識とその対応についてでございますけれども、

国民健康保険は被保険者の年齢構成が高く、医療費も増加傾向にある一方で、

無職の方や非正規労働者など所得水準の低い方が多い状況にございます。 

年々増大する医療費を低所得者で支えるという構造的な問題があると認識

しております。このような構造的な問題に対応するため、引き続き保険料徴



収率の向上による歳入の確保、医療費の適正化などによる医療費の抑制に取

り組みますとともに、国に対しても国庫負担割合の引き上げなど、国庫財政

基盤の拡充強化について要望しているところでございます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

今、国に対しても国庫負担割合の引き上げなど、国保財政基盤の拡充強化

について要望しておるということでありましたけれども、私の認識では毎年

のような、全国市長会ですか、を通じて要望しておるんですけれども、向こ

うからの回答っていうですか、そのようなことはこちらのほうに入っている

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 野坂市長。 

○ 野坂市長  

ちょっと全国市長会のほうに文書等で回答があるのかどうか、必ずしもつ

まびらかにしておりませんけれども、国庫負担の割合については、残念なが

らここ最近の動向としては変わってきてるというふうには認識しておりませ

ん。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

私のほうも、そういうような形では認識をしておるんですけれども、３０ 

年度に一元化するっていうこともありますので、今後注視していただきたい

なと、そういうふうに思っております。 

一昨年成立した社会保障制度改革プログラム法案において、国保財政の都

道府県化の方向性が示されました。国においては社会保障制度改革国民会議

の報告書を踏まえ、医療保険制度改革の目玉となる市町村国保の都道府県化

については、平成２９年度までをめどに順次必要な措置を講じられるとされ



ており、現在、国保制度の基盤強化に関する国と地方の協議において、都道

府県と市町村の役割分担等の議論が行われており、昨年８月に中間取りまと

めが示されました。 

しかし、国保の財政上の構造問題を解決するための財政支援の方策や都道

府県と市町村との役割分担が大きな課題となることが予想されております。

この問題について現在どこまで掌握されているのかお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 長井市民環境部長。 

○ 長井市民環境部長  

市町村国保の広域化に伴う国の財政支援についてでございますが、今年度

は低所得者対策として保険者支援制度が1,７００億円拡充され、低所得者の

多い保険者の財政基盤の強化がなされ、平成３０年度からは国庫財政基盤強

化として、さらに1,７００億円の財政支援が予定されております。また、広

域化に伴う役割分担についてですが、都道府県が市町村とともに国保の運営

を担い、都道府県は財政運営の責任主体となります。 

保険料率については、都道府県が標準的な料率を示し、市町村が決定する

こととなります。市町村は地域住民と身近な関係にあることから、資格の管

理、保険料の賦課・徴収、保険給付、保健事業を実施してまいります。業務

としては今と変わらないものと考えております。具体的な内容につきまして

は、今後、国と地方との協議の場で検討されることとなっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

それで今、都道府県が標準的な料率を示し、市町村が決定することになる

と、そういうふうに今答弁があったわけですけれども、この料率なんですが、

料率が示された後に、また諮問機関とか審議会とかいろんなところに諮問を

されて、それでまた決定をしていく、また料金が変わってくるっていう形に

なるんですか。その辺聞いておきたいと思います。 

 



○ 渡辺議長 長井市民環境部長。 

○ 長井市民環境部長 

 保険料率の決定についてでございますが、県が各市町村の標準的な料率を

示され、その標準的な料率を参考に各市町村がそれぞれの保険料率を決定す

るという流れに変わります。保険料率の決定に当たりましては、市の国保運

営協議会とそちらの中で協議、検討いただきながら決定していくものという

ふうに考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員 

理解をいたしましたが、また変わるんだろうなと、こういうふうに思っ

ております。国保加入世帯の、低所得者世帯の占める割合が増加し、厳しい

財政運営を余儀なくされております。さらにこうした構造的な問題を抱えな

がら、保険料を値上げすることで制度を維持、安定化させることはなかなか

難しく、国民健康保険法第７２条３などで規定をする法定繰入金による抑制

だけではなく、７２条３の規定を準用し、一般会計からさらに繰り入れをす

る、いわゆる法定外繰入金を過去３回行っております。 

しかし、原則の繰り入れは特別会計であることの意味が問われ、自助努力

なしで、最後は一般会計からどんどん繰り入れればいいとするならば、市民

の負担と行政の責任の関係が非常に曖昧になるおそれがあり、何らかの原則

が必要であります。 

その解決のために、財政運営の責任を都道府県に担わせるというのが今回

の社会保障制度改革の根幹であります。一般会計からの繰り入れに対する基

本原則は、一般会計の財源は国保加入者以外の市税も含まれていることを踏

まえ、慎重に行うことが必要であります。保険料額を一律に軽減するなど赤

字補填を目的とする繰り入れは行わないものと考えるのか、市長の見解を伺

いをいたします。 

また、国保財政の健全化、公平性、公正性の国保の観点から、保険料の収

納率の向上や保健事業による医療費抑制など、積極的に推進する体制づくり



が必要と思いますが、あわせてお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長 

まず、国民健康保険の法定外の繰り入れについてでございますけれども、

この国民健康保険は特別会計で行っているわけでございますけども、特別会

計はその会計内で収支を保つことを原則としているわけでございます。 

国保会計につきましては、先ほどの御答弁で申し上げましたような構造的

な問題から赤字基調が続いておりまして、本年度保険料率の見直しを行いま

したけれども、被保険者の急激な負担増を避けるために一般会計の状況を勘

案しながらではございますが、法定外の繰り入れを行ったところでございま

す。 

今後につきましても、もちろん特別会計、その会計内での収支を保つとい

うことが原則ではございますけれども、一般会計の財政状況等を勘案しなが

ら、その時々の状況を判断しながら、この実施について判断してまいりたい

と考えております。 

また、収納率の向上や保健事業による医療費抑制の体制づくりということ

でございますけども、収納率の向上につきましては、徴収率の高い先進地の

指標を参考に抜本的な徴収事務、徴収体制の見直しを行う必要があると考え

ております。 

保健事業につきましては、これは健康のほうの保健事業でございますけれ

ども、保健事業計画や昨年策定したデータヘルス計画により、糖尿病性腎症

重症化予防事業、ジェネリック医薬品利用促進通知の発送等を実施しまして、

医療費の抑制につなげ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 

それで前回、保険料の値上げを行いました。そのときの条件っていったら

あれですけれども、一般会計から繰り入れを一定額するんだと、それで保険



料を抑えていくんだっていう設計図の中で、保険料の率を決定をしたってい

うふうに私は認識をしておるんですけれども、方向性として米子市の一般財

源の財政状況も勘案するっていうのはわかるんですが、市長としては前回つ

くった保険料の設計図っていうのはそのまま維持をしながら、基本的にはも

う入れていくんだという考え方なのか、それとも、いや、それはそうじゃな

いんだと、もう財政状況を勘案してこの年はしないんだっていうような考え

方でやっていくのか、その辺の考え方について聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 角副市長。 

○ 角副市長  

今年度の保険料率の改正に当たりまして、中期的な将来推計を行ったと

いうことで、推計表をつくりまして、その中で１億5,０００万程度という繰

入額をお示しをしておりますが、これは将来にわたって拘束するという意味

合いで提出したものではありません。 

先ほども議員が言われましたように税で補填とするということは、他の保

険者に属しておる不特定の一般市民の税でもって特定の保険者の赤字を補填

するということで、決してこれは好ましいことではないというふうに考えて

おります。 

したがいまして、そのまま繰り入れを継続維持するということは避けなき

ゃいけないと思います。その前にやるべきことがまだあるというふうに考え

ておりますので、赤字体質の解消に向けましてもろもろの施策を強力に展開

していきたいというふうに考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。なら次、保険料の徴収に対する考え方についてお伺いをい

たします。 

本市のみならず、多くの自治体では歳入確保のため自主財源の確保に積極

的に取り組んでいます。米子市の２６年度運営方針と目標には、高齢社会の



進展等に伴い医療費の増加が見込まれることから、引き続き医療費の適正化

に取り組むとともに、保険料収納対策の強化を図り、国民健康保険事業の健

全な運営を図り、収納率向上に取り組んでいますと、こういうふうに出てお

りますけれども、そこで今取り組んでいる収納対策と評価、今後検討してい

る対策についてお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 長井市民環境部長。 

○ 長井市民環境部長 

現在取り組んでおります収納対策と評価、今後検討している対策について

でございますが、まず今の取り組みにつきましては、滞納整理システムを活

用した滞納者への早期対応、接触機会の拡大、厳正な滞納処分の執行に加え

ましてペイジー口座振替受け付けサービスの導入による口座振替の加入促進

を図るなど、徴収率は年々向上してきておりまして、収納対策の効果は上が

ってきているものと考えております。 

今後検討している対策につきましては、滞納整理システムのさらなる活用

を図り、厳正な滞納処分を実施するとともに、ペイジー口座振替受け付けサ

ービスなどによる口座振替の加入促進の取り組みを強化してまいります。ま

た、本年６月策定の第３次米子市行財政改革大綱実施計画に国保の現年徴収

率を平成３１年度に９４％とする徴収目標を掲げたところでありまして、市

税と滞納整理対策本部において徴収体制の検証を行うとともに、徴収率の高

い先進市の手法を参考に抜本的な徴収事務、徴収体制の見直しを行う必要が

あると考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで、収納対策というのはこれからしっかりとやっていただきたいと思

うんですけれども、あの目標が３１年度に９４％というふうに掲げておられ

るわけですけれども、これは来年からですけれども、1％ずつ上げてこないと

実際には達成できない目標になってるわけです。そういう意味では先ほど言



いましたように、先進地等も含めてしっかりといろいろな対策をとっていた

だいて、収納率を上げるように頑張っていただきたいなと、こういうふうに

要望しておきたいなと思います。よろしくお願いします。 

次ですけれども、災害に強いまちづくりについてお伺いをいたします。未

曾有の被害が発生した東日本大震災から４年が経過し、1万6,０００人を超え

る方が犠牲になられ、いまだに2,５００名を超える方が行方不明であり、１

９ 万9,０００名を超える方々が全国で避難生活を余儀なくされております。 

東日本大震災以降、我が国の災害対策は大きな見直しを余儀なくされ、切

迫した災害対策として防災基本計画の見直しなどのほか、今後、発生が危惧

されている南海トラフ巨大地震、首都直下型地震、火山噴火、大規模水害等

の対策についても取り組みがなされています。 

また、地震に限らず、竜巻や豪雨、台風などによる大きな被害が発生して

おり、自然がもたらす災害による被害を軽減する取り組みなどの減災も求め

られております。そうした中、東日本大震災における対応を検証し、教訓を

総括するとともに、大規模災害に備えた防災対策の充実強化を図ることを目

的に、災害対策基本法等の改正が昨年６月２１ に公布されました。また一方

で、建築物等のさらなる対策の一つとして、建築物の耐震改修の促進に関す

る法律の改正が一昨年１１月２５日に施行されました。災害対策基本法等の

一部改正する法律では、住民等の円滑かつ安全な避難の確保策として、高齢

者、障がい者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿を作成し、

本人からの同意を得て、消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供す

るものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとす

るとしていますが、問題は要支援者をいざというときにどのように援護し、

安全に避難の確保ができるのかどうかであります。米子市では、避難体制を

どのように進められようとされているのかお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 斉下福祉保健部長。 

○ 斉下福祉保健部長  

避難行動要支援者に対する避難体制についてでございますが、本市におき

ましても災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者名簿を作成してお



り、大規模な災害が発生し、生命、身体に危険が及ぶような場合には、御本

人の承諾なしに消防、警察等の関係機関へ情報を提供することとしておりま

す。 

また、御本人からの申し出があった場合には、事前に個人に係る情報を自

治会や自主防災組織等に提供し、災害時における避難マップ等に活用いただ

いてるところでございます。 

要支援者登録申請は市役所の窓口で受け付けをしておりますが、登録を推

進するため、現在、各公民館等に出向いて登録申請の出張受付を行っている

ところでございます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで、要支援者となる可能性のある方っていうのは各地域にたくさんお

られるとは思うんですけれども、その方たちの広報っていうですか、公民館

でやってますよというような広報的なもん、周知の仕方、民生委員さんとか、

それから在宅福祉員さんとか、あのような方に協力をいただくとは思うんで

すけれども、その点で漏れのないような体制っていうのをつくっていただけ

ると思うんですけれども、その辺の取り組みについてお伺いをしておきたい

と思います。 

 

○ 渡辺議長 斉下福祉保健部長。 

○ 斉下福祉保健部長  

登録出張受付に関しましては、先ほど議員おっしゃっていただきましたよ

うに、自治会、民生委員さん等の御協力を得まして、地元のほうに出かけま

して漏れのないように登録を進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  



よろしくお願いしたいと思います。それから、実際に公民館で受け付けを

して、この人は緊急時に避難をする人なんだよというのが確定になった場合

に、その先、本当に避難ができるのかっていうところが私は問題だと思って

るんです。そういう意味で関した場合には、その後の体制っていうのは各自

治会だとか自主防災組織とか、そういうところにお願いをするっていう形に

なると思うんですけれども、その辺で本当に米子市の行政として何かもう少

し手当てができるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、その

辺は自治会とかその辺に投げやり、まあ申しつけるっていうんですか、そう

いうような形になるのか、その辺ちょっと聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 斉下福祉保健部長。 

○ 斉下福祉保健部長  

実際に災害が起こりました場合には、もちろん本市でございますとか、消

防等が早急に対応することにはなると思いますが、実際は一番身近におられ

ます御家族、御近所の方がやはり最初に対応していただくということが必要

になると思います。ただ、この場合はもちろん御本人、御家族、それらの方

の御自身の安全というのが一番でございますので、日ごろの御近所のおつき

合い等で気にかけていただく中、御自身の身の安全を図った上でそういうこ

との気にかけ合いの中で、この要援護者、そういう配慮の必要な方を助けて

いただけたればというふうに考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それはこの要援護者なんですけれども、実際には避難をさせる体制ってい

うのは、これは自治会でつくるべきっていうふうに認識しておられるんです

か。その辺をちょっと聞いときたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 菅原総務部長。 

○ 菅原総務部長  



実際に避難をされた方々の御支援といいますか、一般の市民の方とどこで

区分けするかというのはなかなか難しいと思います、要援護者の方々ってい

うのはですね。ただ、やはり避難をされている方が不安がられないように市

の行政としても支援をしていきたいと。一般市民の方と同様に自治会の方々

の支援も含めながら支援をしていきたいと思っております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

私が聞きたかったのは、避難された人の後の話じゃなくて、避難をするそ

の体制っていうですか、仮にここは独居だよと、この人をきちっと避難する

ためには、ほんなら近くのこういう人が連携をとって、ほんなら避難させま

しょうとか、いろいろな形ができると思うんですよね。その体制っていうの

は、それはある面では自主防災組織とか自治会とか、その辺が名簿を送りま

した後はどうするんですかっていう話なんですよ。 

 

○ 渡辺議長 斉下福祉保健部長。 

○ 斉下福祉保健部長  

先ほど申し上げましたように災害が起こりましたときの対応は、基本的に

は市なり消防なりの組織のほうで対応するものですので、御避難につきまし

てもその手順でするものだと考えておりますけれども、ただ実際、現場に到

着するまでにはしばらく時間がかかるということがあると思いますので、一

番近い方として今の御自身の安全を確保した上で、対応できるところはお願

いしたい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  

またまた議論しましょう。どっちにしてもですね、やっぱりこう何ですか、

身近で本当に手を差し伸べてあげなければならないっていう人がたくさんお

られると思います。それをどのような形で避難するかっていうのは今後の課



題だと思いますので、また議論をして、また進めたいなとこういうふうに思

っております。 

それから次に、米子市でも過去に自然がもたらした被害は多く発生してお

り、地震を初めとする防災危機体制の強化と、防災の基本である自助、共助、

公助を初めとする地域防災力への取り組みがなされています。地域防災力の

鍵を握る消防団員については、先ほど門脇議員も質問されましたけれども、

１９６５年には約１３３万人、５０年後の２０１３年には３分の２の８７万

人と減少しております。 

また、団員の被雇用者は近年では７０％を超えていて、地域防災の担い手

である地域消防団の充実強化、また、もはや消防団は防災団としての役割を

求められております。また、周りの企業や地域社会も発想を変え、ともに地

域の担い手としていただくための取り組みについてお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 菅原総務部長。 

○ 菅原総務部長  

企業や地域社会とともに取り組みます消防団の充実強化についてでござい

ますが、団員の約７ 割がサラリーマンやＯ Ｌ などの被雇用者という中、団

員確保のためには被雇用者が入団しやすく、かつ団員として活動しやすい環

境を整備する必要があるところから、消防団活動に理解を示す事業所を協力

事業所として認定し、事業所と新たな協力体制を構築することを目的といた

しました消防団協力事業所表示制度を今年度導入することとしております。 

また、県消防協会主導で、消防団応援の店制度が始まることに合わせ、こ

の制度に加入していただいた事業所に米子市独自で作成するステッカーを配

付するなどして、消防団を地域で盛り上げることとしております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで今、答弁をいただきました。協力事業所に、ある面では米子市独自

のステッカーとか、それから協力体制を構築するっていうことで表示をする



というようなことでありますけれども、実際にこれはあれですか、米子市の

職員さんが各事業所を回られて、消防団のこういうような活動に協力してく

ださいっていうような形で回られるっていうことはあるんですか。その辺ち

ょっと聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 菅原総務部長。 

○ 菅原総務部長  

担当が防災安全課でございますので、防災安全課の職員が手分けして事業

所のほうを回ることとしております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。この消防団もだんだんだんだん減りつつありますし、いろ

んな形での協力体制をつくっていただくようにお願いをしておきたいと思い

ます。 

また、平常時だけでなく、大規模災害に要する資機材の運用や消防水利の

あり方も問われております。東日本大震災では特に津波の被害が大きく、多

くの消防関係者、庁舎、消防車両、消防水利が被災をしております。消防署

の場所、消防器具、倉庫なども総点検すべきではないかと思いますが、見解

をお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 菅原総務部長。 

○ 菅原総務部長  

施設等の総点検についてでございますが、消防署施設や消防団施設ととも

に津波による被害が想定されていない場所に設置されておりまして、現段階

においては設置場所そのものの総点検は考えておりませんが、毎年この時期

に２２カ所ある消防団車庫や４カ所ある水防倉庫を総点検し、損耗や破損し

た施設の箇所や資機材などは修繕、交換するなど、適正な維持管理に努めて

おります。また、市内に７カ所あります備蓄倉庫につきましても１年間に数



回、点検を行っており、使用期限が来る物資は更新しております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

津波に関しては、どっちかいうと海辺に近いにところしか来ないという想

定にはなっているわけですけれども、日野川を初め２ 級河川等でハザードマ

ップをつくり直しましたよね。 

これに関して備蓄倉庫とか、それから消防車庫とか、いろんな倉庫とか、

その辺がある面では被災を受けるんじゃないかなって、そういうふうに危惧

するところなんですけれども、その辺の点検もあわせてすべきじゃないかな

と思いますけれども、その辺について聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 菅原総務部長。 

○ 菅原総務部長  

水防倉庫についてでございますが、御指摘のように予期せぬ大雨によりま

して、その洪水で堤防が決壊するなど、災害が発生するまでに迅速な水防活

動が行える場所に設置してあるかどうかというような視点からも総点検をし

てまいりたいと考えておるところです。 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

ありがとうございます。よろしくお願いします。次ですけれども、消防団

員確保の推進について伺いをしておきたいと思います。近年、地域防災に重

要な役割を果たしている消防団の団員数減少や高齢化などで、消防団活動の

維持が難しくなっております。東日本大震災の教訓も踏まえ、平成２５年１ 

２月に消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が成立をいた

しまして、国は一層の人材確保策を求めているところであります。 

消防団は消防本部や消防署と同様に消防組織法に基づき、それぞれの市町

村に設置される消防機関で、地域における消防防災のリーダーとして、平常



時、非常時を問わず、その地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重

要な役割を担っています。昨年４月１日の速報値によると、全国の消防団員

数は８６万4,６３３人と前年より4,２３９人減少しており、都道府県別に見

てもほとんどの地域で減少傾向にあります。 

団員数が不足する背景には、人口の過疎化、少子高齢化社会の到来や地域

への帰属意識への低下、仕事との両立の難しさなどがあると見られておりま

す。こうした中、公務員や大学生、一般企業の人、そして女性にも地域防災

力の担い手として参画しやすい環境を整備することで、消防団の確保を促そ

うと独自の支援策に取り組んでいる自治体が出てきております。本市での取

り組み状況についてお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 菅原総務部長。 

○ 菅原総務部長  

消防団員の確保の推進についてでございますが、現在、被雇用者の増加等

によりまして、平日、日中の地域防災力が低下されるという懸念がされるこ

とが現状でございまして、それを打開するためにもボランティアとしての消

防団員サポーター制度の導入に向けまして、先進地の取り組み状況を研究し

てまいりたいと思っております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

消防団員サポーター制度、消防団の退職された方とか、いろんな方を巻き

込んで強力に推し進めていただきたいなと、こういうふうに思います。次に、

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正では、法で耐震診断が義務化さ

れる要緊急安全確認大規模建築物として、病院、店舗、旅館等、不特定多数

の者が利用する建築物等が、また地方公共団体が耐震改修促進計画に記載を

することにより耐震診断が義務化される要安全確認計画記載建築物として、

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物等が規定されております。そこで、今回

の法改正に伴う本市の対応についてお伺いをいたします。 



○ 渡辺議長 細川建設部長。 

○ 細川建設部長  

耐震改修促進法の改正に伴います本市の対応についてということでござい

ます。法律に基づき耐震診断が義務化された要緊急安全確認大規模建築物に

ついては、所管行政庁への耐震診断の結果報告が求められております。 

本市においても当該建築物の所有者に対し、説明や指導を行っており、特

に民間の建築物につきましては補助制度を拡大し、耐震化の促進を求めてい

るところでございます。 

また、地方公共団体が作成する耐震改修促進計画につきましては、法律の

改正を受け、現在、県が計画の改正作業中であると伺っております。市町村

は県の計画に基づき、計画を定めるよう努めることとされております。県の

改正計画を受けた上で、本市の計画を改正していくというふうに考えており

ます。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

次に、人口減少社会、激減社会と米子市の将来についてお伺いをいたしま

す。民間の有識者で構成される日本創成会議は、２０４０年までに全国の過

半数の自治体で出産期に当たる２０歳から３９歳の女性が半数以下になると

の推計を発表をいたしました。米子市の場合は４1.０％ の減、総人口１１万

6,１４２人との推計になっております。 

これらの自治体では出生率が上がったとしても、若年女性の流出が影響し

て人口減少が加速し、将来的には消滅の危機にさらされるということです。

自治体の人口は１万人を下回ると、必要な公共サービスの維持が難しくなる

からであります。 

そこで２０４０年までに全国の過半数の自治体で、出産期に当たる２０歳

から３９歳の女性が半数以下になり、人口減少が加速し、将来的には消滅の

危機にさらされるという日本創成会議の発表を市長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。 



○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

日本創成会議が発表された消滅可能性都市についてでございますけれども、

この発表は出産適齢期の女性が減少し、出生数が減っていくと、自治体経営

そのものが成り立たなくなるということを世論に提起されたものと認識して

おりますけれども、この推計は出産適齢期の女性人口の推移による分析のみ

でございまして、推計値や解釈自体に少し偏りがあるのではないかなと思っ

ております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

ただ創成会議の意図は現状を直視し、必要な対策を酌み上げて早急に講ず

べきとの警鐘を鳴らしたことにあって、推計も１つのあり得る可能性を示し

たものだと私も思っております。 

自治体消滅の一因には地方から都市部への人口流出もあります。特に東京

では今後、後期高齢者が激増するため、介護関係者の流入が見込まれ、一極

集中にさらに拍車がかかる懸念もあり、可能な限り対策を急がなければなり

ません。 

まず求められているのは、子育てしやすい環境づくりであります。近年、

日本の合計特殊出生率は1.４程度にとどまっていますが、結婚や出産に関す

る制度が実現した場合、出生率は1.８程度になると言われております。 

人口急減を避けるためには、出生率の向上や若者雇用の場をふやさなけれ

ばなりません。トータルで魅力づくりに取り組むことが不可欠であります。

地場産業の活性化、地域資源の有効活用で産業の活性化につながるべきです。

市長の見解をお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

人口急減を避けるために産業の活性化を図るべきとの御提案でございます



けれども、急激な人口減少を抑制するためには、本市の持つ強み、特性や地

域資源などを有効に活用しながら、地域経済の活性化、雇用の確保、移住定

住、結婚・出産・子育て支援、広域連携の推進などに総合的に取り組み、出

生数の増加や若者の定住、定着、ふるさと回帰などを図っていくことが必要

であると考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

政府は地域の魅力や特色を生かした地域活性化モデルケースを３３件選定

し、こうした先進例などをもとに今後、人口減少などを乗り越える活力ある

地域づくりのためのビジョンを提供し、その具体化を図っています。 

このため地域が直面している２つのテーマ、１つが超高齢化、人口減少社

会における持続可能な都市、地域の形成、２つ目に地域産業の成長、雇用の

維持創出について総合的に改革する取り組みを行うモデルケースをそれぞれ

選定するに当たって、昨年３月２５日から４月２１日にかけての提案の公募

を行った結果、１３５件の提案がありました。 

政府の地域活性化ワーキングチームによる評価を経て、３３モデルに絞り

込みました。こうした先進例などを参考にして、活力ある米子市づくりのた

め検討されるべきと思いますが、市長の見解をお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

国の地域活性化モデルケースでございますが、こうしたモデルケースを初

め全国の先進事例について参考とすべき点があれば、本市の今後のまちづく

りにも生か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  

３３モデルケースがあるというふうに出ておるんですけども、それは掌握

しておられますでしょうか、聞いておきたいと思います。 

 

○ 渡辺議長 白石企画部長。 

○ 白石企画部長  

地域活性化モデルケースについてでございますが、超高齢化、人口減少社

会における持続可能な都市、地域の形成をテーマとして３３件のうち１６件、

例えば熊本市では超高齢化や人口減少社会に対応した持続可能な多角連携都

市の実現に向けて事業に取り組んでおられます。 

地域産業の成長、雇用の維持、創出をテーマとしては３３件のうち１７件

でございまして、例えば愛媛県の西条市では四国経済を牽引する総合６次産

業都市の実現に向けた事業に取り組んでおられると承知いたしております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

また、日本創成会議は合計特殊出生率が全国最低の東京などの大都市に若

者が吸い込まれて人口減が加速しているとも指摘をしております。その対策

として、地域ごとに拠点都市をつくり、周辺自治体を支える仕組みづくり、

都市から住みかえる人への税制優遇、出生率を３５年までに2.１に引き上げ

ることが必要と訴えております。 

自治体にも相応の覚悟と努力が求められております。人口減社会は避けれ

ない事実であります。しかし、人口急減社会だけはあらゆる政策を総動員し

て解決すべきであり、実際に育児支援策を全国屈指の水準に拡充することで、

急減する出生率が上昇傾向に転じた自治体もあります。 

若者雇用創出、地域の活性化などに粘り強い取り組みを続けていかなけれ

ばならないのは、こうした時代の要請そのものであります。 

大都市への人口流出などの影響で地方都市の疲弊が指摘されて久しい現在、

日本創成会議も地方ごとに拠点都市をつくり、周辺自治体を支える仕組みづ



くりを要請をしております。その意味で、手薄な分野を補完したりする周辺

自治体との連携強化がますます重要になってきます。今後の広域連携につい

て、見解をお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

今後の広域連携ということでございますが、本市はこれまでも中海圏域に

おける定住自立圏の中心市や鳥取県西部圏域における中核都市としての役割

を担ってきておりまして、現在策定中の地方創生総合戦略におきましても広

域連携の推進を政策の１つとして位置づけたいと考えておりまして、今後も

周辺市町村との連携の充実強化を図っ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  

少子化の影響で将来の労働力人口の減少どころか、特に女性が流出し、自

治体消滅が叫ばれる中で、昨年の５月、我が公明党があらゆる分野での女性

応援プランを安倍総理に提出をし、女性の力を社会の隅々で生かすように提

言をいたしました。これは公明党の女性議員が全国で勢力的に調査をし、女

性の生の声が詰まった内容となっております。女性の力が社会の中で発揮さ

れるためには、女性の働き続けられる就労環境の整備は喫緊の課題でありま

す。特に子育てで一旦離職しても再就職できるような職場環境づくりや、男

女がともに仕事と家庭等を両立できるようなワーク・ライフ・バランスがと

れた暮らしの普及の図ることも重要であります。市長の見解をお伺いをいた

します。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

女性の職場環境づくりやワーク・ライフ・バランスの普及についてでござ

いますが、少子高齢化に伴い労働力人口の減少が懸念される中、子育てのた



めに離職した女性を含め、女性の就労が期待されているところでございます。

このためには安心して働くための職場環境の整備が必要になりますので、

国・県など関係機関と連携しながら対応してまいりたいと考えております。 

また、働く人たちが安心して生活し、働き続けられる環境の実現は活力の

ある社会の創出につながるため、第２ 次米子市総合計画におきましてワー

ク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいるところであり、男女共同参画

セミナーなどを通じて啓発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  

女性農業者は生産者であることに加え、消費者の立場から農産物を客観的

に捉えることができ、６ 次産業化など消費者ニーズを生産現場へ展開するた

めに不可欠な資質を持っていて、非常に貴重な農業従事者であると考えてお

ります。 

これまで、女性の能力を十分に生かされていない分野に農業、水産業があ

ります。それらの分野の振興策に女性の視点を反映し、積極的に活用すべき

と考えますが、市長の見解をお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 野坂市長。 

○ 野坂市長  

農業、水産業の分野で女性が従事することについてでございますけれども、

女性は農林水産業の活性化において重要な役割を果たし、６次産業化などの

担い手としても大きく期待されているところでありまして、女性の参加、参

画を進めていくことが必要であると考えております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで、この女性の視点ということなんですけれども、農業、水産業でど



のような形での取り組みをされているのか具体的に聞いておきたいと思いま

す。 

 

○ 渡辺議長 湯浅経済部長。 

○ 湯浅経済部長  

具体的な取り組みということでございますが、まず農業の分野では、女性

の農業経営の参画を図るための家族経営協定の締結の促進や農業関係の検討

会などでの女性委員の登用、ＪＡ鳥取西部におきます女性会の活動など、関

係機関と連携をいたしまして取り組んでいるところでございます。 

また、水産業につきましては、平成２５年度女性や若い人の視点から簡単

にできる料理方法のレシピ集を作成し、米子市漁協の女性職員とともに公民

館祭の来場者や在宅宅配サービスの従事者の方々に試食していただくととも

に、そのレシピ集を配布いたしております。今年度は新たに米子漁協組合員

の奥様にも参加をしていただき、女性ならではの取り組みをしていく予定に

しております。 

 

 

○ 渡辺議長 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。処理場

の設置計画については、事業実施主体を環境プラント工業から鳥取県環境管

理事業センターに変更をし、その後、事業計画の点検をしていると理解をし

ておりますけれども、検討状況が我々には伝わってまいりません。全員協議

会以降の点検状況と、いつごろをめどに条例手続を開始されるのか、今後の

スケジュールについてお伺いをいたします。 

 

○ 渡辺議長 長井市民環境部長。 

○ 長井市民環境部長  

産業廃棄物最終処分場の事業計画書の検討の状況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事業主体として、より安全で安心な事業計画



とする観点から、これまでとは別のコンサルタントに委託して従来の事業計

画案全体を審査、検討されており、より安全性を高める方策として別案も検

討し、現計画と比較検討した上で最良の事業計画を策定されるとうかがって

おります。条例手続の開始時期につきましては、１０月中から別案の検討を

され、事業計画書の提出は平成２８年以降になるとうかがっております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

それで、ちょっと聞いておきたいと思うんですけれども、今、別のコンサ

ルに委託をして検討しておられるということでありますけれども、仮にその

計画自体が変わってくる場合もあると思うんですけれども、そうした場合に

は環境影響調査だとか、その他いろんな部分に関してのその辺の分の変更も

あり得るとこういうふうに認識していいものか、その辺聞いておきたいと思

います。 

 

○ 渡辺議長 角副市長。 

○ 角副市長  

整備の事業主体が環境管理事業センターにかわったわけでありますが、セ

ンターが別の委託業者に再度の検討を発注しておりまして、８月に入りまし

てその報告がなされました。 

この報告の概要でありますけども、１点目が現計画は既設の一般廃棄物最

終処分場と運営会社が同一であると、民間事業者のために防災調整池など、

既設の一般廃棄物処分場と連携させた設計になっているが、主体変更に伴い、

一般処分場と地下集排水の管理区分を明確にするための対策が必要というこ

とが１点目です。 

２点目でありますけども、上部擁壁の基礎地盤は埋め立て廃棄物であり、

構造物の安全性確保の観点から十分な配慮が必要であると、地盤改良が必要

な場合は遮水シートへの余分な負荷、破損リスクにも配慮が必要である。下

部擁壁の遮水シートを施工する際にも、十分な配慮が必要であると。 



このために、区画割り擁壁にかわる案を検討することが必要であるという、

大まかにこういう一次報告が出ました。 

これを受けまして、鳥取県のほうがセンターに対して指示を出しておられ

ます。全体的にこの指摘を受けましての再度の検討を行い、別の案を策定す

ることということでございますので、１０月に別案の検討がなされます。 

その結果によりましては、今おっしゃいましたようなことも可能性として

はあるのではないかなというふうに思っております。 

 

 

○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

わかりました。私もほんなら注視をしていきたいと思います。 

地元自治会との協定についてお伺いをしておきたいと思います。今回の計

画では基本協定書と環境保全協定書の２つの協定書を締結し、地元自治会か

らの要望等に基づき、鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例を活用しなが

ら地域振興策を取りまとめ、地域振興計画を策定するとなっております。地

域保全協定の具体的な内容と地域振興計画の進捗状況についてお伺いをいた

します。 

 

○ 渡辺議長 長井市民環境部長。 

○ 長井市民環境部長  

環境保全協定の具体的な内容についてでございますが、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と、地元住民に対する事前説明会で説明をされて

おります。 

また、地域振興計画の状況についてですが、既に要望事項を提出された自

治会もあり、鳥取県環境管理事業センターが内容の確認をされているとうか

がっております。 

 

 



○ 渡辺議長 安田議員。 

○ 安田議員  

時間もありませんので、またの機会を通してまた質問をさせていただきた

いなと思います。以上で終わります。 

 

○ 渡辺議長 長井市民環境部長のほうから、落ちですか、答弁の。 

どうぞ。 

○ 長井市民環境部長  

先ほどの安田議員さんの市長会要望に対する国の回答についての御質問に

ついてですけれども、国の回答といたしましては、平成３０年度の広域化に

合わせて支援を拡充していくとのことでございます。 

 

○ 渡辺議長 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 

午後４ 時２ ４ 分 散会 

 

 


