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令和元年 11 月 28 日 

 

米子市長 伊木 隆司 様 

公明党議員団          

団  長  安田   篤 

幹 事 長  前原  茂 

政調会長  今城 雅子 

 矢田貝香織 

 

「人口減少」と「超高齢社会」に突入し、大きな社会構造の変化をどのように乗り切

っていくのか、全国の自治体では様々な角度から対策を進めています。 

米子市においても、この問題がこれからの時代を大きく左右する最重要課題と受け

止め、持続可能な地域社会の構築を目指し取り組んでいるところです。 

これからの地域社会を考えるとき、国連の「持続可能な開発目標」ＳＤＧｓの「誰

一人取り残さない」という基本理念は、これまで国民の一人一人の声を大切にしてき

た私たち公明党の姿勢と合致するものであり、持続可能な地域社会を構築しようとす

る本市の考えと施策にも相通ずるものです。 

私たち公明党議員団は、伊木市長の目指される「住んで楽しいまちづくり」の基本

理念に、『ＳＤＧｓの視点』を取り入れることを提案するとともに、生活者の目線か

ら市民生活を守る効果的な施策の推進のため、市政運営に以下の要望を提出いたしま

す。 

市長をはじめ、職員一丸となって、実現に向け格段のご努力を切に願うものです。 
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Ⅰ 総 務 部 

 

１．自主防災組織について 

 近年の多様な災害に対する備えについては、地域住民の安心・安全な生活のため、

自主防災組織結成の更なる促進と、自主防災組織の継続的かつ実践的な防災訓練に

対する支援体制の構築を図られたい。また、防災士の育成や女性防災リーダーの養

成に対して数値目標を設定し着実に推進を図られたい。 

 

２．地区防災の支援について 

各地域におけるハザードマップに基づく「地区防災計画」策定と、タイムライン

の見える化への支援を行うとともに、各家庭・各個人のマイタイムライン作成の必

要性について周知・啓発を図られたい。 

 

３．災害時の情報伝達について 

 災害時・緊急時の情報伝達方法については、複数の情報伝達手段の検討を行い、

それぞれの伝達方法による日ごろからの訓練・検証を行う体制の強化を図られたい。

また、障がいのある方、外国人等、災害弱者と呼ばれる方々が確実な避難行動を開

始でき、かつ、避難場所で孤立することがないよう、個別・具体的であり確実に情

報伝達できる体制の構築を図られたい。 

 

４．災害時のトイレ対策について 

 災害時における避難所となる施設のトイレについては、様々な避難者が利用する

ことを想定した対策が求められることから、誰もが安心して利用できるよう配慮さ

れた仮設トイレの設置場所となるよう計画されたい。また、避難所におけるトイレ

として有効であるマンホールトイレの設置についても検討を図られたい。 

 



 

2 

 

５．原子力災害の避難訓練について 

原子力災害避難訓練は、ＵＰＺ区域ごとに実施し課題の改善を重ねてきた。今後

は、該当区域の訓練の継続とともに、実際には自家用車を利用して避難すると想定

される多くの市民の避難行動等について、啓発や訓練のあり方を検討されたい。 

 

６．防災マップの普及について 

 本市では、津波・防災・洪水・土砂災害・地震のハザードマップを自治会を通じて配布

している。防災マップは、自主防災や安全な避難行動に直結し、市民の認識と理解が

進む継続的な普及が不可欠であることから、自治会未加入世帯へも配布し周知でき

るよう努められたい。 

 

７．公共建築物等の老朽化対策について 

 公共建築物及びインフラ施設の老朽化対策については、「米子市公共施設等総合

管理計画」が策定されている。今後発表される「個別施設計画」に基づき着実に実

行されたい。さらに、最適な配置を実現するための長寿命化・更新・統廃合など、

市民への丁寧な説明と情報提供を行い、官民一体での計画的かつ時代に即したまち

づくりへの整備方針を示されたい。 

 

８．公共施設のトイレ整備について 

 公共施設のトイレ整備については、車いす使用者、オストメイト、高齢者、妊産

婦等の利用者に配慮した『ユニバーサルデザイントイレ』の早期整備を図られたい。

特に市役所本庁舎・淀江支所への設置を急がれたい。 
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９．公共施設のバリアフリー化について 

 公共施設におけるバリアフリー化については、依然としてスロープの設置が完了 

していない場所が散見される。特に小・中学校及び、公民館など避難所となる施設

については、スロープ及び屋根を早急に設置し、福祉のまちづくりに相応しい施設

整備の推進を図られたい。 
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Ⅱ 総合政策部 

 

１０. 高等教育機関との連携について 

地域の知的・人的財産である鳥取大学医学部及び米子工業高等専門学校などの高

等教育機関との連携については、地域の特性を生かしたまちづくりを進める上でも

重要な資産である。市民とキャンパス、地域と学生との交流など、より積極的な関

係が深まるよう努められたい。 

 

１１. 移住定住政策について 

 移住定住政策については、現在、近隣市町村から本市への転入が多くを占め、本

来の目的である大都市からの転入が少ない状態が続いている。大都市圏からのＩＪ

Ｕターンが促進されるような、有効的かつ具体的な移住定住施策の推進に努められ

たい。 

 

１２. 地域公共交通政策について 

 地域公共交通は、高齢化社会の到来により、その必要性は高まっている。しかし、

事業者の採算性や利用者の利便性の問題など、相反する問題を抱えているのが現状

である。バス路線や鉄道、タクシーなどの連携を考え、より具体的な交通弱者への

支援策を示されたい。 

 

１３．自治会加入率の促進について 

 自治会は、地域づくりの中心的な役割を果たしている。しかし現在、会員の減少

及び役員の高齢化など、自治会運営に苦慮していることから、「米子市まちづくり

活動支援交付金制度」を一層拡充させ、積極的に自治会加入率の促進に努められた

い。 
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１４. 拉致被害者の早期帰国に向けた取組について 

 北朝鮮による拉致被害者の早期帰国の実現については、昨今の北朝鮮を巡る情勢

の緊迫化を踏まえ、拉致問題が置き去りにされないよう、関係機関との連携・情報

収集・帰国後支援の体制整備へ、最善の努力と取り組みを図られたい。 

 

１５．ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への支援について 

 近年、多様な性の在り方を理解し、平等な社会参画を目指す動きが高まっている。

本市においても、ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）に配慮し、多様性や人権を尊重す

る豊かな社会が実現できるよう、積極的かつ具体的な取組みに努められたい。 
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Ⅲ 市民生活部 

 

１６．生活保護受給者の健康増進について 

 生活保護費の実質負担金の約半分は医療扶助である。また、２０２１年１月には、

医療と生活の両面からの「被保護者健康管理支援事業」が実施される。 

健康の保持増進により被保護者の自立が進展することが期待される事業であるの

で、確実な実施に向け現状把握と体制整備に努められたい。 

 

１７．ヌカカ対策について 

 ヌカカ対策については、本年度よりモデル事業として駆除対策に入ったが、引き

続き、事業面積の拡大と発生が懸念される他の地域での事業の取り組みについて検

討されたい。 

 

１８．動物愛護について 

 動物愛護については、犬猫の殺処分ゼロ及び適正な飼養について、広く市民に関

心と理解を深めるため、県やボランティアなどと協力を行い、「迷子札をつけよう

100％運動」や新たな飼い主を探すための譲渡会の開催など、積極的な協力ができ

るよう努められたい。 

 

１９．災害時における廃棄物処理について 

 災害時における廃棄物処理については、近年の多様な災害に対応するため、「災

害廃棄物処理計画」が策定された。災害廃棄物の発生から処分に至る一連の対応に

おいて最も重要なのは、『災害発生時の初動体制の確立』であることから、本市の

実情に合わせた分別方法、仮置場・集積場の指定など、平時から具体的な事前の計

画を立案し、関連事業者とのＢＣＰの整合性を図る取り組みを強化されたい。 
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Ⅳ 福祉保健部 

 

２０．子ども食堂の活動に関する協力の推進について 

 本市で実施されている、子ども食堂の運営のあり方は様々である。今後は、貧困

対策としてだけでなく、学習支援や高齢者や障がい者など、全世代型の支え合いの

場となりうる「子ども食堂」への支援強化を図られたい。 

 

２１．「日常生活支援住居施設」について 

 令和２年４月生活保護法の改正により創設となる「日常生活支援住居施設」につ

いては、不動産事業者をはじめ 県・市の住宅部局や、介護サービス事業所等の関

連機関との連携強化を図り、本市の事業実施に向けた体制整備を図られたい。 

 

２２．ひきこもり支援について 

 「８０５０問題」と呼ばれるひきこもりの長期・高齢化が現在社会問題となって

いる。平成３０年度ひきこもり実態調査によると、本市にも９１人の存在が明らか

になっているが、ひきこもりの人やその家族は潜在的に存在していると思われるこ

とから、掘り起こしを行う再調査を実施されたい。さらに、家族を含めた、ひきこ

もり専門の相談窓口の明確化と相談体制の強化を図られたい。 

 

２３．障がい者による文化芸術活動の推進について 

 障がい者による文化芸術活動の推進に関しては、鳥取県の「あいサポート・アー

トセンター」との協力体制を構築し、個人あるいは事業所等の芸術活動の支援や、

地域との交流促進を図られたい。また、庁内の担当を明確にし、推進体制を強化さ

れたい。 
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２４．認知症対応の体制強化について 

 生活に支障がある認知症状については、本人はもとより家族への支援が重要であ

る。特に若年性認知症については長期的かつ重層的な支援が必要となるため、介護

予防と分け、独立した相談窓口を設置し体制強化を図られたい。 

 

２５．認知症の予防の視点に立った啓発と早期発見の取り組みについて 

 認知症予防について、運動や食生活の改善、禁煙等の有効性が報告されている。 

高齢者の健康診査には認知症予防の視点に立った内容を検討されたい。 

また、聴力の維持は社会的孤立防止への対策にも通じることから、健康診査に聴覚

検査を加えることを検討されたい。 

 

２６．認知症サポーターの活動について 

 認知症サポーターの養成については、認知症に対する理解者を増やし、地域の支

援の輪を拡大する取り組みとして実績を残してきたが、認知症サポーターとしての

活動については、具体的な政策がないのが現状である。認知症サポーターの活動希

望者の登録制度を設け、具体的に活動へのマッチングと登録者への継続的な関与の

方法について検討されたい。 

 

２７．市民後見人について 

 市民後見人については、認知症の人や、精神・知的障がいなどで判断能力が不十

分な人の権利擁護を担う「成年後見制度」の必要性が今後一層高まっている。本市

における「市民後見人」の更なる養成と人材確保の取り組みを早急に強化されたい。 
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２８．がん検診について 

 各種がん検診については、受診率向上への具体的対策が必要である。国では本年

８月、がんの５年生存率の公表が行われ、早期発見による生存率は格段に高いこと

が検証されたことから、早期発見によるがん治療の有効性の周知と啓発の取り組み

を図られたい。また、休日検診の増加や夜間検診の導入など、受診機会の増加を図

り、がん死亡率の減少への取り組みをさらに強化されたい。 

 

２９．ロタウイルスワクチンの定期接種について 

ロタウイルスワクチンが令和２年 10 月から新たに定期接種となり、同年 8 月生

まれ以降の乳児が対象となる。しかし初年度には、同学年生まれでありながら対象

外となる乳児が発生するため、本市独自の子育て支援施策として接種費用が同等と

なるよう補助金の予算措置を講じられたい。 

 

３０．高齢者の肺炎球菌ワクチン接種について 

高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種は、生涯で１回助成を受けることができる制度

である。これまで５か年にわたり実施されてきたが、令和５年度まで延長されるこ

ととなった。高齢者のワクチン接種については、該当年度に複数回の再勧奨を行な

い、希望する人の接種漏れが無いよう取り組みを強化されたい。 
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Ⅴ 経済部 

 

３１．工業用地について 

 新たな工業用地については、企業にとって魅力のある場所に確保することが重要

である。米子インター周辺工業用地のみならず、他地域にも一定面積を確保できる

よう、積極的推進を図られたい。 

 

３２．インバウンド対策について 

 インバウンド対策として、キャッシュレス決済・フリーワイファイの設置・多言

語表示などの環境整備が必要となっている。また、多くの訪日外国人客を呼びよせ

るためには、本市の情報を知ってもらうことが需要である。市内在住の外国人の協

力を仰ぎ、インバウンドプロモーションとして、ＳＮＳの発信など積極的な取り組

みを検討されたい。 

 

３３．農業振興について 

 農業振興については、地域の農業を守るために、新規就農者の育成が課題となる。

そのためには、関係機関との連携を図り、魅力ある農産物のブランド化の推進やス

マート農業などの新しい技術の情報収集に努めるなど、積極的な取り組みとなるよ

う体制の強化を図られたい。 
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Ⅵ 都市整備部 

 

３４．米子駅周辺エリアの活性化について 

 米子駅周辺エリアの活性化については、米子駅南北自由通路整備事業のみならず、

米子市の顔ともなる新米子駅の姿や機能と、新米子駅周辺のグランドデザインを早

急に示し、市民の誇りとなる米子駅南北周辺のまちづくりと、賑わいの創出となる

ような計画の推進に取り組まれたい。 

 

３５．公園の管理について 

公園の管理については、その種類により担当部署が異なり、市民にはわかりづら

い状態にある。市民からの補修や相談の窓口を一元化し、迅速な対応ができるよう

検討されたい。 

 

３６．通学路の安全対策について 

 児童・生徒が使用する通学路について、歩道の設置が物理的に困難な箇所につい

ては、安全を考慮した路肩のカラー舗装（グリーンベルト）や防護柵の設置、車両

の速度制限（ゾーン 30）などの十分な安全対策を講じられたい。また、通学路の

安全点検の際には「こどもかけこみ１１０番」の現状についても点検されたい。 

 

３７．市営住宅の整備について 

市営住宅の整備については、年次的に改修を実施する計画としている。今後、米

子市営住宅長寿命化計画や地域住宅計画に基づき、本市における中長期的な公営住

宅の適正戸数の再検討を行なうとともに、総合的管理計画による維持・管理と、民

間の空き家等の活用も視野に入れた、持続可能な公営住宅のあり方を検討されたい。 
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Ⅶ 下水道部 

 

３８．下水道事業について 

 下水道事業については、今後の投資財政見通しにより、財源不足が予測されてい

る。このような状況下で、安定的かつ持続可能な下水道事業の運営は、市民の暮ら

しの安心・安全に不可欠なことから、より一層の効率的運用を図られたい。あわせ

て、下水道の設置が困難な地域などでの浄化槽設置事業の推進を継続し、今後の管

路延伸については、早急にその方向性を明確にされたい。 

 

 

 

 

 

Ⅷ 選挙管理委員会 

 

３９．期日前投票所について 

市内における期日前投票所については、本年度新たに商業施設に設置され、多く

の市民が利用し、本庁での混雑が解消された。しかし、その設置期間はわずか 2 日

間であったことから、今後の期日前投票所の設置期間と、新たな期日前投票所の設

置について検討されたい。
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Ⅸ 教育委員会 

 

４０．コミュニティ・スクールの導入について 

 子どもたちの教育環境を充実させるために、地域住民等の協力を得ていくことは、

今後ますます重要となってくる。地域協働での「コミュニティ・スクール」は、教育

に対する学校と保護者・地域住民等の相互の理解が深まる効果的な取り組みとなるこ

とから、「コミュニティ・スクール」の導入推進を早期に図られたい。 

 

４１．学校以外の学びの場について 

 学校に行きづらくなった児童生徒と保護者が、通常の教室以外に学びの場を得る

ことができるよう、相談支援体制の強化を図られたい。また、「学びの機会確保」

のために、ＩＣＴ活用による自宅等での学習や夜間中学、フリースクール、通信教

育など、広く関係機関との連携強化を図り、わかりやすい情報提供を図られたい。 

 

４２．プログラミング教育必須化への対応について 

 小学校で必須となるプログラミング教育に対応するため、授業支援や研修支援・

講師・補助者となる外部人材を活用したＩＣＴ支援員を確保し、支援体制の強化を

図られたい。また、学習環境整備のため学習用コンピューターの配備については、

学校間格差が生じないよう対応されたい。 

   

４３．学校の学習環境改善の更なる推進について 

 本市において、すべての普通教室へのエアコン設置が進んでいる。今後は、未設

置である特別教室等へのエアコン設置を検討されたい。また、災害時の避難所とな

る各体育館へのエアコン設置は必要であることを共通認識として設置への検討を

図られたい。 
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４４．防災教育について 

 学校で行う防災教育については、児童生徒のみならず、学校と保護者・地域住民

と連携した取り組みが急務であることから、学校での防災キャンプや避難所運営ゲ

ームなど、地域共同での防災教育・訓練となるよう全市的な取り組みを検討された

い。 

 

４５．がん教育について 

がん教育については、政府が小学校では令和２年度から、中学は令和３年度から「が

ん教育」を全面実施される方針も示された。本市においても、教育委員会の主導的・

積極的な学校への支援を行い、学校医、がん医療に携わる医師、がん患者・経験者等

の外部講師を活用しながら、学校における「がん教育」が着実に実施されるよう取り

組まれたい。 


