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〔安田議員質問席へ〕 

○  安田議員 

私は、平成２７年１２月米子市議会定例会に当たり、大要２点について質

問を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、教育委員会制度改革に対する認識と考え方についてお伺いをいた

します。 

２０１１年、大津市で起きたいじめ自殺問題で教育委員会制度を見直す

地方教育行政法が改正され、本年４月に施行されました。その趣旨は、教育

の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任

の明確化や迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るためのも

のであり、またこの改正で戦後教育行政の大きな転換になるとも言われてい

ます。 

このことは何度か議会でも取り上げられた経緯もありますが、今回の改正

を受け、改めて教育行政としてどのように認識されているのかお伺いをいた

します。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

教育委員会制度改革についてでございますが、今回の地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の改正では、教育の政治的中立性、継続性、安定性を

確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制

の構築、首長と教育委員会との連携の強化などの改革を行うという趣旨に基

づきまして、教育委員長と教育長の一本化、総合教育会議の設置、首長によ

る教育に関する大綱の策定などが規定されたわけでございます。 

教育行政を担う立場から申しますと、教育委員会は引き続き教育行政の執

行機関でございますので、その職務権限は従来と変わりませんが、今回の法

改正の趣旨を踏まえ、市長と教育委員会とが従来以上に連携し、本市の教育



行政を適切に推進していかなければならないと認識しております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

教育委員会制度改革では新 たに総合教育会議を設け、主催する首長が教育

委員会と協議をして教育方針である大綱を決定するなど、改正の一番のポイ

ントは自治体の長の権限を強めたことと言われています。 

教育委員会制度は教育の一般行政からの独立を掲げたものであり、それが

６０年ぶりに改正となりましたが、政治的中立を守るため教育委員会を残す

ことでバランスをとったわけでありますが、学校や教育委員会の領分に踏み

込む提案が自由にできるのではないかという心配もあります。 

そこで、今回の改正の一番のポイントである首長の権限強化を受けて、こ

の総合教育会議をどのように運営していくのか、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  

総合教育会議の運営についてでございますが、本市では去る１０月３０日

に第１回目の総合教育会議を開催いたしまして、会議の運営方法や大綱の取

り扱いなどについて協議、決定をしたところでございます。 

今回の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正では、趣旨の一つ

に地方教育行政における首長との連携強化がうたわれておりまして、総合教

育会議の設置はその一環でございますが、この会議により首長と教育委員会

の両者が教育政策の方向性を共有し、一致してその執行に当たることが可能

になるとされております。 

私といたしましては、この法改正の趣旨を踏まえ、教育委員会が引き続き

教育行政の執行機関であることを念頭に置きつつ、総合教育会議を適切に運

営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  

それで、この総合教育会議でありますけれども、これ以外に教育長とまた

市長とが教育行政に対して連携をとってるというようなことはあるんでしょ

うか、それを聞いておきたいと思います。 

 

○渡辺議長 平木教育委員会事務局長。 

○平木教育委員会事務局長  

市長と教育委員会、教育委員でございますけれども、これが連携をとる一

つの形として、毎年度予算の要求時期にその編成に関して意見交換をするよ

うな場を設定しております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

それ以外に庁議とか、そういうところではこの教育行政に関しての意見交

換みたいなものはあるんですか。 

 

○渡辺議長 野坂市長。 

○野坂市長  

庁議にも教育長及び教育委員会事務局長には出席していただいておりまし

て、教育委員会に関連するものにつきましては、当然ですけども、その庁議

の場での議題になることもございますし、緊密な連携に努めてるところでご

ざいます。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

次に、少人数学級の成果と今後の課題についてお伺いをいたします。昨年

秋、財務省は公立小学校の１年生で導入されている３５人学級を見直し、４



０人学級に戻すことを予算要求に盛り込みましたが、政府の反対で断念いた

しました。 

財務省案に対し、文部科学大臣はきめ細やかな指導においては３５人学級

が望ましいと反論をしていました。そも そも少人数学級について、文部科学

省は世界最高水準の教育力を目指し、教員が子どもと向き合う時間の確保な

どによる質の高い教育が急務として、平成２３年度から小学校１年生を対象

に３５人学級を導入した経緯があります。 

財務省の案については、公教育支出の対ＧＤＰ比率が先進国の中で最低水

準である我が国において、さらに教育費を削減することとなり、明らかに逆

行してるとの批判の声も多いところでありました。そこで、改めて少人数学

級の成果と今後の課題についてお伺いをいたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

少人数学級の成果ということでございますが、少人数学級についての県の

調査によりますと、教員側からは子どもの学習状況の適切な把握ができる、

きめ細かな指導ができる、つまずきに応じた指導の工夫ができる、心のサイ

ンをキャッチして迅速な対応ができるなど、また保護者側からは親として安

心感がある、子ども同士、子どもと先生のコミュニケーションがとれてよい、

先生が子ども一人一人をしっかり見ることができる等の調査結果が上がって

おります。 

これらのことが少人数学級の成果であると考えております。また、今後の

課題というお尋ねもございましたが、質問の中で御指摘もありましたように、

国の制度としてはまだ小学校１年生しか導入されておりません。このことが

ぜひ拡大の方向で進めていただけるように 私ども願っておりますし、そのこ

とが大きな課題であるというぐあいに思っております。  

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  



財務省が言っている４０人学級に戻すことを求める方針の根拠として、３５

人学級実現以前と以後を比較すると、不登校は減少したものの、いじめは増

加し、暴力行為も増加したので、目立った改善も見られないと判断し、効果

なしと結論づけております。ここで重要なのは、不登校は 発生件数であり、

いじめ、暴力行為は認知件数であるということ、言いかえれば暴力行為、い

じめは見つかった、見つけることができたということは、３５人学級によっ

ていじめや暴力に対して教師の目にとまり、そして不登校が減ったというこ

とになります。 

鳥取県では小学校１、２年生においては３０人以下、中学校１年生におい

ては３３人以下を学級編制の標準と定め、市町村の協力を得ながら少人数学

級を実施しています。現状維持については国や県にしっかり働きかけていた

だくことを期待いたしますが、今後の当局の対応についてお伺いをいたしま

す。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

少人数学級の現状ということでございますが、先ほど課題のところでも申

しましたように、国の制度としてはまだ小学校１年生しか対応していただい

ておりません。そして、鳥取県では学校生活への円滑な移行や基礎学力の定

着等を目的とし、県と市町村の協力により平成１４年度から小学校１、２年

生で３０人学級を実施し、平成１５年度から学級規模に応じて段階的に中学

１年生で３３人学級を実施してまいりました。 

さらに、平成２４年度からは少人数学級の対象学年を拡充し、県と市町村

が協力して小中学校のその他の学年を３５人学級として独自に実施してまい

りました。今後につきましても、少人数学級実施事業は重点事業と捉え、県

とも連携をとってまいりたいと考えておりますし、県と歩調を合わせて国の

ほうに制度として導入していただけるよう働きかけ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、各校の教育課程の独自性についてお伺いをいたします。小学校では

平成２３年度から、また中学校では平成２４年度から全ての教科等で新しい

学習指導要領による教育が始まりました。 

主な改定のポイントとしては、学校で学ぶ内容の充実や授業時間数の増加

が図られ、また子どもたちの生きる力を育むことを目指しており、そのため

には学校や家庭、地域の連携協力が必要と明記されております。この新学習

指導要領の生きる力の第１章、第４では、各学校においては、 学校の創意工

夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画、すなわち教育課程

を作成すると定められております。そこで、各校の独自性についてお伺いを

いたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

各学校の教育課程の独自性についてという御質問でございますが、今、安

田議員のほうからも説明がありましたように、教育課程とは各教科・領域の

目標を達成するために文部科学省が示した学習指導要領の内容を踏まえて作

成する学校の教育計画のことでございます。この教育課程については、地域

や学校及び児童生徒の実態に応じて学校長が編成するものでありますので、

市内におきましても地域の伝統文化や特色を生かし、教育課程の編成を行っ

ているところでございます。 

具体的には、特別活動や総合的な学習の時間を通して、発達段階に応じな

がら、地域の方の御協力を得たり地域の施設等を活用したりして学習を進め

ているところでございます。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  



地域の文化や歴史、自然などを基調とした独自の教育課程が編成され、地

域に根差した学校風土を大切にした教育活動が展開されています。 

学校の双方向のかかわりのもとに子どもを育てていこうとする学校支援ボ

ランティア制度がスタートをしていますが、地域とのかかわりや地域の特色、

すなわち伝統や歴史、文化、風土等を生かしたその地域に合った形を見出す

ことが大切であります。 

その中心的な役割を担う学校支援ボランティア制度についてさらなる充実

が求められ、学習指導要領にも明記されているとおり、校区市民がその校区

の学校の教育課程に基づく特徴ある教育活動に携わりながら、家庭、学校、

地域それぞれがしっかりした連携を図っていくことが重要であります。そこ

で、地域間に取り組みの格差、温度差がないのか見解をお伺いをいたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

学習指導要領に示されました子どもたちの生きる力を育むためには、多く

の人々とのかかわりやさまざまな体験を重ねていくことが大切であると考え

ております。 

そうした中で、学校は家庭や地域と連携することを重視しながら教育活動

を行っているところでございます。 

本市で行っております、先ほど安田議員のほうからも御指摘がありました

学校支援ボランティア事業につきましては、そうした点を踏まえ、本の読み

聞かせや登下校の見守り、学校環境整備等、地域に合ったさまざまな活動を

行っていただいており、どの地域におきましても大変熱心に取り組んでいた

だいていると認識しております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

次に、教育相談体制における課題と対応についてお伺いをいたします。近

年、いじめや虐待、子どもの貧困など子どもをめぐる深刻な事件が後を絶た



ず、子どもを取り巻く環境は悪化しております。いじめについては、２０１

１年１０月にいじめを受けていた中学生が自殺したことで大きく取り上げら

れ、２０１２年６月、国はいじめ防止対策推進法を制定し、公布いたしま 

した。また、虐待については、厚生労働省の調べでは２０１３年に把握した

児童虐待は実に７万3,７６５件に上り、１９９０年度の調査開始以来２３年

連続で過去最多を更新しております。 

さらに、子どもの貧困については状況は年々悪化し、２０１２年の貧困率

は１6.３％と過去最悪を更新し、６人に１人 が困窮状態にあると言われてい

ます。このように取り巻く環境が悪化する中で、教育相談についてはより多

様化、深刻化していることが懸念されますが、そこで教育相談体制における

課題と対応についてお伺いをいたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

教育相談体制における課題と対応という御質問でございますが、現在、全

ての学校で教育 相談担当教員を校務分掌、これは学校の職員の役割分担を定

めたものでございますが、この校務分掌に位置づけております。そうした中

で、カウンセリング週間や学校生活アンケート、日常観察など学校生活の中

で教育相談体制を整え、児童生徒理解に努めているところでございます。し

かし、中には家庭を含め、生活背景に課題があり、学校だけでは対応できな

い場合もございます。そうしたケースにつきましては、スクールソーシャル

ワーカーを活用しながら、外部機関と連携・協力し、対応しているところで

ございます。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

昨年の８月に閣議決定された子供の貧困対策に関する大綱の中に、スクー

ルソーシャルワーカーを今後５年間で現在の1,５００人から１万人にふやす 

ことが盛り込まれました。また、来年度には、いじめなど学校が直面する 問



題の対策の一環として、全国の公立小中高校に配置するスクールソーシャル

ワーカーを現在の３倍の4,２００人に大幅拡充する方針を固めたといいます。 

これらの取り組みについての本市の対応についてお伺いをいたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

スクールソーシャルワーカーの大幅拡充についてということで、本市の対

応についてのお尋ねでございますが、議員の御指摘のとおり、近年子どもを

取り巻く環境は非常に複雑化しており、学校、家庭、地域等、子どもにかか

わる全ての背景や状況を視野に入れて子どもを取り巻く環境の改善を図るス

クールソーシャルワーカーの役割はとても大きいと感じております。米子市

では、平成２０年度から現在まで県内でも先駆的に３名のソーシャルワーカ

ーを配置しておりますが、近年、スクールソーシャルワーカーが対応する件

数は増加しており、それに伴い年次的に活動時間をふやしてきたところでご

ざいます。スクールソーシャルワーカー事業につきましては、引き続き活動

の充実に努め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、国においては来年度に３倍にするということで、米子の場合は３

人で対応してると、時間数をふやして今対応されてると、このようなことで

ありますけれども、すぐに採用してそれがすぐに実働をできるかといったら

そんなもんではないと私はそう思っておりまして、年次的にでも拡充をして、

１名とか２名とかしながら全体で回していく、またたくさんになった問題を

みんなで分かち合って解決に向けていくということは大事だろうと思います

けれども、その辺の取り組みというのはどんなでしょうか。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  



御質問の中で御指摘ありましたように、国のほうとしてもこのスクールソー

シャルワーカーを充実、拡大していくということは方針として出しておりま

す。 

平成２０年度にこのスクールソーシャルワーカーということが県のほうか

らお話がありましたときに、実は恐らく学校現場のほうとしてはどういうも

のなのかというその理解すらない状態でございました。 

本市といたしましては、実は県内でも一番最初にやらせていただきたいと

いうことで手を挙げまして、平成２０年度から配置していただいております

が、幸いにも人材にも恵まれて 学校のほうの理解も進み、今非常に活動とし

ては充実した状態でございます。 

ただし、この国のほうの制度が後から追っかけてくるような形になってお

りますが、県内の他の市町村も本市の状況等も見ながら自分のところでも配

置したいという希望が今たくさん出ておりまして、県のほうとしては全市町

村にできればまず配置するという取り組みをしたいというぐあいにうかがっ

ておりますが、本市の状況も説明した上で、さらに増員していただけるよう

なお願いもしていきたいというぐあいに考えております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

増員に向けてまた努力し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、以前 にも質問いたしましたが、増加傾向にある発達障がい児童

生徒に対する認識と対応についてお伺いをいたします。 

文部科学省が行った調査によれば、通常学級に在籍する、知的発達におく

れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合

は6.５％となっており、３０人のクラスに１人から２人が該当する児童がい

る計算となります。 

近年、発達障がいのある児童生徒が増加傾向にあります。学級担任への負

担も大きく、通常の学級に在籍する発達障がいのある児童生徒に対する支援

の充実については全国的にも急務となっています。そこで、増加傾向にある



発達障がいのある児童生徒に対する認識と対応についてお伺いをいたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

発達障がいのある児童生徒に対する認識と対応についてということでござ

いますが、毎年、県が調査しております発達障がいと診断された児童生徒数

からも特別な支援を要する児童生徒は増加傾向にあると認識しております。 

そうした中で、早い段階から継続的に適切な支援を行うことの重要性も認

識しているところでございます。 

現在、市内の学校では、就学前の段階から保育園・幼稚園の協力や保護者

の御理解を得ながら支援の必要な子どもの情報収集を行うとともに、医療や

福祉などの関係機関とも連携して支援を行っているところでございます。 

また、５歳児健診の在り方検討会の答申を受けて、教育委員会と福祉担当

課が発達障がい者支援について協議を進めているところでございます。 

あわせて、教職員全体の特別支援教育に対する専門性を高めるために、大

学や大学院への専門研修派遣などの機会も活用しながら人材育成や力量の向

上等を図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  

発達障がいに関しては、同僚議員も質問しましたので、また次回に譲りた

いと思いますけれども、次に、子どもの安全対策についてお伺いをいたしま

す。 

神奈川県厚木市で５歳児の白骨遺体が７年も放置されていた事件がありま

したが、厚木児童相談所は小学校未通学の事実を把握し、厚木市も乳幼児健

診に姿を見せないことを知りながら踏み込んだ 対策を講じなかったなど、行

政が情報共有や所在確認を徹底していれば防げた可能性も指摘されています。 

地域の人間関係が希薄になり、周囲に大人の目が子どもに行き届かなくな

っている現代社会であります。虐待する親は社会とのつながりを持たないな



ど、親子がいなくなっても気づかれにくい傾向もあります。 

文部科学省によれば、１年以上所在がわからない小中学生は、ことし５月

１日現在で３９７に上ることが文部科学省の学校基本調査速報値でわかりま

した。 

前年同期より約３００人少なく、３年連続で減 少しておりますけれども、

調査対象となっていない外国籍の子どもを含めると不明者はさらにふえると

見られております。 

文科省は政府全体で連携し、所在確認を進めたいとしております。子ども

の命を守るために、行政は情報と危機感を共有し、速やかに実態を把握して

対策を考える必要があります。米子市では所在不明者 はいないとのことです

が、行政の情報共有、所在確認の取り組みについてお伺いをいたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

就学児童生徒の所在不明者、居所不明者への情報共有、所在確認の取り組

みについてでございますが、学校におきまして在籍児童生徒の所在や行方が

わからなくなったことを把握した場合には、これはもう連絡をしても連絡が

つかない、家庭訪問しても所在がわからないというような状況でございます、

学校長は教育委員会に対して速やかに報告す ることになっております。 

教育委員会が行方不明児童生徒の報告を受けた場合には、福祉保健部局や

児童相談所等の関係機関と連携し、必要に応じて他市町村の教育委員会や警

察、海外転出の確認のために東京入国管理局に照会を行う等、所在確認に努

めております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

わかりました。次に、栃木県日光市で小学１年生の児童が殺害された事件

は、小学校からの帰り道に行方知れずになり、約６５キロ離れた 茨 城県常

陸大宮市の山林 で発見されました。今や全国で何らかの通学の安全策を講じ



ていて、付き添いや見守りは９割近く、集団登下校は５割近くに及んでいま

す。子どもから２４時間目を離さないことはできません。 

通学路など、子どもの安全を守るために米子市での取り組みについてお伺

いをいたします。  

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

通学路での子どもの安全を守るための取り組みについてでございますが、

子どもの健全育成や非行防止を目的として設置しております米子市少年育成

センターでは少年指導員２１５名を委嘱し、地域では少年指導員と地域のボ

ランティアの方が協力して登下校時の見守り活動などを行 っていただいて

おります。 

そのほか、不審者の発生情報を学校、地域、関係機関に提供し、情報の共

有に努めるとともに、青色パトロール車による巡回活動を行うことで不審者

の発生の抑止を図るなど、子どもの安全を守る活動を行っています。それか

ら、最近 の例でございますけども、先日、続けてコンビニエンスストアに強

盗が入るという事件が市内で起こりました。１件目は夜間ということで、朝

の体制って、できるだけ呼びかけていただいて見守り活動をしていただきま

したけども、２件目の事件のときには、実は学校にもう既に児童生徒が来て

いる時間帯で、特に該当地域の小学校のほうで下校時の安全について非常に

困った状態にありました。 

地域の見守り隊の方もそうでしたし、それ以外の方も公民館を通じていろ

いろな団体に急きょ連絡をしていただきまして、いろいろな方に応じていた

だいて下校の見守りをした。幸いにも早く犯人が逮捕されましたので継続し

ての動きではありませんでしたけども、学校長、私どもも大変感謝しており

ます。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  



それで、私、トリピーメールでよく不審者情報というのが入ってくるわけ

ですけれども、それ見たときに子どもたちは大丈夫かなと、こういうふうに

思うわけですけれども、その辺の子どもたちへの伝達等も含めて、見守り隊

ですか、その人らの情報共有みたいなことはどのようになってるんですか、

その辺聞いておきたいと思います。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

不審者情報が出ましたときには、私ども教育委員会からは学校、それから

生涯学習課のほうから公民館のほうに地域の拠点ということで連絡をさせて

いただいております。 

時間帯や状況にもよりますけども、子どもの下校時等、あるいは登校とい

うよりも下校時だと思いますけども、等であればまたそういう情報を共有し

ていただけているというぐあいに考えております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

わかりました。それから、もう１つ気になるところなんですけれども、警

視庁の集計によれば、ここ数年、水難による死者・不明者は年間７８０人か

ら８９０人となっております。うち中学生以下は年間５４人から９４人に上

ります。特徴的なのは、水難事故全体で見れば発生場所は海が最も多いのに

対し、中学生以下では川が最も多いことであります。 

木曽川で起きた事故でも、子どもたちの荷物が残されていた付近では３０

センチ程度の水深でありますけれども、中央部の本流は急に深くなり、近く

の橋脚付近では水深９メートルにも達し、流れの渦巻くところもあるといい

ます。地元の人には危ない場所と知られていて、近所の土手などには川遊び

への注意を呼びかける看板が立てられていたということであります。私たち

は昔から河川に親しみ、その恵みを享受しながら生きてきました。 

自然に親しむことは人生を豊かにいたします。ただ危ないから川に近づく



な、川で遊ぶなだけでは子どもを守ることはできないと思います。子どもた

ちの尊い命を川遊びの事故から防ぐためのハード、ソフト面からの取り組み

をお伺いをいたします。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

川遊びの事故を防ぐための取り組みについてでございますが、学校におき

ましては川に特化した指導を特別に行っているということではございません

が、水の事故から身を守るという観点で、長期休業前、特に水の事故が心配

される夏休み前の生活指導において、川や海での遊びの危険性やルールにつ

いて指導しております。 

また、体育の授業での着衣水泳を通して、これはふだん着ている服あるい

は靴を履いたままプールに入ってその泳ぎにくさを体験する、あるいはじっ

と浮いている方法を体験する、身につけるというような着衣水泳と呼んでお

りますけども、こういうことを通して、万が一川や海に落ちてしまった際の

危険性を実感させたり、身を守る方法を学ばせたりしている学校もございま

す。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

それで、私は小さいころには川でよく遊んだっていう経験があるんですけ

れども、米子市で水難事故があったというのは私聞いてないんですけれども、

過去そのような事故というのはあったんでしょうか。 

 

○渡辺議長 北尾教育長。 

○北尾教育長  

私も記憶探ってみてもあんまり出てこなかったもんで、この通告いただき

まして改めて調べてみましたら、平成４年の８月、夏休み中に弓浜半島の海

で中学生が水難事故で死亡したというケースがございました。それ以降２３



年間、小中学生に関していえば水難事故で亡くなった子どもたちはおりませ

ん。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

次に、公共工事の入札不調についての認識と対応についてお伺いをいたし

ます。昨今、国や米子市が発注する公共工事において、不調、不落が急増を

しています。 

１９９０年代終盤からの構造改革路線により、公共事業の削減、コスト縮

減策は長期に及び、地域建設業者の疲弊と建設技術労働者の減少を招いたと

も言われております。また、製造業より賃金水準が３割弱も低いとされる技

能労働者について就職を希望する若者が激減する現状にある中、東日本大震

災の復興事業や現政権による経済対策としての公共事業が急増したことで入

札不調等の発生が顕在化し、今では全国の自治体における住民の安全や生活

にかかわる事業についても影響を及ぼしています。 

本市においても、決して他人事では済まされないと言えます。そこで、公

共工事の入札不調に対する認識と対応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  

公共工事の入札不調に関します認識と対応についてでございますが、入札

不調は適正な施工確保が阻害され、ひいては市民生活にも影響をもたらすも

のと認識しております。工事の入札不調は、米子市においては平成２５年度

は５４件で不調率約２４％、平成２６年度は４５件で約１8.５％、本年の２

７ 年度１１月末現在では２３件で約１2.５％となっております。 

入札不調の発生率は、現在、下降傾向にはあると思いますけれども、引き

続き適切な予定価格の設定、発注時期の平準化、柔軟な工期の設定など、入

札不調とならないよう工夫しながら、公共工事の円滑な施行確保に努めるよ

う取り組んで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、この入札不調ですけれども、入札不調になった案件、物件につい

てはその後どのような取り扱いになってるんでしょうか。 

 

○渡辺議長 菅原総務部長。 

○菅原総務部長  

基本的には再入札という形にはなると思いますけれども、これは自治法上

の規定によって適切に事務を行っております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

もう１つ聞きたいのが、発注時期の平準化というふうな話をされたわけで

すけれども、これは土木工事なんかよくあるんですが、実際に年度末、３月

工期というのが非常に多くて、その時期に集中してくるというようなことが

よくあるんですけれども、平準化ということになると４月、５月とか、そう

いうときにも発注できるような体制というのは私は必要じゃないかと思うん

ですけれども、そういうことを言っているこの平準化という意味なんでしょ

うか、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  

発注時期の平準化についてでございますけれども、御指摘のとおり、やっ

ぱり業者の手持ち工事量の各月ごとの差をなくすということを防ぐためとい

うようなことと、それとやはり技術者が限られておりますので、限られた技

術者や労働者をフルに生かせるように、できるだけ年度初めからの発注や発

注時期を分散すると、工期の問題もありますけれども、それが可能であれば

いろいろな発注時期を分散するという形でやりたいということだと思います。 

 



○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

手法としまして４月に発注できるというような体制というのは米子市では

とってるんですか、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  

債務負担行為といいますか、よくゼロ市債といいますか、そういう形で前

年度中に議決を得といて年度当初から発注かけるというケースもあります。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

わかりました。公共工事の入札不調が問題となる一方で、委託業務につい

ては表面上問題がないように思いますけれども、つい最近までは厳しい競争

入札が繰り返され、さらには入札の基準とされる予定価格を落札額とするケ

ースが多く、これを下回る金額での入札が繰り返された結果、落札コストが

下がり続ける現状にありました。 

しかし、最近ではアベノミクスによる経済効果が出始めたと言われ、また

消費税率の引き上げや物価が上昇する状況において、本市の委託業務に対す

る入札・契約にどのような影響があるのか、また今後どのように推移してい

くのか大変気になるところであります。そこで、委託業務に対する入札・契

約の今後の方向性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  

委託業務に対します入札・契約の今後の方向性についてでございますが、

米子市におきましても、平成２３年度から委託業務入札において最低制限価

格 制度を導入し、品質確保、ダンピング行為防止等を図っているところでご

ざいます。今後におきましても、引き続き必要に応じてさらなる最低制限価



格導入の拡大を検討し、委託業務の適正な履行確保のための入札・契約に取

り組んでまいりたいと思います。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

委託業務の入札については、適正な予定価格のもとで競争性と適正な履行

を確保し、低入札が繰り返されることのない入札制度とする必要があります。 

入札制度については、労働者の労働環境の悪化を招かないよう最低制限価

格制度を活用し、適正な制度とすべきであります。今後は、公共事業を取り

巻く環境の変化に対応し、適正な履行の確保と従事する者の労働条件の悪化

を招くことのないよう入札・契約制度等の見直しについて検討すべきと思い

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  

入札・契約制度等の見直し についてでございますが、今後も引き続き国や

県の動向を注視しながら、適正で円滑な公共事業の履行が確保できますよう、

必要に応じて、適宜、入札・契約制度の見直しを行うとともに、入札・契約

の適正化に取り組んで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  

近年の行財政改革や構造改革の進展による民間企業の積極的な活用が進め

られる中で、平成１５年に改正された地方自治法により指定管理者制度が新

たに設けられ、本市においても導入をしております。 

その目的として、民間活用による住民サービスの向上と経費節減の２つが

上げられます。その一方で、適正な管理運営がなされているか、特に施設に

従事する従業員の労働条件や賃金などについて、法令を遵守させ、適切な配



慮がなされるよう指導監督することが大切ということは言うまでもありませ

ん。そこで、指定管理者制度における課題の認識と対応についてお伺いをい

たします。 

 

○渡辺議長 野坂市長。 

○野坂市長  

指定管理者制度における課題の認識と対応ということでございますが、指定

管理者が施設を適正に管理運営していくために、法令遵守や労働条件が適正

に維持されているかといったことを選定時に評価し、さらに指定管理者が施

設の管理運営の実施後は、協定書等に従って適切かつ確実なサービスの提供

がなされているのか、市は確認する責務があると思っております。 

このため、毎年度２回モニタリング調査を行い、市民の利用状況、指定管

理者の管理運営状況とその成果を把握し、必要に応じて改善に向けた指導、

助言を行っているところでございます。今後も、指定管理者制度の適切な運

用を行うため、検証を行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  

指定管理者制度では、平成２２年１２月に総務省から、行政サービスの向

上、住民満足度の向上の観点から制度の適正な運営を求める通知が出され、

通知の項目には指定管理者が労働法制を遵守することは当然であり、指定管

理者の選定に当たっても、指定管理者において労働法制の遵守や雇用、労働

条件への適切な配慮がなされるよう留意することとされており、法令等の遵

守などを募集要項や協定書に盛り込み、適正化を図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 菅原総務部長。 

○菅原総務部長  

指定管理者の法令遵守等の募集要項等への明示についてでございますが、



法令等の遵守事項につきましては基本協定書に明記しておりまして、さらに

雇用労働条件への適切な配慮につきましては指定管理者から提出さ れます

事業報告書により、人員配置、人件費などを把握し、継続雇用等の確認をし

ております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

米子市においても指定管理者制度が定着してまいりましたが、地元企業の

育成、また新規参入などを考えますと、全ての指定管理者制度において大手

の全国公募という取り扱いについては検討する課題があるように感じており

ます。今後の指定管理者制度の公募のあり方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  

今後の指定管理者制度の公募のあり方についてでございますが、総務省は

指定管理者の 指定の申請に当たっては、住民サービスを効果的、効率的に提

供するためにも民間事業者から幅広く求めることに意義があるとの見解を示

しており、本市におきましては、指定管理者の指定に当たっては公正かつ透

明性が確保された手続が必要との観点から、指定管理者を全国対象として公

募を行うこととしております。また、募集要項には、管理業務を効果的かつ

効率的に行うために必要な場合は複数の法人等が共同して応募することがで

きるといった応募資格を設けておりますので、地元の企業が共同して応募す

ることもできる内容となっております。 

 

 

○渡辺議長 安田議員。 

○安田議員  

指定管理者制度については、今回また新たに指定管理者の募集を行って、

また設定をしたとこでありますので、きちっと雇用条件、いろんなことを考



えながら適正に運営していただくようにお願いをし、質問を終わります。 

 


