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○前原議員（登壇） 皆様、おはようございます。公明党の前原茂です。令和２年３月定

例会に当たり、公明党議員団代表いたしまして質問をさせていただきます。 

 私たち公明党は、持続可能な開発目標ＳＤＧｓを推進しています。ＳＤＧｓを一言で言

うと環境問題を考慮しつつ、経済的に発展し、戦争や貧困のない世界を２０３０年までに

つくろうという国連が定めた国際的な１７の目標です。この１７の目標の代表的なものは

貧困をなくそう、全ての人に健康と福祉を、質の高い教育を、住み続けられるまちづくり

を、エネルギーを平等に、そしてクリーンに、持続的な継続成長を、海洋を含めた地球環

境の保全などとなっています。政府は、地方の人口減少に歯どめをかけ、日本全体の活力

を上げることで地方創生とリンクさせ、地方版ＳＤＧｓの考え方を取り組んでいくことを

推奨しています。産業、環境、教育、医療、福祉、防災、まちづくりなど、このＳＤＧｓ

の考え方に沿って持続可能な地域社会の実現を目指していくことになります。 

 よって、今回の質問はＳＤＧｓを踏まえた内容となります。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いたします。 

 まず初めに、中国・武漢市を発端とした新型コロナウイルスは、今や世界中に猛威を振

るい、日本国内においてもその感染者はふえ続け、都会のみならず地方にまで感染者が発

生しています。３月２日現在、２１都道府県で感染者が報告され、国内感染者は２５４名、

クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスでの感染者７０５名を含めると９５９名の感染者が

発生しています。本市においても、小中学校や特別支援学校、高等学校は本日から春休み

まで、感染拡大の防止のため休校の措置がとられています。また、ＳＮＳやインターネッ

ト情報サイトでは、鳥取県や米子市にも感染者がいるのではないかと、根拠のないデマが

流されたり、ＳＮＳでデマ情報が原因となり、全国的にトイレットペーパーやティッシュ

ペーパーが品薄状態になっています。多くの市民の皆様も心配しています。この新型コロ

ナウイルスに対する本市の対応はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

 次に、市長の目指すまちづくりについてお伺いいたします。このほど、議会に米子市ま

ちづくりビジョンが示されました。市政推進の長期的展望に立ち、市の将来像、住んで楽

しいまち米子を掲げ、その実現のため交通基盤の充実と人が集うまちづくり、市民が主役、

共生のまちづくり、教育・子育てのまちづくり、地産外消・所得向上のまちづくり、歴史

と文化に根差したまちづくり、スポーツ・健康まちづくり、災害に強いまちづくり、以上

７つの基本目標を立てられております。この米子市まちづくりビジョンと国連が示した持

続可能な社会構築を目指す世界的な取り組みのＳＤＧｓの考え方を、どのように反映され

ているのか伺います。また、令和２年度当初予算の編成におかれましては、どのような方

針で臨まれたのかお伺いいたします。 

 次に、近年の多様な災害対策には、防災・減災の備えの重要度が増しています。地域住

民の安心・安全な生活のため、自主防災組織結成のさらなる促進とより実践的な訓練や活

動が行われるよう、具体的な支援体制の強化が必要と考えますが、見解をお伺いいたしま

す。また、防災士の養成と女性防災リーダーの育成と活用、災害時、緊急時の情報伝達方
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法の改善、災害時における避難所の運営対策など、推進強化を図るべきと考えますが、そ

の見解をお伺いいたします。 

 次に、原子力災害避難訓練は、これまで島根原子力発電所から３０キロ圏内にあるＵＰ

Ｚ圏内の区域ごとに実施され、課題の改善を重ねてきました。今後はこの訓練の継続とと

もに、実際の避難時には市民の自家用車の使用率が９割に上ると想定されていることから、

自家用車を用いた避難訓練や自家用車での避難の際の手順に対する啓発や周知の検討が必

要と考えますが、見解をお伺いいたします。 

 次に、これまで私たち公明党議員団は、公共施設へのユニバーサルデザイントイレの早

期整備を提案してまいりました。また、市庁舎においては、バリアフリー化に伴い多目的

トイレが設置され、簡易型を含めたオストメート対応のトイレも本年度、淀江支所への設

置を含め各所に設置され始めています。そこで、災害時に避難所等にもなる公民館を初め

とする公共施設へのユニバーサルデザイントイレの設置をさらにスピード感を持って取り

組む必要があると考えます。そこで、現在の状況と今後の整備計画についてお伺いいたし

ます。 

 次に、公共施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進は、個別施設の特性

を踏まえて、必要性の高いものへ優先的な対応を求めてきました。市役所本庁舎において、

令和元年１２月に、東側玄関付近のスロープ及びハートフル駐車場への屋根が設置された

ことは、全ての人に優しい持続可能な社会の実現にもつながるものであり、大いに評価さ

れます。そこで、今後の公共施設へのスロープ、屋根の未設置施設への対応について、方

針と整備計画をお伺いいたします。 

 次に、米子市の市庁舎は程度の差はあるものの、いずれも老朽化が進み、また、本庁舎

と第２庁舎の敷地の大部分は借地であり、この解消という課題も抱えています。このよう

な市庁舎の課題について、中期的な視野に立ち、どのように対応していくのか、今後の方

針や考え方について見解をお伺いいたします。さらに、市民に対しては市庁舎のあるべき

機能や将来像について、正確、丁寧でわかりやすい説明が求められていると感じますが、

その周知や手法について見解をお伺いいたします。 

 

 次に、障がいのある人の社会参加について伺います。米子市まちづくりビジョンには、

障がいのある人にかかわる施策は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせることができ

る共生社会の実現を目指して実施される必要があると記述されています。しかし、障がい

のある人が社会参加を望んでいても、本人、家族やその周囲の人々が心理的な障壁や物理

的な障壁のため実現されないケースが散見されます。本市における障がいのある人の社会

参加促進のための取り組みはどのようなっているのか、伺います。 

 次に、総務省が本年１月３１日に発表した２０１９年の人口移動報告によると、東京圏

への転入者が転出者を１４万8,７８３人上回る転入超過となったとあり、東京圏への転入

超過は２４年連続なっているとあります。一方、地方においては少子高齢化の進展により、
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人口減少、労働人口の減少が社会問題となっています。本市においても、今後、緩やかな

人口減少が予測されています。本市の場合は、近隣市町村からの転入が多く、本来の目的

である大都市からの転入が少ない状態にあります。大都市からのＩＪＵターンが促進され

るような有効的かつ具体的な移住・定住施策の推進が必要と思われますが、本市の考えを

お伺いいたします。 

 地域公共交通政策について伺います。人口減少、高齢化の進展や自家用車の普及により、

地方における公共交通の利用者は年々減少傾向になっています。昨年９月に、本市におい

ても、米子市公共交通ビジョンを作成されました。しかしながら、高齢者など移動に困難

な方々に対する具体的な支援策が見えていないのが現状です。市内それぞれの地域の現状

と課題を地域住民と共有し、新たな移動支援の構築を急がなければなりません。現在の検

討状況と今後の具体的な取り組みについてお伺いいたします。 

 次に、近年、全国的に地域のつながりが希薄となり、自治会の加入率が減少傾向にあり

ます。しかしながら、深刻な大規模災害では、都市部でも農村部でも近隣住民の助け合い

や支え合いが救助、復旧、復興に重要な役割を果たした事例が多く見られたことから、防

災・防犯対策の観点からも自治会の存在の意義は大きく、助け合い、支え合いの精神と人

と人とのつながりの大切さが再認識され始めています。住みよいまちづくりの推進のため

には、そこに住む人たちが、自治の精神で地域について考え、地域の課題を見出し解決し

て、よりよいまちづくりの進めていくことが非常に重要であります。今後、地域を基盤と

した持続可能な自治会活動のため、自治会加入率の向上が重要な課題となります。そこで、

本市の直近の自治会加入率の推移と自治会への加入促進のための取り組み状況についてお

伺いいたします。 

 次に、本市では平成３０年９月議会で、同性パートナーシップの承認制度の導入に向け

た協議開始を求める陳情が採択され、その後、ＬＧＢＴ、性的マイノリティーへの支援と

して、正しい理解と認識を深めるための広報や市民向けの講演会、研修会、企画展の開催

など、啓発、教育、人権相談も実施し、啓発ポスターの募集も行っております。さらに、

昨年３月議会では、同性パートナーシップ制度について、引き続き調査、研究に加え、関

係団体を含めた協議をしていくとの御答弁がありました。現在、事実上の同性婚を認める

パートナーシップ宣誓制度が地方自治体で着実に増加し、現在、３２の自治体で制度化さ

れただけでなく、ヘイトスピーチの規制や性自認、性的指向を理由とした差別を禁ずる人

権尊重条例や制度整備が活発になっております。国でも動き始めているところですが、国

全体の制度化に先駆け、本市においても多様性や人権を尊重する豊かな社会が実現できる

よう、同性パートナーシップ宣誓制度策定を進めるよう求めるものですが、本市の見解を

お伺いいたします。 

 次に、日本人の平均寿命は年々と延び続け、人生１００年時代に手が届こうとしていま

す。本市でも、６５歳以上の人口割合が約２９％となる中、元気に自立して過ごせる健康

寿命の延伸は、住みなれたまちで幸せに生き生きと暮らすための重要な施策となります。
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本市で行うフレイル対策を初めとする健康寿命の延伸対策について、本年度の取り組みと

今後の具体的な取り組みについてお伺いいたします。 

 次に、ヌカカ対策ですが、ヌカカ、通称干拓虫は体長わずか1.５ミリから２ミリのハエ

の仲間と分類される虫です。弓浜半島を中心に古くから健康被害が報告されています。昨

年より、このヌカカの発生抑制を目的としたモデル事業が始まりました。具体的には、被

害の多い地域の荒廃農地での除草、石灰散布、耕うんという作業を行い、ヌカカの卵や幼

虫を成虫になる前に駆除してしまうという事業になります。このモデル事業ですが、先ご

ろの報道では、一定の効果が見られたとありました。ヌカカ被害地域には、この事業の対

象地域以外も存在します。近年、春先から夏の高温により、ヌカカの発生個体数が減少し

ていることから、本事業の面積を拡大し、ヌカカ駆除事業にスライドさせてもよいのでは

ないかと考えます。そこで、本事業の対象地域の拡大及び事業面積の拡大は考えていない

のか、見解をお伺いいたします。 

 次に、動物愛護について伺います。日本国内で年間殺処分される犬猫の頭数は、平成１

６年度の３９万4,７９９頭から、最新のデータである平成３０年度には３万8,４４４頭と、

約１０分の１に減少しました。これは、動物愛護管理法の改正による飼い主責任の徹底に

より、保健所は飼い主から安易な引き取りを拒否できることになったことやボランティア

の方々の献身的な協力による保護犬、保護猫の引き取りによるものであります。しかしな

がら、いまだに無責任な飼育が原因による捨て猫や野良猫、飼育放棄の犬、迷い犬など、

本市においても存在しています。現在、年２回、西部総合事務所の犬管理所において、県

とボランティア団体による共催で、犬猫の譲渡会を開催しています。私も動物愛護議員連

盟の一員として参加させていただいております。また、このたび、県は動物愛護条例を改

正し、野良猫の不妊去勢手術を行い、地域で野良猫を管理する地域猫活動の推進を始める

ということです。本市としても、広く市民に、動物愛護に対する関心と理解を深めるため、

より積極的な取り組みを希望するものです。本市の動物愛護に対する取り組みについてお

伺いいたします。 

 次に、市役所窓口は市の顔であり、転入や転出が増加する３月、４月は混雑が予想され

ます。先進地では、ＡＩやＩＣＴを活用した窓口サービスの向上に取り組んでいます。本

市においても、スマート窓口の導入を検討されるとのことですが、今後、どのような取り

組みを計画しているのかお伺いいたします。 

 次に、本市におけるマイナンバーカードの交付率は、全国平均よりも低く、残念ながら、

低調に推移しています。平成２８年１月から始まったシステムですが、なかなか普及して

いないのが現状です。政府は、いわゆるマイナンバーカードの普及促進に向けて、２０２

１年３月から、マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを本格運用し、２０２２年

度中におおむね全ての医療機関でマイナンバーカードによる資格確認を導入する方針を固

めました。本市でも、本年２月７日より、申請用ブースを設置して大々的に取り組んでい

ますが、交付の状況及びその体制についてお伺いいたします。また、今後、市民の方が押
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しかけて大混雑することのないよう、事前の広報が大切だと思いますが、本市の今後の取

り組みについて重ねてお伺いいたします。 

 次に、淀江町小波で建設が計画されている産業廃棄物管理型最終処分場については、県

は計画値の地下水が水源地に流入してないか、独自の調査を行う調査会を設置する条例改

正案が附帯意見をつけて可決されました。調査会の委員には、水文学分野の権威である熊

本大学の島田名誉教授のほか、水理地質学、地盤工学、地形・地質学など各分野の専門家

５人が選出されました。地元紙には２月１６日に初会議を開き、今後の調査の方向性につ

いて話し合ったと報道されています。これに伴う今後の動向及びスケジュールについてお

伺いいたします。 

 次に、米子市クリーンセンター基幹的整備改良を、本年度までの４カ年で整備してきま

した。本市は、第３次米子市一般廃棄物処理基本計画における、令和２年度のごみ排出量

の目標値、１人１日当たり９８０グラムに対して、平成３０年度は９５１グラムと排出抑

制に努めてきていますが、今後、圏域からの可燃ごみの効率的な処理に向け、米子市焼却

施設での集約処理が一層進むと考えられることから、これらの一般廃棄物処理施設の整備

方針についてお伺いいたします。 

 次に、全国でさまざまな形で展開される子ども食堂は、当初の目的であった貧困家庭の

子どもたちへの食事の提供の場から、子どもたちの居場所づくりや学習支援の場、さらに

は帰宅が遅い親や家族への支援、高齢や障がいのある方が集まって食事をする地域住民の

コミュニケーションの場へと変化してきました。本市でも、民間団体等による子ども食堂

の活動が展開されていますが、本市における子ども食堂の役割と、今後どのような支援を

していく方針なのかお伺いいたします。 

 次に、全国的に高齢者、障がいのある方、子育て世代等の住宅確保要配慮者は今後も増

加する見込みであるのに対して、住宅セーフティーネットの根幹である公営住宅は大幅な

増加が見込めない状況にあります。民間の空き家、空き室を活用することも視野に入れた

新たな住宅セーフティーネット制度のもと、本市が住宅確保、要配慮者に対する住宅確保

の支援として取り組んでいる内容と現状の課題、今後の方針についてお伺いいたします。 

 次に、鳥取県が平成３０年度に実施した、おおむね１５歳から５９歳までのひきこもり

実態調査では、本市にもひきこもりが９１人存在するとなっています。しかし、ひきこも

りは社会に参加しない状態が長く続き、その存在は表面化しにくいと言われているため、

実際にもっと相当数の方が潜在的なひきこもり状態にあると推測されています。ひきこも

りの状態から自分を抜け出すことは極めて困難であり、ひきこもりの長期化、高齢化の解

決への支援は喫緊の課題です。そこで、本市における本人と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支援体制の強化について本市の見解をお伺いいたします。 

 次に、本市では子育て世代包括支援体制として、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目

のない子育て世代の支援を行っています。ここ数年の動きとして、子ども総合相談窓口の

開設や５歳児健診の実施など、乳幼児期から就学時期までの支援体制の充実を目指してき



－ 6 － 

ました。今後は就学期間や義務教育終了後まで、さらにその先の若者のニートやひきこも

りなどについて、切れ目のない、断らない総合相談支援体制の充実が重要になると考えま

すが、見解をお伺いいたします。 

 次に、認知症は誰もがなり得る病気であり、自分事として捉えることで認知症への正し

い理解が深まります。今後の市民の正しい理解の普及と総合事業など、介護予防に資する

具体的な取り組みについてお伺いいたします。また、本市の認知症施策のさらなる推進に

向けた体制強化が必要と考えますが見解をお伺いいたします。 

 次に、市民後見人について伺います。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高まっています。その中で市民後見

人は、親族でなく弁護士や司法書士などの専門職による後見でもない、市民による後見人

です。市町村等が実施する養成研修を受講するなどして、成年後見人等として必要な知識

を得た一般市民の中から、家庭裁判所が成年後見人等として選任した方となります。この

市民後見人は本人と同じ地域で生活している市民であることから、地域の情報についてよ

く把握しているため、きめ細やかな身上監護が行えるという利点もあります。しかし、あ

くまで社会貢献やボランティア活動としての位置づけであるため、基本的には報酬が発生

しないことを前提としてるため、その人員確保が課題とされています。本市においても、

今後ますます進んでいく高齢化社会における市民後見人の人材確保の必要性が高まってい

ることが予測されます。本市の今後の市民後見人の養成と人員確保に対する取り組みにつ

いてお伺いいたします。 

 次に、がん検診について、国では、昨年８月、がん５年生存率の公表が行われ、早期発

見による生存率は格別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について見解をお伺いいたします。また、がん検診受診率向上

は、受診機会の増加が必要であることから、休日検診の増加や夜間検診の導入などの取り

組み強化の具体的な対策についてお伺いいたします。 

 次に、本市では、大人の健康、母親と子どもの健康として、各種健康診査の実施ととも

に各種ワクチンの予防接種について取り組んでいます。各種予防接種は、本人の健康対策

のみならず、集団で免疫をつけてもらうことにより感染の拡大と重症化を防止する重要な

対策であります。本市におけるワクチンの予防接種について、制度の周知や情報発信の方

法など、どのように行っているのか、現状をお伺いいたします。 

 次に、医療的ケア児とその家族への適切な支援について、医療、福祉、教育等幅広い分

野における支援が必要であり、国では厚生労働省と文部科学省が連携して支援施策を推進

しています。その中の１つである医療的ケア児等を総合的にコーディネートする人材の育

成、配置が今後の支援推進の鍵となると考えます。本市のコーディネートの現状について

伺います。 

 次に、地方において、雇用の創出、確保、若年層の流出抑制、ＩＪＵターン移住者の雇

用先として、新たな企業誘致の必要性については誰もが認識するところです。しかしなが
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ら、本市において既存の工業団地や産業用地はあきが少なく新たな用地確保の必要性があ

ります。今議会に上程されている中小企業振興条例を初め、令和元年度中に完成する米子

インター周辺工業用地を活用し、強力に企業誘致を推進するとともに、地域経済のさらな

る発展のため、新たな工業用地の確保に努めなければなりません。そこで、新たな工業用

地の確保について、本市の取り組み状況についてお伺いいたします。 

 次に、インバウンド対策として、多くの訪日外国人客を呼び寄せるためにはキャッシュ

レス決済、フリーＷｉ－Ｆｉの設置、多言語表示など環境整備が必要となっています。ま

た、本市の魅力を知ってもらうことも重要となります。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求めるもので

すが、見解をお伺いいたします。 

 次に、農業振興について伺います。地域の農業を守るために、新規就農者の育成が課題

となります。新たな担い手づくりのためには、関係機関との連携を図り、有利な補助事業

の情報や魅力ある農産物のブランド化の推進、また、現在注目されているスマート農業な

ど、新しい技術の情報収集に努めるなど本市としても積極的な取り組みが求められるもの

ですが、本市の農業振興に対する考えを伺います。 

 次に、皆生温泉開発１００周年を記念した取り組みについて。広く県内外に皆生温泉を

アピール、一層の知名度アップにつながる事業となることを求めるものです。まち並みの

整備や宿泊以外でも人が集まる魅力的な体験型の施設の整備、外国人観光客の受け入れ支

援など、次の１００年を目指した本市全体としての皆生温泉地域の振興に資する具体的な

事業内容と方針についてお伺いいたします。 

 次に、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。米子駅周辺エリアでは、米子駅南北自由通路等整備事業のみならず、米子市

の顔となる新米子駅の姿や機能など、周辺のグランドデザインを早急に示し、市民の誇り

となる米子駅周辺のまちづくりとにぎわい創出について、現在の進捗状況についてお伺い

いたします。 

 次に、現在、市内の公園には街区公園、都市計画法に基づく緑地、子どもの遊び場、児

童遊園地など、その公園の種類により管理する部署が異なっており、市民にはわかりづら

い状態となっております。市民からの保守依頼や相談の窓口を一元化し、迅速な対応がで

きるよう求めるものですが、見解をお伺いいたします。 

 次に、通学路の安全対策については、子どもたちが登下校時などで犯罪に遭ったり、ま

たは遭いそうになったときに保護し、警察、学校、家庭へ連絡するなどして、地域ぐるみ

で子どもたちの安全を守っていく、こどもかけこみ１１０番の取り組みについて、本市の

現状と課題、また、今後の取り組みについて伺います。 

 次に、公共下水道事業については、今後の管理計画と財政見通しを勘案し、安定的かつ

持続可能な維持管理と効率的な運用を図る観点から、今後の維持管理の考え方についてお
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伺いいたします。あわせて今後の管路延伸については十分に協議し、下水道の設備が困難

な地域などでの浄化槽普及など、国の動向を勘案して早急に推進すべきと思われますが、

今後の下水道事業の方針について見解をお伺いいたします。 

 次に、期日前投票所について。投票日当日、仕事や旅行などで投票に行けない人のため

に、平成１５年に制定された期日前投票は、その利用者が年々と増加し、昨年の７月の参

議院選挙では全国の投票数は導入時の平成１６年の2.４倍の1,７６０万人になりました。

これは投票した人の約３分の１以上に該当します。本市においても、昨年新たに商業施設

に設置され、多くの市民が利用し、本庁舎での混雑が解消されました。しかし、その期間

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の延長と新たな期日前

投票所の設置について、本市の考えを伺います。 

 次に、本年４月から小学校で必須となるプログラミング教育について伺います。今回の

プログラミング教育に期待されるのは、プログラミング的思考を育むこととされています。

小学生という早い段階からプログラミングを通して、テクノロジーに触れることはこれか

らの子どもたちの可能性を広げることになります。しかし、懸念されているのは教員への

負担の増加です。プログラミング教育の研修が不足していないか、ＩＣＴ支援員などがき

ちんと確保されているのか、支援体制の強化を図れているのか伺います。また、学習用の

コンピューターの配備状況はどのようになっているのか、国は子ども１人に対して１台の

コンピューター端末の整備を目指していますが、本市の配備状況を伺います。 

 次に、子どもたちの防災意識の向上は、日常生活における危険から身を守るため、危険

の要因の理解、予測する力、状況に応じた適切な判断力の育成が必要となります。災害時

に周囲の状況に応じて、安全に行動できる確かな実践力を身につけるため、学校での防災

教育の充実は不可欠であることから、具体的な防災教育、防災訓練を実施していくのか見

解をお伺いいたします。さらに学校のみならず、地域住民や保護者と連携した体制の強化

について見解をお伺いいたします。 

 次に、令和２年度から小学校で、令和３年度から中学校で、新学習指導要領が全面実施

となり、がんの原因やメカニズム、予防法などをがん教育として学習することになります。

学校におけるがん教育には、学校医、がん医療に携わる医師、がん患者や経験者等の外部

講師を活用することが有効であることから、学校でのがん教育の着実な実施へ、教育委員

会の支援が重要と考えますが、見解をお伺いいたします。 

 次に、文科省の調査によれば、２０１８年度に病気やけがあるいは経済的な理由以外で

３０日以上学校を欠席した児童生徒数は全国で１６万4,５２８人でした。前年の１４万4,

０３１人より約２万人増加しています。少子化で児童生徒数が年々減少しているにもかか

わらず、不登校の人数は７年連続で増加しています。不登校のため、学校で勉強する機会

を失ってしまった児童生徒に対して、学校への登校を強制せず、それぞれに合った学習環

境を保障するため、教育機会確保法が２０１７年に施行されました。行政が改めて不登校

という問題の大きさを認識し、学校以外の場で児童と生徒が学ぶことの重要性と学校を休
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ませる必要性について取り組みを始めたことを大きな意味があります。学校以外の居場所、

学びの場として教育支援センターやフリースクールがあります。そこで、本市においてフ

リースクールに対してどのような連携及び支援が行われているのか伺います。 

 以上、私の質問は終わりますが、御答弁によりまして再度質問させていただきますとと

もに、後ほど同僚の議員から関連質問をいたします。 

○渡辺議長 伊木市長。 

○伊木市長（登壇） ただいまの公明党前原議員の代表質問に対しまして、私の所管する

部分につきまして答弁を申し上げます。 

 まず最初に、新型コロナウイルスに対します本市の対応状況についてのお尋ねでござい

ますが、本年１月２３日に緊急幹部会議を開催をし、新型コロナウイルスの感染症対策に

ついて、マスクの備蓄の確認や情報収集の強化、県や国との連携などについて確認をいた

しました。１月３１日に、米子市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置をし、本市の

対応方針を改めて確認をし、そして、市民への情報提供と感染症対策、そして、冷静な行

動の呼びかけなど、国や県との連携の確認もあわせて実施をしたところでございます。ま

た、２月２８日の緊急協議におきましては、本日からの市内小中学校の臨時休業の対応に

ついて確認を行ったところでございます。 

 続きまして、米子市まちづくりビジョンにおきますＳＤＧｓの反映についてのお尋ねで

ございます。ビジョンの内容につきましては、ＳＤＧｓの目指す方向性と合致する部分も

多くございまして、当該ビジョンにおきましては、ビジョンの推進とＳＤＧｓの目標達成

に資するものであると考えておりますため、当該ビジョンにおきましては、ＳＤＧｓの１

７の目標とビジョンに掲げます取り組みの関連を表で整理をして記載をしているところで

ございます。 

 続きまして、令和２年度当初予算の編成方針についてのお尋ねでございます。米子市ま

ちづくりビジョンに掲げます、住んで楽しいまち米子の実現に向けまして、挑戦する米子

市として機動的かつ効果的な施策を展開できる内容となっております。具体的には、公共

交通の利用の推進や子どもたちの健やかな成長につながる施策のさらなる拡充、地産外消

をキーワードとした経済活性化対策など、本市の発展に資すると考えられます施策を積極

的に検討をし、広く盛り込む一方で、限られた財源を最大限有効に配分するよう努め、財

政の健全性の確保との両立を図りながら予算の編成を行ったところでございます。 

 続きまして、自主防災組織の結成促進と訓練などの支援体制についてのお尋ねでござい

ます。自主防災組織の結成率は、平成３１年４月に約７０％でございましたが、令和２年

の２月の時点におきましては、約８１％となるなど、着実に増加をしておりまして、引き

続き結成促進に努めたいと考えております。活動の支援体制につきましては、今年度、防

災研修会を自主防災組織向けの内容として、講演後に参加者同士の情報交換の場を設ける

など、あるいは防災講座に体験型プログラムを加えるなど、より実践的な活動につながる

よう改善を図りました。今後も訓練や活動内容につきまして、協力や助言を行いますとと
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もに、防災講座のメニューを整理をして、自主防災組織で訓練や活動に取り組みやすくす

るなど支援を強化してまいりたいと考えております。 

 また、防災士等の人材育成や情報伝達の改善、避難所運営についてのお尋ねでございま

すが、防災士や女性防災リーダーを含めました地域の防災リーダーは、共助と公助をつな

ぐ存在として人材活用が期待されておりまして、その養成は継続して行うこととしており

ます。防災情報の伝達方法につきましては、これまでも多様な手段での発信に努めており

ますが、今年度からヤフーアプリからの情報発信や防災無線の放送内容のホームページへ

の掲載を開始いたしました。来年度には防災ラジオの整備も図ってまいりたいと考えてお

ります。避難所につきましては、円滑な運営を目指し、マニュアルの検証や実動訓練の実

施に取り組んでいきたいと考えております。 

 続きまして、原子力防災等におきます自家用車を用いた避難訓練等についてのお尋ねで

ございます。自家用車を用いた避難につきましては、渋滞の発生も加味したシミュレーシ

ョンを行っておりまして、警察による一元的な交通統制や誘導を行いますほか、国の事業

を活用し、道路監視カメラや信号機の集中制御等の整備が始められております。訓練で実

際に渋滞を再現することは日常生活への影響が大きく、現実的には難しいですが、今後で

きるだけ現実に近い形を意識をし、日常生活への影響も考慮しながら訓練方法について、

県や関係機関と協議をしていきたいと考えております。また、自家用車での避難要領につ

きましては、出前講座や原子力防災講演会などでの説明、原子力防災ハンドブックの全戸

配布などによりまして、周知に努めておりまして、その他の方法につきましても県と協議

し考えていく予定にしております。 

 続きまして、公共施設のトイレの整備の状況と今後の整備方針、整備計画についてでご

ざいます。本市におきましては、個々の施設につきまして、トイレのユニバーサルデザイ

ン化を推進しておりまして、今年度は就将小学校の大規模改修の際に、ベビーチェアやベ

ビーシート、オストメート対応のトイレを設置をし、淀江支所の既存の多目的トイレにオ

ストメート対応設備を新たに設置したところでございます。今後のトイレの整備に当たり

ましては、施設の増改築や大規模改修の機会を捉えた対応を基本としつつも、公共施設が

災害時の避難所等として重要な役割を担っておりますことから、優先度を検討しながら、

ユニバーサルデザイン化に向けて必要な整備を図っていきたいと考えております。 

 続きまして、今後の公共施設へのスロープや屋根の未設置施設への対応についてのお尋

ねでございますが、各種公共施設の整備に当たりましては、バリアフリー法や鳥取県福祉

のまちづくり条例に基づいた、高齢者や障がいのある方など全ての人が安全かつ快適に利

用できるよう、ユニバーサルデザイン化を念頭に進めているところでございます。今後の

スロープや屋根の未設置施設への対応につきましては、個々の施設の状態や利用状況など

を勘案しながら、優先度を精査しつつ、大規模改修や長寿命化改修等の機会を捉えて、順

次、整備を図っていきたいと考えております。 

 続きまして、庁舎再編の今後の方針や考え方についてのお尋ねでございます。本市の市
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庁舎が抱える諸課題の解消を踏まえまして、公共建築物の総量の抑制、老朽化対策や借地

料の低減あるいは借地の取得に向けた取り組み、また、質の高い住民サービスの提供など

を念頭に置いた市庁舎の再編を推進することとしまして、昨年７月に、現時点における中

期的な展望として、庁舎再編ビジョンを定めたものでございます。今後は、本庁舎敷地の

取得に向けた地権者との交渉や第２庁舎の廃止による借地の解消、当該廃止施設の代替施

設としての鳥取県との糀町庁舎の共同整備などを、再編方針に基づき確実に進めていきた

いと考えております。 

 また、そうしたこと等の今後の市民への周知方法についてのお尋ねですが、昨年の７月

に庁舎再編ビジョンを策定した後、広報よなごや市のホームページへの関連記事の掲載を

したほか、米子市自治連合会の常任委員会での概要説明や御要望をいただきました地区の

自治連合会への出前説明会などを実施してまいりました。今後も再編方針の進捗状況等に

つきましては、市の広報媒体で継続的に周知を行いますほか、地域から御要望がありまし

たら、出前の説明会の開催なども検討して丁寧な説明を尽くしていきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、障がいのある方の社会参加促進のための取り組みについてでございますが、

障がいのある方の社会参加につきましては、障害者総合支援法に基づきます各種サービス

などで、外出や就労に関する支援を行っておりますほか、地域活動支援センターの設置や

障がい者アート展の開催や障がい者スポーツの推進など、芸術、文化、スポーツ活動に対

する支援も行っております。一方、米子市役所の障がい者雇用につきましては、最新の障

がい者雇用率が法定雇用率を上回る2.５４％となっております。また、就労について困難

や働きづらさを抱えている者を対象とした特定業務職を新設をし、令和２年度から新たに

３名を採用する予定でございます。そのほか、市役所の業務や備品調達などにおきまして、

障がい者の作業所などに対して優先調達をふやすことなどで就労の促進を図っております。 

 続きまして、移住・定住施策についてのお尋ねでございます。大都市からの移住・定住

の促進策につきましては、大都市圏で開催をされます移住相談会への参加やメールマガジ

ン、ＳＮＳ等を活用した情報発信に努めますとともに、今年度、新たな取り組みとして東

京圏からの働き手の移住に対する支援金制度を創設したところでございます。しかしなが

ら、こうした直接的な手段だけでは不十分であると認識しておりまして、企業誘致を含む

働き口の確保や生活の場としての米子の魅力のＰＲなど、住んで楽しいまち米子の実現を

図ることを同時に進めることで、こうした手段もより生きてくるものと考えております。 

 続きまして、高齢者などの移動に困難な方々に対する支援についてのお尋ねでございま

す。高齢者の移動支援につきましては、米子市公共交通ビジョンをもとに関係機関と協議

を行っておりまして、実施効果や実現性などを踏まえた上で、具体的な取り組みを進めて

いくこととしております。新たな取り組みとしましては、交通体系の再構築に向けました

調査、研究や高齢者に対するバス定期券の取得助成、また、バス停留所の待合環境整備に

対する補助などを新年度予算に盛り込んだところでございます。 
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 続きまして、自治会加入の促進についてのお尋ねで、まず加入率の推移についてのお尋

ねでございます。平成２７年に６４％でありました加入率は年々減少しておりまして、現

在６１％となっております。加入促進の取り組み状況につきましては、米子市自治連合会

と協力をしまして、自治会運営の手引を作成をし、自治会運営や加入促進活動に利用して

もらっているところでございます。また、毎年３月の転入の多い時期に市役所１階ロビー

におきまして、自治会加入の相談窓口を開設しております。そして、これらに加えまして

防災や福祉など、地域の自治組織の重要性を認識していただき、これを加入につなげてい

く取り組みも行っております。 

 続きまして、ＬＧＢＴ、性的マイノリティーへの支援についてのお尋ねでございます。

まず、取り組みについてですけれども、正しい理解を深めるために、広報よなごに多様な

性のあり方を認めるメッセージの掲載や講演会や研修会の開催、あるいはＬＧＢＴをテー

マにした小地域懇談会の実施や啓発ポスターの作成、配布を行うなど、市民への啓発活動

を行ってきております。また、同性パートナーシップの宣誓制度につきましては、中国地

方で初めて導入をした岡山県総社市への視察を行うなど、情報収集に努め、調査と研究を

行っております。引き続きＬＧＢＴの人たちへの理解を深め、生きづらさを解決するため

に市民啓発等に努めていく考えでございます。 

 続きまして、健康寿命の延伸対策についてのお尋ねでございます。本年度はモデル地区

でございます永江地区におきまして、６４歳以上の方を対象としたフレイル状態にあるか

否かについて、国が示すチェックリストをもとにチェックを行い、結果に応じた健康相談

及び健康支援教室を保健師や管理栄養士を中心に実施しております。来年度はさらに中学

校区に配置をされます保健師によるフレイル予防活動を、各地区集会所などで実施してい

く予定としております。 

 続きまして、ヌカカ対策についてのお尋ねでございます。ヌカカ対策のモデル事業の対

象地域や事業面積の拡大についてのお尋ねでございますが、ヌカカ対策のモデル事業は、

地域で実施可能な土壌対策の取り組み方法を確立することを目指して、３年間をめどに継

続して調査や検証を行っているところでございます。このモデル事業の検証結果を踏まえ

まして、被害地域全域で実施できるよう検討することとしております。 

 続きまして、動物愛護の取り組みについてのお尋ねでございますが、猫が殺処分される

ことがないように、野良猫への無責任な餌やり行為に対しまして、鳥取県と協働して現地

指導を行うとともに、不妊や去勢手術の費用助成を行っております。今年度は、県とボラ

ンティア団体などが開催をします犬猫の譲渡会に参加をして、犬の登録の受付や狂犬病予

防接種の啓発を行ったところでございまして、引き続きこうした取り組みに参加をしてい

くこととしております。 

 続きまして、市役所のスマート窓口の今後の取り組みについてのお尋ねでございます。

ＩＣＴ技術の活用によりまして、転出入や結婚や出産あるいは死亡時などにおきまして、

必要となります複数の手続を一括処理できる窓口システムの構築を、年次的に進めてまい
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りたいと考えております。また、将来的にはこのシステムを発展させて、極力来庁しなく

てもスマホやパソコンからもろもろの手続ができる仕組みにつなげていきたいと考えてお

ります。 

 マイナンバーカードの交付状況あるいは交付の体制についてのお尋ねでございますが、

２月１６日現在の交付率は１2.７１％、交付枚数は１万8,８７９枚となっております。マ

イナンバーカードの特設ブースの交付体制は６名でスタートいたしましたが、今後、状況

を見ながら増員することとしております。また、今後の取り組みについてでありますが、

市報やホームページなどのほか、今後、新聞やテレビ等のメディアも活用をし、広く定期

的に周知、広報に努めるとともに、出張申請サービスのさらなる推進を図ってまいりたい

と考えております。 

 続きまして、産業廃棄物最終処分場の建設につきまして、今後の動向やスケジュールに

ついてのお尋ねでございます。県によります地下水等調査会におきまして、調査期間が２

年程度要することが示されております。また、環境管理事業センターの１月２４日開催さ

れた臨時理事会におきましては、地下水等調査の動向や進捗を見ながら、設置許可申請の

今後のスケジュールを調整することが決定されたと伺っております。現時点におきまして

は、それ以上のことについてはわからないという状況でございます。 

 続きましてですが、次期一般廃棄物処理施設の整備方針についてのお尋ねでございます

が、現在、鳥取県西部広域行政管理組合が設置をしております、鳥取県西部のごみ処理の

あり方検討会におきまして、今月末、３月末をめどに基本構想を概成する作業を進めてい

るところでございまして、今後、圏域の、ちょっと言い直しますが、基本構想の案の概成

を進めているところでございまして、今後、圏域の構成市町村の御理解と共通認識の調整

を十分に図った上で、基本構想案を完成させ、整備方針を構築したいと考えております。 

 続きまして、子ども食堂の役割と活動支援についてのお尋ねでございますが、子ども食

堂は貧困の状態にある子どもたちへの食事の提供にとどまらず、困難を抱える子どもや子

育て家庭の孤立を防ぐ居場所としての機能を有しておりまして、さらに地域の多様な交流

の場となる可能性を持つものと考えております。今後の支援方針につきましては、各団体

の主体的な運営を基本としながら、持続的な運営が行われるよう支援を行いますとともに、

新たな子ども食堂の立ち上げ支援を行うことによりまして、市内の子ども食堂のさらなる

普及に努めたいと考えております。 

 続きまして、住宅支援のあり方の中で、まず、住宅確保要配慮者に対する住宅確保の支

援としての取り組んでいる内容についてのお尋ねでございます。住宅セーフティーネット

制度は、平成３０年１月に、鳥取県が登録制度を創設したところでございまして、現在、

米子市内の登録物件は２９２件となっております。本市も登録物件の増加のために、鳥取

県居住支援協議会に参加をし、鳥取県と協力して関係団体への制度周知に努めているとこ

ろでございます。現状の課題と今後の方針についてですが、市内に登録されておりますセ

ーフティーネット住宅のうち、空き家は４軒のみでございまして、今後も空き家の確保の
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ために、引き続き鳥取県と協力をするとともに、本市の住宅政策に対しまして協定を締結

した関係団体等への制度の概要などの周知に努めていきたいと考えております。 

 続きまして、ひきこもり支援についてでございますが、ひきこもり専門の相談窓口の明

確化と相談支援体制の強化についてでございますが、今年度、障がい者支援課をひきこも

りに関する相談窓口として広報をし、相談件数も少しずつ増加してきているところでござ

います。また、民生委員や包括支援センターあるいは介護保険のケアマネジャーなどにも

協力をお願いをし、ひきこもりに関する情報を収集し、連携を図りながら支援に努めてお

ります。また、来年度から地区担当保健師が個別の訪問も含めた保健活動などを行う予定

でありますほか、ひきこもり相談専用の自立サポート相談ダイヤルの開設やさまざまな相

談機関をまとめたチラシの作成、鳥取県が設置しておりますひきこもり生活支援センター

西部ハートフルスペースとの連携強化など、相談窓口の周知と支援体制の充実を図ってい

くこととしております。 

 続きまして、切れ目のない、断らない総合相談支援体制についてであります。これにつ

きましては、引き続き教育委員会や児童相談所、鳥取県、若者サポートステーションなど

の関係機関と連携をして、相談支援体制の充実に努めていきますとともに、学齢期終了後

におきまして、継続して支援が必要な方への切れ目のない支援を充実してまいりたいと考

えております。また、このたび策定をしました地域つながる福祉プランに掲げます総合相

談支援センターとの連携も図って、支援の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、認知症対策の推進について、今後の市民への正しい理解の普及と介護予防

に資する具体的な取り組みについてでございますが、認知症への正しい理解を深めるため

に、引き続き認知症サポーターの養成やケアバスを活用しました啓発を行いますとともに、

介護予防やフレイル対策の取り組みが認知症予防に有効であると考えておりまして、推進

をしていく考えでございます。また、さらなる推進に向けた体制強化についてでございま

すが、認知症を早期発見、早期対応できますよう、地域包括支援センターや認知症地域支

援推進員、サポート医で構成します認知症初期集中支援チームの取り組みを評価していく

考えであります。 

 続きまして、市民後見人についてのお尋ねでございますが、今後の養成と人員確保に対

する取り組みについてでございますが、まず、養成につきましては、毎年、市民後見人養

成講座を実施しているところでございますが、成年後見制度には人員確保も含めさまざま

な課題があるということについては認識をしているところでございます。今後、後見活動

に従事をしていただきやすい体制の整備について、成年後見制度利用促進計画の策定の中

で検討していきたいと考えております。 

 続きまして、がん検診についてのお尋ねでございます。がん検診の取り組みについてで

ございますが、これまでもさまざまな機会を捉えてがん検診の有効性やその周知、受診勧

奨を行ってきましたが、検診の受診率が十分に上がっていない状況がございます。検診で

がんが発見された後のケアなどにつきましても啓発を強化していくとともに、引き続き検
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診の受診率向上に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、ワクチン接種によります健康対策についてのお尋ねでございますが、これ

につきましては市の広報や健康カレンダーあるいは市のホームページを通じて広く周知す

ることはもとより、乳幼児の予防接種につきましては対象者への案内チラシまたは個別勧

奨通知を行っているところでございます。ただし子宮頸がんのワクチンの予防接種につき

ましては、国の通知に基づきまして、個別勧奨等は控えている状況でございます。そのほ

か、大人の予防接種につきましては、対象者に直接受診券を送付しているところでござい

ます。 

 続きまして、医療的ケア児とその家族への適切な支援についてのお尋ねでございますが、

支援のコーディネートにつきましては、支援を開始する前に保健師等、関係職員によりま

す医療機関や庁内各課との連絡会議を行い、その後も連携をして適切な支援を行うよう努

めているところでございます。 

 続きまして、新たな工業用地の確保についてのお尋ねでございますが、これは企業誘致

のみならず地元企業の増設、拡大のための受け皿として、一定面積の工業用地を確保して

いく必要があると考えております。新たな工業用地の確保につきましては、庁内プロジェ

クトで候補地の選定作業を進めているところでありますが、事業化につきましては米子イ

ンター周辺工業用地の分譲状況や経済情勢を勘案して、判断をしたいと考えております。 

 続きまして、インバウンド対策についてのお尋ねでございますが、まず受け入れ環境の

整備につきましては、キャッシュレスの決済の普及、促進について、昨年度、鳥取県西部

活性化協会によりますキャッシュレス決済機器の導入促進事業への支援を行ったところで

ございます。また、多言語表示につきましては、平成３０年度から市内各所に多言語表記

の観光案内看板を設置しておりますほか、米子市観光協会との連携によりまして、訪日旅

行客向けの観光パンフレットを作成しております。また、フリーＷｉ－Ｆｉにつきまして

は、既に多くの観光宿泊施設で導入されている状況でございますが、一方で、近年の外国

人旅行客のトレンドといたしましては、旅行に出る前に自国内でプリペイドＳＩＭを購入

をして、これを使用することによって、通信手段を確保しているという状況があることも

伺っておりまして、今後も外国人旅行客のニーズや実情の把握に努めて、有効な対策を見

出していきたいと考えております。また、誘客ＰＲや情報発信についてのお尋ねでござい

ますが、インバウンド向けプロモーションにつきましては、昨年６月に国際交流財団との

連携によりまして、市内在住外国人との意見交換会を行い、さまざまな御意見をいただい

たとこでございます。そうした中で、例えば中国に対しましては、ＴｉｋＴｏｋというＳ

ＮＳ媒体が有効であるということがわかりましたため、本市地域おこし協力隊により、Ｔ

ｉｋＴｏｋを使って観光情報などを発信するなど、新たな試みにも着手をしているとこで

ございます。また、今後は山陰インバウンド機構や中海・宍道湖・大山圏域観光局などの

関係団体とも連携をして、広域的な取り組みとしていきたいと考えております。 

 続きまして、農業の振興についてのお尋ねでございます。新規就農者や新たな担い手の



－ 16 － 

育成のために、引き続き就農応援交付金事業を活用し、国や県あるいは関係機関と連携を

して取り組んでいきたいと考えております。また、白ネギや大山ブロッコリー、米子砂丘

にんじんなどの特産物につきましては、がんばる農家プラン事業、がんばる地域プラン事

業、戦略的白ネギ総合対策事業などによりまして、生産の安定及び生産性の向上を図ると

ともに、関係機関と連携して産地としての知名度の向上や販売戦略の強化の取り組みによ

り、ブランド化を推進したいと考えております。さらに、皆生と富益地区の圃場整備を推

進をし、新たに淀江地区については地元の合意形成を図り、優良農地を確保したいと考え

ております。そのほか、ＧＡＰ認証やスマート農業につきましても、逐次、国や県からの

情報収集に努めまして、農家への情報提供を、あるいはＧＡＰ認証取得やスマート農業の

導入への取り組みを強化するなど、次世代につなぐ農業の振興に積極的に取り組んでいき

たいと考えております。 

 続きまして、皆生温泉の開発１００周年記念事業についてのお尋ねでございます。これ

につきましては、皆生温泉旅館組合を事務局といたしまして、米子市観光協会や米子商工

会議所、鳥取県、米子市などが参画をし、地元自治会にもオブザーバーとして参加をいた

だき、実行委員会を立ち上げたところでございます。実行委員会におきましては、開発１

００周年事業のメーンテーマを、２００周年へのリスタートと位置づけまして、参画団体

などが実施する事業を３つのテーマに区分をいたしまして、その中で本市といたしまして

は、市民に向けた機運醸成のための事業として、広報よなごによる皆生温泉についての特

集の記事を掲載することとしております。また、誘客を図るためのＰＲ、イベントなどの

事業といたしまして、テレビ番組の「開運！なんでも鑑定団ｉｎ皆生温泉」の公開収録の

ほか、海や砂浜を活用したアクティビティーなどを行うイベントの側面支援などを行う予

定としております。また、受け入れ環境整備など、皆生温泉を未来へつなぐための事業と

いたしまして、皆生海浜公園のトイレや観光センターの改修あるいは皆生海岸の継続的な

清掃活動を実施できるような官民連携の体制構築の検討など、記念事業の趣旨に沿った皆

生温泉地域の振興に資する事業を進めていくこととしております。このほかにも、それぞ

れの参画団体などによります事業が計画されておりまして、実行委員会から情報発信を行

っていくこととしております。 

 続きまして、米子駅周辺のエリアの活性化についてのお尋ねでございますが、まずは現

在の進捗状況についてでございます。米子駅南北自由通路路等整備事業につきましては、

２月の都市経済委員会におきまして、外観デザインや県産材を利用した内装イメージなど、

詳細設計の進捗状況をお示しいたしますとともに、本市ホームページに報告内容を掲載い

たしまして、市民への情報提供を行ったところでございます。現在、ＪＲ西日本が行って

おります新駅舎の設計とあわせまして、３月末の詳細設計の完了に向けまして最終調整を

行っているとこでございます。また、商業施設が入居します新駅ビルにつきましては、Ｊ

Ｒ西日本において検討が進められておりまして、詳細はまだ示されておりませんが、引き

続き連携を図りながら、駅周辺のにぎわい創出に資する施設となりますよう、協議を続け
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ていく予定としております。さらに駅北広場の整備につきましては、本市が目指しますウ

ォーカブルなまち、居心地がよく歩きたくなる町なかを踏まえた検討を行っておりまして、

令和２年度に米子駅北広場ウォーカブル推進事業の基本計画を策定する予定でございます。 

 続きまして、公園の管理についてのお尋ねでございます。市民の皆様からの相談窓口の

一元化についてでございますが、先日、公園や緑地、子どもの遊び場、児童公園の各担当

課の記載をした位置図を公民館に配布をしました。その際に、遊具等の問い合わせ先に都

市整備課の連絡先を記載した文書も沿えております。利用者への周知につきましては、ホ

ームページに公園に関する問い合わせ先について、窓口が都市整備課である旨の内容を掲

載することとしております。 

 続きまして、通学路の安全対策についてのお尋ねでございます。こどもかけこみ１１０

番の本市の現状と課題、今後の取り組みについてでございますが、小学校と保護者会など

が連携をしまして、地域の協力を得て2,０００カ所を超えます、こどもかけこみ１１０番

が設置されておりまして、１０校区におきましては設置場所を記載した地域安全マップが

作成されております。今後は、こどもかけこみ１１０番がさらに有効に機能しますよう、

関係機関と企画をし、設置場所の管理と周知に努め、適切な運用に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 続きまして、下水道事業についてでございますが、今後の維持管理の考え方についてで

ございます。現在の取り組みといたしましては、ストックマネジメント計画によります計

画的な施設の改築、更新の実施や予防保全的な施設管理を行っているとこでございます。

また、包括的民間委託の導入の効率的な施設運営体制の検討もしております。さらには、

公共下水道や農業集落排水施設などの汚水処理施設の統廃合の検討を行っております。こ

れらを中心に、今後、なお一層の効率化や合理化などによりまして、将来にわたって持続

可能な下水道事業の運営を行わなければならないと考えております。また、今後の下水道

事業の方針についてでございますが、現在のところ、汚水処理施設の早期概成に向けまし

て、米子市生活排水対策方針を作成をし、時間軸の視点とともに各汚水処理手法の特性や

経済性などを総合的に勘案をし、公共下水道につきましては、新規の管渠整備を、また、

合併処理浄化槽につきましては補助制度の拡大を行っております。当面の方針といたしま

しては、公共下水道の新規管路整備と合併処理浄化槽を効果的に組み合わせて、早期概成

を目指すこととしております。 

 以上、私が所管をします部局に関する答弁を終わりたいと思います。 

○渡辺議長 浦林教育長。 

○浦林教育長（登壇） 公明党議員団、前原議員の代表質問にお答え申し上げます。 

 まずはプログラミング教育についてのお尋ねでございます。このたびの学習指導要領の

改訂におきまして、令和２年度から小学校におきましても、プログラミング教育を導入す

ることとなりました。小学校段階では、各教科等におきまして、プログラミング的思考を

育むことを狙いとしているところでございます。来年度からの実施に向けまして、鳥取県
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教育委員会や米子市小学校教育研究会などと連携しながら、研修会や体験会などへ職員を

派遣したり、実際にプログラミング教育を取り入れた授業研究会を実施したりしながら、

準備を進めてきたところでございます。また、ＩＣＴ支援員についてですが、引き続きそ

の確保や育成を図ることが重要であるというふうに考えております。 

 次に、本市における児童生徒が使用する教育パソコンについてですが、小中学校合わせ

て約1,６００台でございます。これは児童生徒のおよそ7.３人に１台の配備となっている

ところでございます。 

 次に、学校における防災教育、防災訓練についてのお尋ねでございます。本市では、平

成２９年度と３０年度に、学校教育推進の重点の１つに防災教育の推進を掲げておりまし

て、啓発を続けてまいりましたこともありまして、その場の状況に応じて行動する避難訓

練を実施する学校がふえてきております。例えば学校の休憩時間中ですとか下校中など、

教員が近くにいない状況での避難訓練を行ったりですとか、避難経路に障害物を設け、そ

の状況下で適切な経路を選択し避難する訓練、こういった訓練を行ったりしているところ

でございます。今後もさらに実践力が身につく内容となりますように、関係課と連携を図

りまして、洪水ハザードマップや原子力防災ハンドブックなどの活用を、そういった情報

提供を行っていきたいと考えております。 

 次に、地域住民や保護者と連携した防災教育、防災訓練についての体制の強化について

のお尋ねでございます。行政や地域と連携しまして、地域の実情に合った防災訓練を実施

する学校が年々ふえてきております。例えば豪雨等で河川の氾濫が想定される学校では、

保育園と合同で高いところへ避難する訓練を行ったり、ＵＰＺ圏内の学校においては、行

政や地域と協力しながら、原子力防災訓練ですとか保護者引き渡し訓練を行ったりしてお

ります。今後も引き続き学校の実態や地域の実情を勘案しながら、可能な範囲での体制構

築に向けて働きかけていきたいと考えております。 

 次に、がん教育についてのお尋ねでございます。がん教育につきましては、小学校では

令和２年度から、生活習慣病の予防を題材として、また、中学校では令和２年度から、が

ん教育に特化した内容で学習することとなります。こうしたことから、新学習指導要領の

全面実施に向けまして、環境整備の充実を図ることが大切だと考えております。がん教育

における外部講師の活用につきましては、がんの原因やその予防等の知識や理解が深まる

ことや子どもたちの印象に残る学習につながる等、一定の活用効果があるというふうに認

識はしております。ただ、これまでも御答弁してきたとおり、適切な講話をできる講師選

定の難しさですとか、講話の内容と学校の要望とのギャップが生じないように、綿密な打

ち合わせの時間を確保する、そういった難しさがある、そういったところが課題になると

いうふうに認識しております。こうした状況も踏まえまして、関係課と連携を図ったり、

先進校の実践例を紹介したりしながら、外部講師の情報を提供していきたいと考えており

ます。いずれにしましても、新学習指導要領のもとで子どもたちの学習が一層充実したも

のになるように取り組んでまいりたいと、このように考えております。 
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 次に、フリースクールとの連携支援についてのお尋ねでございます。まずは学校におい

ての不登校児童生徒への支援につきましては、担任など教員によります家庭訪問を初め、

校内適応指導教室ですとか、米子フレンドリールームの活用などがございます。ほかにも

鳥取県が事業でしておられますが、不登校児童生徒の自宅学習支援事業の活用ですとか、

個別の学びの場の設定と支援を行っておるところでございます。また、民間施設であるフ

リースクールにつきましては、本市の児童生徒も数名通っているというふうに把握してお

ります。教育委員会としましても、実際に訪問しまして、子どもたちの様子を伺ったり、

意見交換を行ったりした上で、今年度４月に学校長の判断で指導要録上出席扱いとするこ

とが可能であるというふうに通知したところでございます。なお、フリースクールに通っ

ております児童生徒に対しましては、学校の教員が出向いて情報交換を行ったり、フリー

スクールからの出席状況等の報告を受けたりしながら、状況把握と支援を行っているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○渡辺議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長（登壇） 前原議員の期日前投票所についての御質問にお答

えをいたします。本市におきましては、期日前投票制度を施行後、初の選挙となりました

平成１６年７月の参議院選挙の際の利用率は１0.６％でしたが、昨年７月の参議院選挙で

は３0.７％となっており、率にして３倍近い伸びを示しているところであります。このよ

うな中、投票率の向上並びに本庁舎の混雑緩和といった観点から、昨年の参議院選挙から

商業施設にも期日前投票所を設置いたしました。当面は令和３年春に執行が予定される市

長選挙、市議会議員補欠選挙に向け、この期日前投票所がより市民に利用しやすいものと

なるよう周知を図る一方、設置期間の延長及び運営体制の拡充整備に努めてまいりたいと

考えているところであります。期日前投票所の増設については、今後の期日前投票者数の

推移を勘案しながら、その施設の期日前投票所としての適正、利便性及び設備等の条件を

精査した上で、将来的に対応していくべきものと考えております。以上です。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 それでは、再質問させていただきます。まず最初に原子力災害の避難訓練に

ついてお伺いします。先ほど、島根原発かつ３０キロ圏内にある、ＵＰＺ圏内での避難訓

練についての質問でしたが、市内にはＵＰＺ圏外の地域もあります。そこで、ＵＰＺ圏外

の避難訓練の必要性についての見解をお伺いします。 

○渡辺議長 永瀬防災安全監。 

○永瀬防災安全監 ＵＰＺ圏外の地区におきます避難訓練についてでございますが、国の

原子力災害対策指針によりますと、状況に応じましてはＵＰＺ圏外についてもＵＰＺ圏内

と同様の防護措置をとっていただくということになりますが、ＵＰＺ圏外の地区における

原子力災害の影響を受ける可能性を勘案をしますと、原子力災害に限らず、ふだんの自然

災害に対する訓練、具体的には情報伝達でありますとか避難行動などの訓練を積み重ねる

ことや、あるいは原子力防災に関する知識の普及、啓発を行うことが有効と考えておりま
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して、出前講座や原子力防災講演会などでの説明、あるいは原子力防災ハンドブックの全

戸配布などによって、啓発に努めているところでございますので、今後もこれを継続して

まいりたいと考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 続きまして、移住・定住政策について伺います。地方創生の一番のゴールは

首都圏と地方の人口格差を是正し、地方の衰退をとめるということです。しかし、いまだ

に首都圏への人口流入は続いて、それがとどまる兆しが見えておりません。そこで、移

住・定住促進はもちろんですが、移住者数だけを捉えるのではなく、近年、政府が提唱し

ている関係人口による地方創生という言葉が使われ始めています。この関係人口について、

どのような考え方か、お伺いいたします。 

○渡辺議長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 関係人口についてでございます。関係人口と申し上げますのは、本

市に移住をされた、いわゆる定住人口と言われるものでなく、また、観光にいらっしゃっ

た交流人口でもなく、地域や私どもの米子市の方々と多様にかかわる人々のことを示して

いるもので考えております。具体的に申し上げますと、ふるさと納税で寄附をいただいた

方々であるとか、本市出身の県人会の会員の皆様方であるというふうに認識をしておりま

す。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。この関係人口が注目されたきっかけとなったのが、「東北食

べる通信」という雑誌がございまして、情報誌がありまして、この情報誌は東日本大震災

の１次産業を応援しようという形で発刊されたものです。私も知らなかったんですけども、

毎月１回、現地の農産物１種類と生産者のストーリーや農産物のレシピなどが特集された

雑誌が送られてくる、契約された方に送られてくる。このコンセプトは飲む、食べる、つ

ながるで、食を通じてファンをつくり生産者とのつながり、現地へ足を運ぶ仕掛け人であ

る高橋博之氏の著書の中では、観光は一過性で地域の底力にはつながらない、定住はハー

ドルが高い、交流人口と定住人口の間に眠るｶﾝｺｳ人口を掘り起こすのだと述べている。こ

れによって、ｶﾝｺｳ人口という言葉が広まったと言われています。本市のこの関係人口の捉

え方と取り組みについて伺います。 

○渡辺議長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 関係人口についての本市の捉え方と取り組みについてでございます

が、本市におきましても、いわゆる関係人口の拡大、強化、これにつきましては非常に重

要な課題であるというふうに考えておりまして、ふるさと納税制度の積極的活用ですとか、

県人会等とのつながりを強化、そして、米子市のファンクラブ、米子ヨネギーズクラブの

会員拡大、あとはメールマガジンなどを活用した情報発信などに取り組んでいると、そう

いうところでございます。 

○渡辺議長 前原議員。 
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○前原議員 わかりました。ただ、ちょっと少しアプローチが弱いのかなと正直思うし、

これ、新しい考え方なので、移住・定住ともまた違った形なんです。本市の場合、少し食

に対するアプローチが非常に弱いなと思ってます。その辺を研究してもらって、まずは知

ってもらって、そして、たくさんの米子のファンを拡大して、機会に触れて訪れてもらう、

それが関係人口だと思いますので、その辺の考え方をちょっと今後研究していただきたい

なと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、動物愛護について伺います。代表質問の答弁の中で、譲渡会に参加している、昨

年より参加しているとありましたけども、これは平成３０年度１２月議会の私の質問の中

で、本市も譲渡会に参加するよう求めたものでした。それに対して、部長答弁の中で、参

加したいというような御答弁があったと私は記憶してるんですけども、しかし、実は昨年

の春に譲渡会の打ち合わせがボランティアの方と県の職員の方と打ち合わせがありました。

私も参加したんですが、事前に米子市のほうも参加すると思うので、県の職員の方に事前

に担当課の職員に連絡をしてくれということでお願いしときましたけども、実は担当課の

ほうから参加しないというふうに電話があったということで、その場で、打ち合わせがあ

りました。その後、ちょっと部長に申しわけないんですが、昨年、平成３０年１２月議会

の中で、そういう御答弁がありましたねという確認をとって、参加されないということで

いいんですかってことになりまして、その後、正直言うと渋々担当課が、当日参加したと

いう形なんですけども、正直言うとこれがちょっと本市の動物行政の姿だと思うんですよ

ね。非常に残念だなということを前置きで言っておきます。 

 それでは質問します。本市における直近の、保健所に引き取られた犬猫の頭数と譲渡さ

れた頭数、殺処分された頭数について伺います。 

○渡辺議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 直近の収容頭数等についてのお尋ねでございます。平成３０年度の

数字になりますが、収容につきましては犬が４７頭、猫が１６１頭、譲渡につきましては

犬が９頭、猫が８４頭、殺処分につきましては犬はございませんが、猫は２６頭となって

おります。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 非常に、実は県内で一番保護頭数が多くて、殺処分数も多い状態です。残念

ながら、平成３０年度のデータが県がまだ示してないので、平成２９年度のデータなんで

すけども、猫に関しては、実は保護数では県内全体で３９８頭で、米子市は１８２頭なん

ですね。半分ぐらいかなと思うんですけども、非常に多いんです。殺処分数が平成２９年

度ですから、これは６６頭、殺処分しています。県内では１２０頭殺処分で、これ、半分

以上、米子市が殺処分に導いてしまったというか、導いたということはないんですが、す

みません、そういう数字があります。非常にこれ、西部地域が特出して多い、特に米子が

多いということを把握されてるのかどうかということを、ちょっとお願いいたします。 

○渡辺議長 朝妻市民生活部長。 
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○朝妻市民生活部長 殺処分の数についてのお尋ねでございますが、鳥取県のホームペー

ジ等、鳥取県から情報を得ておりまして、平成２９年度におきましては、非常に殺処分数、

米子市が半分以上を占めるという状況は承知をしておりまして、非常に残念な状態である

というふうに考えております。ただ、この要因につきましては、鳥取県のほうでも把握さ

れてないというふうに伺っているところでございまして、本市としましては、今後も野良

猫の繁殖抑制対策や譲渡会への積極的な参加など、動物愛護に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 県にその理由を聞くというのもおかしな話で、米子市で起きてることなので、

その辺はちょっと考察していただきたいなと思いますけども、地域性の問題なのかもしれ

ませんけども、県内西部地域が、先ほど言いましたけど、多いということで、逆に少ない

のが東部地域なんですね。平成２９年度のデータでは、猫の保護数は東部で５１頭、中部

で５７頭、西部で２９０頭ということで、西に行くにつれてふえてきている。特に米子市

が多いということは言えると思います。 

 次に、本市の狂犬病予防注射の実施率について伺います。 

○渡辺議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 狂犬病の予防注射の実施率についてのお尋ねでございます。今年度

１月末現在の数字でございますが、７0.９％となっております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 狂犬病は人を含む全ての哺乳類が感染する病気と言われています。致死率が

１００％なんですね。かまれるだけじゃなく、傷口をなめられるだけでも感染すると言わ

れています。日本では２００６年にフィリピンで日本人が犬にかまれて、帰国後、死亡し

た輸入感染事例というのがあります。世界では年間、約５万5,０００人が死亡しています。

そして、狂犬病予防法では、毎年１回の予防接種を行うことが義務づけられておりますけ

ども、違反した場合は２０万円以下の罰金刑が適用されるとありますけども、これ、非常

に、本市が県内で一番接種率が低いということなんですけども、２９年度の県平均で７

６％で、米子市は６7.８％ということなんです。９０％いってるところもあるんですけど

も、この辺の認識について、どのように考えているのかお伺いします。 

○渡辺議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 狂犬病の予防注射の実施率の低さについてのお尋ねでございます。

議員御指摘のように、平成２９年度におきましては、６7.８％と非常に低い状況であった

のは象徴しているところでございます。県内でも低い状況であるという認識でおります。

これにつきましては、平成２７年度から未実施犬の飼い主に対しまして、勧奨通知を送付

するなどの取り組みによりまして、少しずつではございますが、実施率が高くなっておる

状況でございまして、この５年間で8.９％、何とか上昇したというところでございます。

引き続き勧奨通知の送付でございますとか、市報、ホームページあるいは動画広告等によ



－ 23 － 

り啓発に努め、実施率の向上に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 再度確認しますけども、これ、鳥取市が２９年度は７9.１％なんですね。県

平均が７６％で、米子市が６7.８％ということで、実はこれ、鳥取県内の自治体の中で一

番低いとさっき言いましたけど、６０％台というのは米子市だけなんですね。突出して低

い。これは先ほど言ったように、狂犬病予防注射の法律がありますので、これは義務なん

です。これはやはりきちっと飼い主責任を果たしてもらわなければいけないということを、

市がもっと強力に推し進めなければいけないというふうに思いますので、全般的に正直言

います、正直言うと、動物愛護行政というのは非常に本市、弱い。この辺を認識していた

だいて、少し手を打っていただきたいなと思います。再度ちょっと確認をお願いいたしま

す。 

○渡辺議長 朝妻市民生活部長。 

○朝妻市民生活部長 これまでの数字のとおりの状況でございますので、さらに取り組み

を強めてまいりたいというふうに考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 よろしくお願いいたします。 

 次に、住宅支援のあり方について伺います。公明党議員団では、先日２月５日だったと

思いますけども、大阪府寝屋川市に視察させていただきました。昭和４０年代に建設され

た市営住宅の廃止、統廃合、建てかえをしながら、適正コストを維持する方式をとってい

ましたと。地域によって廃止や建てかえを行う場合、住人に対して民間のマンション、ア

パートを借り上げて、市民に市営住宅と同等の賃料で貸し出しを行っていました。いわゆ

る借り上げ住宅というんですけども、その際に発生する賃料差額については、国の財政支

援と市の持ち出しということになるんですけども、この借り上げ住宅に対する本市の考え

方についてお伺いいたします。 

○渡辺議長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 民間住宅の活用につきましては、本市の市営住宅長寿命化計画の見

直し案のほうにも、民間空き家の活用を記載しておりまして、現在、家賃の差額に対する

補助の考え方につきまして、先進地の事例を参考に検討をしているところでございます。

今後、民間賃貸住宅の確保に努めてまいりたいと考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。次に、ひきこもり支援について伺います。新聞報道によると

都道府県にあるひきこもり地域支援センターと市町村の生活困窮者窓口を対象とした調査

では、ひきこもりの人や家族が集う居場所を設置している自治体は１8.７％にとどまって

いると報道がありました。ひきこもりの長期化が深刻になる中、いきなり就労を目指すの

ではなくて、安心して過ごせる居場所づくりが重要と思われます。特に居場所づくりとい

うことで、相談活動も重要なんですが、利用者同士の交流というのが非常に有効であると
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言われております。本市における居場所づくりについて、どのように考えているのかお伺

いします。 

○渡辺議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 本市におきます居場所づくりについてでございますが、ひきこもり

の状態にある方をすぐに就労に結びつけるのは容易なことではないというふうに思ってお

ります。まずは安心して過ごせる場所や気軽な気持ちで参加できるイベントなどに出かけ

てみるというところから、社会とのつながりを回復していただくことが重要であると考え

ております。西部ハートフルスペースやひきこもり生活支援センターなどの居場所として

の役割を持っておられる機関や不登校やひきこもりの支援をしておられる民間の方もおら

れますが、その情報が余り周知されていない現状がございますので、障がい者支援課所管

の地域活動支援センターの活用も含めまして、居場所としての役割を持つ施設の周知と充

実を図ってまいりたいと考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。ひきこもり支援の先進事例として、岡山県総社市によるひき

こもりサポーターの活躍が新聞紙上で紹介されていました。この岡山県総社市の社会福祉

協議会では、２０１４年に立ち上げられた生活困窮者支援センターの相談の中で、大人の

ひきこもりに関する相談が多く寄せられたことから、意識が始まったということでござい

ます。社会福祉協議会は、翌年にひきこもり支援等検討委員会を設立して、地区の民生委

員、福祉員の協力を得て、実態調査を行い、市内に２０７人のひきこもりの方が存在する

ことが判明したとありました。２０１７年に市独自のひきこもり支援センターを設立して、

また、社会福祉協議会が主催する年５回のひきこもりサポーター養成講座を行い、サポー

ターを養成していますと。現在８０人のサポーターが登録され、月１回のミーティングを

行い、情報共有を行っていますと。長期にわたるかかわりによって、３０人以上の方々が

社会復帰に結びついたとありました。非常にひきこもりサポーターというのは有効である

という記事だったんですけども、本市においてもこのようなサポーター制度について、導

入する考えはないのかお伺いします。 

○渡辺議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 ひきこもりサポーター制度の導入についてでございますが、ひきこ

もりサポーターにつきましては、本年度、とっとりひきこもり生活支援センターと鳥取県

が主催して実施されましたひきこもりサポーター養成研修に、本市では民生委員を中心に

受講して、ひきこもりに対する認識を深めていただいたところでございますが、潜在的な

ひきこもり状態にある方を早期に把握して、御本人や御家族への継続的な支援を行うため

にも、本市でもひきこもりについての研修を実施して、地域における支援者をふやしてい

くことが重要であると考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。ぜひともこのひきこもりサポーターの制度というのを、やっ
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ていただきたいなと思っております。ひきこもりの方を抱えている御家庭というのは、本

当に深刻な問題でありまして、なかなか表面化されないのも事実だと思います。世間では

８０５０問題と言われてますけども、これが進んでいくことによって、今後、本当に大き

な課題を後世に残してしまうこともいけませんので、市としてもサポートしていただきた

いなと思っております。 

 次に、子ども総合相談窓口について伺います。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のな

い子育て支援体制として、２年前に子ども総合相談窓口が開設されましたが、開設以降の

相談件数とその内容についてお伺いいたします。 

○渡辺議長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 子ども総合相談窓口における相談件数と内容についてでございま

す。相談件数につきましては、平成３０年度は２５９件、令和２年度におきましては１月

末現在で３２２件でございます。相談内容につきましては、子どもの心身のこと、また、

子どもの発達にかかわる相談、不登校の相談、擁護相談など多岐にわたっているところで

ございます。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 年度ごとに相談件数がふえてますので、非常に有効な相談窓口であるという

ことがよくわかります。 

 次に、この相談者の年齢と具体的な支援につながった状況についてお伺いいたします。 

○渡辺議長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 失礼いたしました。先ほどの答弁の中で、令和２年度と申し上げ

ましたけれども、令和元年度の間違えでございましたので、修正させていただきます。 

 ただいまの御質問で、具体的な支援につながった状況ということでお尋ねであったと思

います。対象者の年齢と具体的な支援につながった状況ということであったと思いますが、

平成３０年度は就学前が１２０件、小学生が６１件、中学生が８件、中学校卒業以上が２

１件、年齢不明が４９件でございました。令和元年度は１月末現在で、就学前が２４９件、

小学生が３３件、中学生が４件、中学卒業以上が３４件、年齢不明が２件でございました。

具体的な支援につながった状況ということでございますが、発達に関する相談におきまし

て、発達支援員などの専門職員が保育施設での児童の様子を観察させていただきまして、

保護者と保育施設の職員に児童へのかかわり方の助言支援などを行っておりますケースで

すとか、擁護相談を受けまして児童相談所と連携して家庭支援を行っているケースなどが

ございます。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 それでは、子ども総合相談窓口の設置より２年経過したんですけども、この

窓口の設置によって、庁内の子ども・子育てに関する他部局との連携とか、ほかの行政機

関、民間団体、民間支援団体との連携がされましたけども、人員や相談体制についてどう

であったのか、また、市民の方に相談窓口の周知が徹底できたのか確認させていただきた
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いと思います。 

○渡辺議長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 子ども総合相談窓口の人員や相談体制、また、市民への相談窓口

の周知ということについてでございます。子ども総合相談窓口の人員や相談体制につきま

しては、さまざまな視点から支援ができるよう、発達支援員、臨床心理士、保健師、教育

委員会指導主事など専門職員を配置しておるところでございます。また、総合相談窓口だ

けではなく、庁内の子ども・子育てに関係する他部局、また他の行政機関、民間団体様な

どとの連携をいたしまして対応しております。また、面談、お電話以外にもメールでの相

談にも応じているところでございます。また、相談窓口の周知につきましては、市のホー

ムページ、ごみ分別収集カレンダー、また学校、民生児童委員の会など、関係機関にチラ

シなどを配布させていただきまして周知しております。また、２月９日に開催いたしまし

た切れ目ない支援フォーラム２０２０におきましても広報を行うなど、さまざまな機会を

通じまして広報に努めているところでございます。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 次に、がん検診について伺います。我が国の死亡原因の１位はがんです。国

民の２人に１人ががんとなって、３人に１人ががんで亡くなると言われています。しかし

ながら、がんはもう不治の病ではありません。検診による早期発見、早期治療で９割以上

の人が治ると言われています。がん検診の目的はがんを早期に発見して適切な治療を行う

ことで、がんによる死亡を減らすことです。いかにがん検診が大切かという認識を市民に

持ってもらうことが重要だと思います。そこで、昨年度の本市の各がん検診の受診率につ

いて、どうであったのか伺います。 

○渡辺議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 昨年度のがん検診の受診率についてでございますが、まず胃がん検

診でございますが、２0.７％、肺がん検診は２0.８％、大腸がん検診は２6.８％、子宮頸

がん検診は２3.９％、乳がん検診は１4.３％でございました。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 今、るる受診率というのをいただきました。実はこれ、ちょっと実際の数字

とかけ離れてるのかもしれませんけど、国民生活基礎調査というのがあって、これ、がん

検診率というのを出されてます。全国では、２０１６年では胃がん検診が４3.８％、鳥取

県が４8.４％ということで、米子市の胃がん検診が先ほどの話で２7.５％、それから肺が

ん検診が全国では４8.３％、鳥取県はよくて５4.７％なんですけど、本市の肺がん検診に

ついては２0.８％、るるありますけども、非常に低く推移していると言わざるを得ないで

すけども、国はこのがん検診受診率を５０％以上にしていこうというキャンペーンを行っ

てます。本市の状態見ると、これはとても５０％というのは見えてこない状況なんですけ

ども、受診率向上に向けて具体的な対策というのはどういうふうにとられているのか、お

伺いいたします。 
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○渡辺議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 受診率を上げるための具体的な対策についてでございますが、検診

の意義ですとか早期発見によるがん治療の有効性やがんが発見された後のケアの大切さな

どを、機会を捉えて周知していきたいというふうに考えております。また、今後につきま

しては中学校区に配置予定の保健師、地区担当保健師が地域に出かけて、さまざまな場面

で受診の大切さについて周知をしていくことで、受診勧奨の強化を図っていきたいと考え

ております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 るる言われましたけども、なかなかこれ、５０％は難しいというのが正直な

話なんではないかなと思います。ただ、この国民生活基礎調査というのが、サンプル調査

みたいな形でされてるということなので、実数とはちょっと読めないところもあるんです

けども、やはり市内でかなり受診率が低いというのは事実でありますので、この辺、もう

少し国内で策を練っていただきたいなと思いますし、これ、毎年、各委員会の中でも話が

出るところでございますけども、やはり２人に１人ががんとなって、３人に１人ががんで

亡くなっている。そして、がんで本当に亡くなってしまうと、その御家族も不幸になって

しまうということがございます。先ほども言いましたけれども、早期発見でかなりの方が

がんサバイバーとなって生き残っていく、そして、新しい人生をやり直していくというこ

とができますので、やっぱりがん検診ということをもう少し市民の方に声をかけていかな

ければいけない。そして、本当に認識の甘い方に関しては、やはり勧奨していかなければ

いけないと思いますので、御努力をよろしくお願いいたします。 

 次に、乳がん検診についてちょっとお伺いしたいなと思っております。マンモグラフィ

ーによる乳がん検査ですが、このマンモグラフィーの検査が乳房を圧迫して撮影するため、

痛みを感じる場合があると言われています。乳腺が発達している若い方は、この検査を受

けない方も多いと言われていますけども、人によっては涙が出るほど痛いという方もいら

っしゃるそうです。先日、私も他市から米子市に移ってこられた女性の方からお話を聞き

ました。以前住んでた自治体では超音波検査、エコーですね、エコーによる検診も選択で

きるようになっていたとお話を聞きました。日本乳がん検診学会では、４０歳代前半の乳

がん患者の約１０％はマンモグラフィーに所見がないことが判明しており、４０歳代の検

診には２年に１度、マンモグラフィーと超音波検査、エコーの併用がよいという見解を出

されています。要するに１０％、マンモグラフィーだと見落としてしまうというデータが

出てるということなんですけども、そこで伺いますけども、乳がん検診でマンモグラフィ

ーとエコーの併用もしくは選択のできる自治体も多くあると聞いてるんですけども、本市

においても、乳がんの早期発見、受診率の向上のために併用もしくは選択できるようにす

べきと考えますけども、見解をお伺いいたします。 

○渡辺議長 景山福祉保健部長。 

○景山福祉保健部長 マンモグラフィーとエコー検査の併用についてでございますが、本
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市では現在、科学的根拠に基づきまして、死亡率減少効果があると国が推奨されておりま

すマンモグラフィー検査のみを、指針に従って実施しているところでございます。しかし、

一方で議員おっしゃいますとおり、４０代など若い世代ではエコー検査と併用で実施する

ことで、さらに効果が高くなるという研究も進められているというところでございますの

で、今後は併用検診の実施や有効性につきまして、鳥取県とも協議してまいりたいと考え

ております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 ぜひともお願いいたします。これ、ちょっと千葉県のある医師が出されてい

る論文なんですけども、それを見ると、欧米に比べて日本人の乳がんの罹患率は若年の傾

向にあり、その年代のマンモグラフィーは高濃度であることが多く、乳がんであっても検

出できない症例をしばしば経験すると。このような年代の乳がんを見逃すことなく発見す

るには、現在のところ、超音波検査が一番適しており、全国でも研究が進められていると、

こういう論文もあるんですけども、やはり県がという、国が県がというんじゃなくて、市

民のほうを向いていただいて、やっぱり特に乳がん検診の受診率が１4.３％というのは、

一番低いんですよね。これ、多分痛いというのがあるんじゃないかなと思いますし、なか

なか行きづらいというのもあるというふうに聞いていますので、その辺をやっぱり併用と

か選択という形を、県とちょっと協議していただいて、早急に対策を練っていただきたい

なと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、通学路の安全対策について伺います。こどもかけこみ１１０番に対する答弁の中

で、具体的な取り組みが不明瞭であったように思います。現在、１０校区で地域安全マッ

プですか、をつくっているというふうにありました。確かに学校のホームページ見ると、

かけこみ１１０番のマップがあるところもあります。ただ、１０校ということで半分以上

ができてないような状態なんですけども、具体的な取り組みについて、ちょっと先ほどの

答弁の中では不明瞭であったと思いますので、この取り組みについて、もう少し詳しくお

答えください。 

○渡辺議長 湯澤こども未来局長。 

○湯澤こども未来局長 先ほどの市長の答弁のほうでもさせていただきましたけれども、

具体的な取り組みということでございます。こどもかけこみ１１０番をさらに地域に密着

した活動とするために、各校区の取り組み状況をもう少し把握することが必要だと考えて

おります。先ほどのマップもそうなんですけれども、ステッカーの添付場所の見直しです

とか、こどもかけこみ１１０番の周知方法について研究してまいりたいと思っております。

定期的なステッカーの更新につきましても、警察を初めとする関係機関と協議しながら取

り組んでまいりたいと考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。実は私の家の近くもこどもかけこみ１１０番の旗があって、

それがすごくぼろぼろになってまして、非常に見えづらくなってます。ステッカーのこと
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もありますけども、それらにくっついて、やっぱり更新していただいて、子どもの安全が

図れるような対応をお願いしたいなと思います。 

 次に、期日前投票についての質問です。市役所本庁舎における期日前投票は、駐車場が

美術館や図書館と併用であり、時間帯や催し内容によって混雑が発生しますと。昨年夏だ

ったと思いますけど、米子市美術館のほうでチームラボが行われました。これはすごく反

響があって、これ、選挙期間中ではなかったんですけども、非常に駐車場が混雑してて、

なかなかとめられないような状況でした。もうちょっとさかのぼってみると、平成２９年

の１０月の衆議院選挙の際に、投票日が台風に当たるということで、期日前投票が二、三

日前から異常にふえてしまって、駐車場で駐車できない、エレベーターで人があふれてる

という状態がありました。これを勘案すると、やっぱり市庁舎での期日前投票というのが

ちょっともう限界に来てるんではないかなと私自身は思っています。イオン米子駅前店と

いうんですかね、に移転させるというのも１つの方法じゃないかなと思いますし、今、イ

オン米子駅前店というのはたしか米子市の所有というふうになっていると思いますので、

そういう考えはどうでしょうかという質問でございます。 

○渡辺議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 足立事務局長から答弁させます。 

○渡辺議長 足立選挙管理委員会事務局長。 

○足立選挙管理委員会事務局長 イオン米子駅前店の１階イベント広場につきましては、

照明の照度ですとか電源コンセントが不足し、加えて選挙システムの専用回線の工事が必

要になること、さらには天井が吹き抜けとなっていることから、投票の秘密保持の面で適

性に欠けるなど、同店舗への設置についてはハードルが高いというふうに考えております。

なお、同店舗２階、３階にも空きスペースがございますが、これらはテナントへの貸し付

けを目的としたものであり、継続的な使用が困難でありますことから、期日前投票所とし

ては除外しております。急な衆議院の解散総選挙への対応ですとか、継続的に使用できる

かどうかといったことも重要なポイントの１つというふうに考えておるところでございま

す。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 るるできない理由を聞かせていただきましたが、毎回、この期日前投票所で

は選挙管理委員会とやり合っておりますが、やはり市民目線でやっていただきたいなとい

うのが正直な話です。この市庁舎の４階が期日前投票所としてふさわしいかという考え方

があるのかどうかというのを、ちょっと確認させてください。 

○渡辺議長 入澤選挙管理委員会委員長。 

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。現在の期日前投票所、市役所４階のも

のでございますけども、確かにエレベーター等を使わなきゃいけないということで、投票

に来られた方に御不便をおかけてしている部分はございますけども、先ほど足立局長から

もお答えしましたとおり、現在の米子市の商業施設の中におきましては、なかなかこれと
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いう物件が見つからないということでございますので、しばらく投票に来られた方々につ

きましては、御容赦をいただくしかないだろうというふうに考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 ホープタウンでの期日前投票の期間に関しましては延ばしていただきたいな

と思いますけども、この市役所の４階というのが、先ほど言いましたけど、やっぱり限界

に来てると思いますし、るる、先ほどイオン米子駅前店でできない理由について述べられ

ましたけども、もう少し研究していただいて、前向きな御答弁がいただけるよう、今後ま

た選挙管理委員会の方々とはやり合いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○渡辺議長 前原議員、項目変わられます。休憩してもよろしいでしょうか。 

○前原議員 はい。 

○渡辺議長 よろしいですか。暫時休憩をいたします。 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○渡辺議長 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。 

 前原議員。 

○前原議員 それでは午前中に引き続きまして、再質問させていただきます。 

 最後の項目になりますが、プログラミング教育必須化の対応について伺います。昨年１

２月、文部科学省は、ＧＩＧＡスクール構想を打ち出しました。ソサエティー 5.０時代に

生きる子どもたちの未来を見据えて、児童生徒に向けて１人１台、学習用端末と高速大容

量の通信ネットワークを一体的に整備する構想です。学校ＩＣＴ環境の抜本的な改善とＩ

ＣＴを効率的に活用した個別最適化された学びや創造性を育む学びの実現を目指したもの

です。通信ネットワークの整備については、今議会にも提出されてます３月補正予算で、

本県では出されていますけども、問題はコンピューターなんですけども、先ほどの教育長

の御答弁では7.３２人に１台という配備状況でありました。昨年３月の調査では、全国調

査では、全国平均が5.４人に１台、鳥取県の平均が3.７人に１台となってます。小中学校

全学年に１人に１台のコンピューターを国は令和５年までに整備しなさいというか、目標

を立てられています。本市ではどのようなスケジュールになっているのかお伺いしたいと

思います。 

○渡辺議長 松下教育委員会事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 児童生徒１人１台の端末整備につきましては、令和５年度末

までに行いたいというふうに考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 ざくっとした回答なんですけども、これ、年度ごとの整備目標というのがな

いんでしょうかね。 

○渡辺議長 松下教育委員会事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 年度ごとの整備につきましては、今、国から示された例を参
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考に、端末整備につきましては共同調達等、鳥取県さんと各他市の市町村とも協議をして、

共同調達等も含めて、今現在、検討しているところでございますので、まだ具体的な整備

計画というのはつくっておりませんけれども、国が言っております令和５年度までにとい

うことがございますので、本市といたしましても、この令和５年度までには１人１台整備

をしたいというふうに考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 もう一回言いますけども、これ、全国平均が5.４人に１台で、県平均が3.７

人に１台、本市が7.３人に１台って、かなり台数も必要というのもわかりますけども、生

徒児童数が多いというのもわかりますけども、おくれてるという認識はありますか。 

○渡辺議長 松下教育委員会事務局長。 

○松下教育委員会事務局長 議員御指摘のとおり、数字で見ますと本市はおくれていると

いう認識はございますけれども、令和５年度までにはこれを１人１台整備をしたいという

ふうに考えております。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 これ以上追求しませんけども、早急にスケジュールを立ててください。よろ

しくお願いします。ＯＥＣＤ、経済協力開発機構が２０１８年に児童生徒の学習到達調査

というのをされたということで、ＯＥＣＤ、経済開発機構で加盟国が３７カ国なんですけ

ども、この中で非常に問題になったのが、日本の学校の授業におけるデジタル機器に利用

する期間、時間とコンピューターを使って宿題をする頻度の低さというのが問題になりま

した。これ、３７カ国で最下位だったということです。実は、子どもたちは家ではコンピ

ューターをさわってるんですけども、学校の整備が間に合っていないということがありま

して、そういう結果になっています。もう時代的にはやはりＩＣＴを使った教育というの

が非常に重要になってきますし、社会に出てからＩＣＴを必ず使うわけですので、この辺、

本市の児童生徒が不利にならないような形で早急な整備を重ねてお願い申し上げます。 

 次に、ＩＣＴ機器は障がいのある子どもたちにとって、一人一人に応じた最適で効果的

な学びを提供するために役立つにとどまらず、コミュニケーションツールとしても重要な

ものですと。また遠隔教育は、病気療養中の子どもたちの学習機会の確保にも資するもの

ですと。このように、特別支援教育の充実に際して、ＩＣＴは欠かせないものになってる

と言われてますけども、本市では特別支援教育におけるＩＣＴの活用について、どのよう

に取り組んでいるのかお伺いいたします。 

○渡辺議長 浦林教育長。 

○浦林教育長 特別支援教育におけるＩＣＴ活用についてお尋ねございました。ＧＩＧＡ

スクール構想については、先ほど議員がおっしゃったように、個別に最適で効果的な学び

の支援を目的にしたものでございます。個別の支援を要する子どもたちが、今、ＩＣＴを

どのように使っているかというのを、少し紹介させていただきたいと思いますけれども、

例えば書くことに困難さがある児童生徒に対しましては、我々、板書と言っておりますが、
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黒板に書いてやる文字ですとか絵とか図、そういったものをタブレット等の写真機能で撮

影して書く負担を減らすというようなこと、それから、学習を記録として残す、そういっ

た例がございます。また、別の例では体育の学習で、動画のスロー再生ですとか静止機能

を使って、自分の体がどのように動いているのかというようなことの動作確認をするよう

な活用例もございます。今後、児童生徒一人一人に１台ずつの端末が実現することにより

まして、個別の支援を要する子どもたちを含めまして、これまで以上にさまざまな学習形

態や支援につながるというふうに考えているところでございます。 

○渡辺議長 前原議員。 

○前原議員 わかりました。過日、ちょっとＮＨＫのテレビで見させていただいたんです

が、オリィ研究所というところがありまして、この方、この研究所でロボットを開発され

てまして、病気で入院されている子どもたち、児童が学習の状況などを知りながら、そこ

で勉強をしていくという、同じように学校で勉強してる、教室で勉強してるような環境が

つくれるということで、非常に有効であるということやっておりましたし、また、成人で

体が不自由な方々がロボットを使って、今度は社会で働くということもできるという形で、

たしかロボットのカフェみたいなのをされてたと思うんですけども、ロボットのウエイト

レス、ウエイターが動いてコーヒーを提供するというところも、たしか東京のほうで行わ

れていたと思います。非常にＩＣＴを使った新しい働き方、可能性というのは非常にある

ということで、特にこれからＩＣＴを使って子どもたちがしっかり勉強できるような環境

をつくっていただきたいと思いますので、これで私の質問は終わりますけども、同僚議員

からの関連質問ございますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 


