
○渡辺議長  次に、安田議員。  

〔安田議員質問席へ〕  

○安田 議員  前 原議員 の代 表質 問を受 けま して 、大要 ４点 につ い

て関連質問をさせていただきます。  

 最初に、自治会加入率の促進についてお伺いをいたします。  

 先ほ どの 答弁 にある よう に年 々減少 傾向 にあ ります 。こ れに 歯

どめを かけ るた めにも 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。 自治会 を基 盤と した地 域住 民の 連

携、き ずな の構 築の観 点か ら、 自治会 の円 滑な 運営の ため 加入 促

進を盛 り込 んだ 自治会 運営 の手 引きの 改訂 版を 平成３ ０年 に作 成

されま した 。そ こで、 自治 会運 営の手 引き の活 用状況 及び 自治 会

加入率 の促 進例 などが あれ ばお 伺いを いた しま す。ま た、 現在 の

自治会加入率をお伺いをいたします。  

○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡 総合 政策 部長  自治 会運 営の手 引き の活 用状況 及び 加入 促

進例などについてということでございます。  

 まず 、自 治会 運営の 手引 きに つきま して は、 令和元 年度 は新 任

の自治 会長 さん に配付 をさ せて いただ きま して 、自治 会運 営、 加

入促進活動の参考としてこれは活用をしていただいております。  

 次に 、自 治会 の加入 促進 例に ついて でご ざい ますけ ども 、こ れ

につき まし ては 、単一 自治 会用 の加入 促進 チラ シの作 成の 依頼 が

ありま して 、自 治会名 です とか 、自治 会長 さん の連絡 先な どを 記

載した チラ シを 作成し 、加 入促 進活動 に御 活用 をいた だい てい る

ところでございます。  



 なお 、自 治会 の加入 率に つき まして は、 平成 ３１年 ４月 末現 在

で６ 0.９％でございます。以上です。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  以 前にも お聞 きし ました が、 自治 会への 加入 促進 の

取り組 みと して 、米子 市自 治連 合会、 公益 社団 法人鳥 取県 宅地 建

物取引 業協 会西 部支部 及び 米子 市の三 者 で 平成 ２８年 ７月 １５ 日

に自治 会へ の加 入の促 進に 関す る協定 書を 締結 いたし まし た。 こ

の協定 締結 によ り、米 子市 内に 転入、 転居 され る方に 対し て公 益

社団法 人鳥 取県 宅地建 物取 引業 協会西 部支 部の 協力を 得な がら 加

入率向 上を 目指 すもの です 。こ の協定 の効 果と 実績に つい てお 伺

いをしておきたいと思います。  

○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡 総合 政策 部長  協定 の効 果など でご ざい ますけ ども 、い わ

ゆる宅 建協 会さ んとの 協定 の締 結の効 果に つき まして は、 協力 事

業者の 皆さ ん方 にポス ター 、チ ラシ等 の配 布を し、協 力を いた だ

いてい るこ とは 、これ は 転 入、 転居さ れた 方に 自治会 のほ うに 関

心を持 って もら う動機 づけ には つなが って いる という ふう に考 え

ており ます 。実 績につ きま して は、不 動産 事業 者さん など から の

自治会 加入 の問 い合わ せが ある こと。 あと 、自 治連合 会長 さん か

らは、 協力 事業 者の皆 さん が今 まで以 上に 自治 会に対 する さま ざ

まなこ とに つい て協力 があ るこ となど の報 告を 受けて いる とい う

ところでございます。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  こ の協定 です けれ ども、 目的 につ いてち ょっ と聞 い

ておきたいなと思います。  



○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡 総合 政策 部長  この 協定 の目的 につ いて でござ いま すけ ど

も、こ れに つき まして は、 一言 で申し 上げ れば 、やは り自 治会 へ

の加入を促進すると、それが目的でございます。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  今 までの 議会 答弁 では、 協定 書締 結の効 果と 実績 に

ついて は、 不動 産を取 得す る方 や賃貸 契約 者に 自治会 加入 のチ ラ

シを配 布す るこ とによ りま して 、まず は自 治会 に関心 を持 って も

らうこ と、 自治 会加入 への 動機 づけに つな がる 、また 不動 産事 業

者等が 分譲 宅地 造成時 に区 域内 にごみ ステ ーシ ョンを 建設 をい た

します が、 その ステー ショ ンを 地域の 既存 の自 治会と 共同 利用 す

る、そ うい った 体制に つな がる など、 協定 を締 結した こと によ り

まして 、地 元自 治会と の連 携強 化が図 られ てい る。新 築さ れた マ

ンショ ン１ 棟全 部が自 治会 に加 入され たと 自治 会長か ら報 告が あ

る答弁 をい ただ いたこ とが あり ます。 それ 以外 の成功 例を お伺 い

をいたし ます。 また、毎 年３月 に自治会 加入相 談窓口が 開設さ れ、

自治会 加入 を啓 発され てお られ ますが 、こ とし の実施 につ いて お

伺いを いた しま す。ま た、 自治 会加入 相談 窓口 の昨年 まで の実 績

についてお伺いをしときたいと思います。  

○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡 総合 政策 部長  まず 、協 定の締 結、 効果 の報告 以降 、そ の

辺の報告例についてでございます。  

 議員 さん がお っしゃ った 以外 の成功 例に つい てでご ざい ます け

ども、大 変申し わけござ いませ んが、現 時点で は事務局 として は、

まだちょっと特に把握はしていないという状況でございます。  



 続き まし て、 自治会 加入 の相 談窓口 のこ とし の実施 及び 昨年 度

までの 実績 につ いてで ござ いま すけど も、 今年 度の自 治会 加入 相

談窓口に つきま しては、 ことし の３月２ ３日か ら２５日 にかけ て、

自治連 合会 と協 力して 開催 をす る予定 にし てお ります 。こ の自 治

会相談 窓口 につ いては 、平 成２ ５年か ら自 治連 合 会と 協力 して 開

催をし てい ると ころで ござ いま す。こ の実 績に つきま して は、 相

談件数 は年 によ って変 動が ござ います 。な お、 相談内 容に つき ま

しては、 自治会 の加入相 談もあ りますけ ども、 自治会の 運営と か、

自治会 内の トラ ブルな どの 相談 もある とい うよ うな状 況に なっ て

おります。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  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 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 ありま 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。 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。 この ことは 以前 にも 紹

介をさ せて いた だきま した が、 各自治 会の 具体 的な活 動実 態を 把

握した 単位 自治 会の取 り組 み事 例を精 査し 、自 治会加 入促 進に 取

り組め るよ うす る必要 があ ると 思いま すが 、見 解を聞 いて おき た

いと思います。  

○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡 総合 政策 部長  自治 会加 入促進 の取 り組 みにつ いて でご ざ

います。  

 自治会 の取り 組み事例 につき まして、 この紹 介につき まして は、



米子市 の自 治連 合会と 協力 して 、年に ２回 「 自 治連よ なご 」を 発

行させ てい ただ いてお りま す。 特に今 年度 ３月 の発行 の広 報誌 の

中では 、「 写真 で見る 地域 の活 動」と 題し まし て、約 １５ 地区 の

魅力あ る活 動を 紹介さ せて いた だいて おり ます 。また 、広 報誌 に

つきま して は、 自治会 加入 世帯 、公民 館等 にこ れは配 布を させ て

いただいているというところでございます。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  以 前にも 提案 をさ せてい ただ きま したけ れど も、 米

子市と して 、自 治会加 入率 の促 進のた め、 再度 何点か 提案 をさ せ

ていただきます。  

 広報 等に 関し ては、 成人 式で 加入Ｐ Ｒチ ラシ の配布 、米 子市 ふ

れあい 健康 フェ スティ バル 、米 子市民 余芸 大会 でＰＲ コー ナー を

設置、 地域 イベ ントで スペ ース を借り 、ブ ース を設置 。窓 口対 応

に関し ては 、転 入者に 地区 の自 治会長 を紹 介、 建築指 導課 の窓 口

におい て建 築主 に加入 促進 チラ シを配 布、 引っ 越しが 多く なる 年

度末に 市役 所１ 階の市 民ロ ビー におい て、 市と 市民自 治推 進課 等

で呼び かけ を行 う。業 者へ の働 きかけ に関 して は、不 動産 協会 、

宅地建 物取 引業 協会へ の入 居者 へのチ ラシ の配 布など 協力 要請 、

開発意 見書 の照 会時に 自治 会加 入の呼 びか けを 明記、 加入 チラ シ

も添付 し、 事業 者側か らも 積極 的に加 入を 呼び かけて もら う、 宅

建協会 へ加 入し ている 業者 の窓 口に加 入促 進チ ラシを 置い ても ら

う、ま た、 ポス ターも 張っ ても らうよ うに お願 いをす るな ど、 以

前にも 提案 をさ せてい ただ きま した。 既に 取り 組んで いる 項目 も

あるか もし れま せんが 、米 子市 として 取り 組ん でいる 項目 を具 体

的にお伺いをしておきたいと思います。  



○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡総合政策部長  たくさんの御提案ありがとうございます。  

 本市と いたし まして、 現在取 り組んで いる項 目でござ います が、

先ほど 議員 さん 御提案 いた だき ました 、成 人式 、小学 校１ 年生 の

健康診 断な どの 際です とか 、 母 子手帳 の交 付時 に加入 促進 のチ ラ

シを配 布さ せて いただ いて いる ことが あり ます 。また 、市 役所 の

関係部 署に おい て加入 のお 願い 、これ は市 民課 とか、 クリ ーン 推

進課と か、 住宅 政策課 、そ れぞ れの部 署で 自治 会の加 入を お願 い

をして いる とこ ろでご ざい ます 。また 、先 ほど 言われ まし た協 力

事業者 内に おき まして 、ポ スタ ーの掲 示と か、 自治会 の加 入を 推

奨して いた だい ており ます とと もに、 当然 自治 連合会 とと もに 加

入相談 の窓 口を 開設す るな ど、 自治会 加入 の促 進に向 けた 取り 組

みを行っているところでございます。以上です。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  自 治会加 入の 必要 性につ いて は、 平常時 には 地域 の

コミュ ニテ ィの 場とし て、 ある いは災 害時 には 相互扶 助の 機能 と

しての 自治 会と いうの は大 変必 要であ り、 かつ 重要で あり ます 。

そこで 、く どい ようで すが 、米 子市と して 自治 会加入 率の 向上 に

ついて はど のよ うに取 り組 まれ ようと して いる のか、 具体 的な 方

策につ いて お伺 いをい たし ます 。また 、数 値目 標も必 要と 思い ま

すが、見解をお伺いをしておきたいと思います。  

○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡 総合 政策 部長  自治 会の 加入率 向上 に向 けての 具体 的な 方

策についてのお問い合わせでございます。  

 先ほ ど私 のほ うが申 し上 げま したさ まざ まな 取り組 みの ほか 、



本日、 市長 も答 弁させ てい ただ きまし たけ ども 、例え ば自 主防 災

ですと か、 環境 、福祉 など の地 域自治 組織 の活 動を通 して 、や は

りまず 自治 会の 重要性 を認 識し ていた だく 、そ して議 員さ んお っ

しゃら れま すよ うに、 自治 会の 魅力を 上げ てい く、そ うい うこ と

を総合 的に 取り 組むこ とに より まして 加入 促進 につな げて いき た

いと考えております。  

 次に 、数 値目 標につ いて でご ざいま すが 、自 治会加 入率 の数 値

目標の 設定 につ きまし ては 、な かなか これ は非 常に難 しい もの で

あると いう ふう に考 え てお りま すけど も、 加入 のそう いう 取り 組

みを進 めな がら 、少な くと も現 状の維 持、 さら には数 字の 向上 を

目指してまいり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  そ れで、 自治 会加 入率、 この まま ずっと 投げ てお け

ばだん だん だん だん減 って いく と、こ のよ うに 思って ると ころ で

す。何 とか して これを 維持 する 、また これ 以上 下がら ない とい う

方策を やっ ぱり 考えて いか なけ ればな らな いと 思うん です けれ ど

も、一つ 、市長 にちょっ と聞い ておきた いと思 うんです けれど も、

市の職 員と いう のは、 やっ ぱり 市民の 模範 であ ったり 、 地 域の あ

る程度 推進 役に なる、 そう いう ような 存在 だと 私は思 って るん で

す。そ うい う意 味では 、市 役所 の職員 が積 極的 に地域 にあ る程 度

溶け込 んで いっ て、地 域の いろ んなこ とを やっ ていた だく 、そ の

ような模 範とな って推進 をして いただく そうい うような 存在だ と、

私はこ のよ うに 認識を して おる んです けれ ども 、市長 の立 場と し

て、市 の職 員に 対して 働き かけ をする とか 、自 治会の 運営 を積 極

的にや って いた だきた いと か、 そうい うよ うな 働きか けっ てい う



のは今 まで され たこと があ るん ですか 、そ の辺 をちょ っと 聞い て

おきたいなと思います。  

○渡辺議長  伊木市長。  

○伊木 市長  議 員がお っし ゃい ますと おり 、や はり本 市の 職員 が

こうし た自 治会 活動に 関心 を持 ち、そ して 積極 的にか かわ ると い

うこと は大 変重 要なこ とだ と思 ってお りま す。 本市の 職員 の中 に

は自治 会長 を務 める者 がい たり とか、 ある いは 自治会 の中 で重 要

な役割 を果 たす 職員も おり ます ので、 ぜひ そう した職 員が たく さ

んふえ るよ うに 、私の ほう から 過去に も呼 びか けをし たこ とが ご

ざいま すが 、こ れから も機 に応 じて話 をし てい きたい 、そ のよ う

に思っております。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  ぜ ひとも お願 いを したい と思 いま す。こ のま ま投 げ

ておい たら 、本 当に自 治会 の役 員にな る人 がい ないと いう 現状 も

ありま すし 、自 治会自 体が 解散 をして いく って いうの も目 に見 え

てあり ます ので 、その 辺も 含め て、積 極的 に市 の職員 がか かわ っ

ていた だく とい うこと が大 事だ と思い ます ので 、よろ しく お願 い

をしたいと思います。  

 次に 、マ イナ ンバー カー ドの 普及促 進に つい てお伺 いを して お

きたいと思います。  

 政府 は、 いわ ゆるマ イナ ンバ ーカー ド、 個人 番号カ 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 、２０ ２２ 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。 直ちに 現在 の健 康保険 証が 利用 できな くな るわ け



ではな いよ うで すが、 本格 運用 まで約 ２年 とな りまし たが 、市 民

の方への周知方法を具体的にお伺いをしときたいと思います。  

○渡辺議長  朝妻市民生活部長。  

○朝妻 市民 生活 部長  マイ ナン バーカ ード 普及 促進に 係る 市民 の

方への周知の方法についてのお尋ねでございます。  

 周知方 法につ きまして は、広 報よなご 、ある いはホー ムペー ジ、

また新 聞、 テレ ビ等に 情報 提供 いたし まし て、 活用し て周 知広 報

してい ると ころ でござ いま して 、今後 も定 期的 にそう いっ た形 で

情報提 供し てい きたい とい うふ うに考 えて おり ますし 、自 治会 を

通じた 回覧 等も 活用し まし て、 お願い しま して 、広く 周知 広報 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  安田議員。  

○安田 議員  私 の記憶 によ りま すと、 昨年 の１ ２月ま でに 、市 の

職員全 ての 人に マイナ ンバ ーカ ードを 交付 する んだと いう よう な

ことを 聞い てお ったん です けれ ども、 その 辺の 状況は どう なっ て

るんですか。  

○渡辺議長  辻総務部長。  

○辻総 務部 長  本市職 員の マイ ナンバ ーカ ード の取得 率に つい て

でござ いま すけ れども 、令 和元 年１２ 月３ １日 時点で の取 得率 が

７ 0.４％と いう ことで 、あ と３ ０％と いう とこ ろまで 来た とこ ろ

でござ いま す。 ちなみ にそ の令 和元年 の１ ０月 ３１日 時点 では 、

そこが ６ 5.５％ であり まし たけ れども 、県 内の 市の中 では 一番 高

く、県内 の市町 村の中で は上か ら２番目 という ところだ そうで す。

まだしかしあと３０％というところでございます。  

○渡辺議長  安田議員。  



○安田 議員  今 は７０ ％と いう ふうに 聞い たん ですけ れど も、 残

りの３０％はどういうふうにされるおつもりなんでしょうか。  

○渡辺議長  辻総務部長。  

○辻総 務部 長  取得率 の 向 上の ための 取り 組み という こと でご ざ

います けれ ども 、庁内 ＬＡ Ｎ掲 示板を 用い た職 員への 取得 勧奨 活

動及び 鳥取 県市 町村職 員共 済組 合、保 険証 です ね、我 々が 使う 、

と協力 いた しま して、 ９月 に全 職員と 保険 証の 被扶養 者に マイ ナ

ンバー カー ド交 付申請 書の 配付 を行っ たと ころ でござ いま す。 今

後も引 き続 きま して、 庁内 ＬＡ Ｎ掲示 板や 庁議 等での 呼び かけ に

よりま して 、職 員の取 得勧 奨活 動に鋭 意取 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  ありがとうございます。  

 次に 、マ イナ ンバー カー ドの 普及促 進に つい ての取 り 組 みで す

けれど も、 本市 におい ても 市民 の皆さ んが マイ ナンバ ーカ ード を

取得し やす い環 境をつ くる ため 、市民 ホー ルの 一部に 特設 ブー ス

を設け 、マ イナ ンバー カー ドの 申請受 け付 け、 顔写真 撮影 など 、

申請補助 、マイ ナンバー カード の交付事 務など を行って おりま す。

また、 出張 申請 の受け 付け を行 い、希 望の ある 企業、 ５人 程度 、

団体、 公民 館、 自治会 、ど こで も職員 が出 かけ 、申請 受け 付け タ

ブレッ トを 利用 したオ ンラ イン 申請を 現地 で行 ってお りま す。 現

在の出 張申 請の 受け付 け状 況と 米子市 から 企業 への働 きか けの 状

況についてお伺いをしときたいと思います。  

○渡辺議長  朝妻市民生活部長。  

○朝妻 市民 生活 部長  出張 申請 の受け 付け の状 況、あ るい は企 業



への働きかけの状況についてのお尋ねでございます。  

 これま で鳥取 県西部広 域行政 管理組合 や鳥取 県西部総 合事務 所、

米子警 察署 等に 出張申 請受 け付 けを行 って おり まして 、米 子市 内

在住の方 ２６８ 件の申請 を受け 付けたと ころで ございま す。ま た、

現在、 王子 グル ープ、 ある いは 私立の 保育 園と 日程調 整を して お

り、ま たそ の他 複数の 団体 から も問い 合わ せを 頂戴し てい ると こ

ろでご ざい ます 。企業 等へ の働 きかけ につ き ま しては 、現 在、 広

報よな ご等 で周 知に努 めて いる ところ でご ざい ますが 、今 後、 個

別の企 業訪 問等 も行い まし て、 推進を 図る こと として いる とこ ろ

でございます。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  次 に、以 前に も質 問いた しま した けれど も、 マイ キ

ープラ ット フォ ームの 活用 につ いてで すが 、図 書館等 の利 用者 カ

ード、 公共 施設 の利用 カー ド、 自治会 のボ ラン ティア 活動 、健 康

マイレ ージ など のポイ ント を加 算して たま った ポイン トで 地元 で

買い物 がで きる ように する 、ク レジッ トカ ード のポイ ント や航 空

マイレ ージ 等を 合算し て地 元店 舗で買 い物 がで きるよ うに する な

ど、そ うい う仕 組みを スタ ート してお りま す。 本市も 総務 省所 管

のマイ キー プラ ットフ ォー ム運 用協議 会に 参加 するな どし てお ら

れます が、 今後 の本市 の取 り組 みにつ いて の検 討状況 につ いて お

伺いをしておきたいと思います。  

○渡辺議長  八幡総合政策部長。  

○八幡 総合 政策 部長  まず 、マ イナン バー カー ドの利 活用 につ き

ましては 、現在 、国主導 により ましてポ イント 制度でご ざいま す、

いわゆ るマ イナ ポイン ト事 業が 開始を され てお ります 。ま た、 そ



のほか 、議 員が おっし ゃい まし た図書 館等 の公 共施設 の利 用カ ー

ドなど 、さ まざ まな用 途に 使え る もの であ ると いうの は十 分承 知

をしているところでございます。  

 そこ で、 お尋 ねのマ イキ ープ ラット フォ ーム の活用 につ いて で

ございま すが、 これも先 ほどお っしゃっ ていた だきまし たよう に、

総務省 所管 のマ イキー プラ ット フォー ム運 用協 議会に 参加 をさ せ

ていた だい てお りまし て、 そこ で先進 事例 です とか、 国の 状況 な

どの情 報収 集に 現在努 めて いる と、ま だそ うい う段階 でご ざい ま

す。  

 この 活用 方法 につい てで ござ います けど も、 まだま だ調 査研 究

段階で はご ざい ますけ ども 、費 用対効 果な ども 勘案し た上 で、 引

き続き さら なる 調査研 究を して まいり たい と考 えてお りま す。 以

上です。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  そ れで、 米子 市の ホーム ペー ジを 見てお りま すと 、

特設ブ ース が非 常に混 雑を して いると 。そ れで 、時間 制限 とい う

んです か、 余裕 を持っ て来 てく ださい とか 、そ れから 、電 話い た

だけれ ば夜 間っ ていう んで すか 、夕方 です か、 すると いう よう な

ホーム ペー ジで 掲載に なっ てる んです けれ ども 、現在 何人 ぐら い

の人が 来ら れて 、実際 に今 の、 ５人で した か、 ６人で した か、 体

制でや って るん ですけ れど も、 その辺 の状 況と いうの はど うな っ

てるのかちょっと聞いておきたいと思います。  

○渡辺議長  朝妻市民生活部長。  

○朝妻市民生活部長  特設ブースの状況でございます。  

 先日 、新 聞、 テレビ 等で 報道 いただ きま した 以降、 毎日 １０ ０



件以上の 市民の 皆様にお いでい ただいて いる状 況でござ いまし て、

体制と して は、 思いの ほか に御 来場の 方が 多い ところ がご ざい ま

すので 、体 制的 には人 員体 制を ふやし たり とい うこと を今 検討 を

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  そ れで、 気に なる のが、 この 前、 私が確 定申 告に 行

ったん です けれ ども、 行き ます と、非 常に たく さんの 方が 待っ て

おられ て、 とに かく受 け付 けす るま で が時 間が 長いと いう 状況 な

んです けれ ども 、そう いう こと はない んで しょ うか、 その 辺を 聞

いときたいと思いますが。  

○渡辺議長  朝妻市民生活部長。  

○朝妻 市民 生活 部長  受け 付け に際し まし ては 、機械 のほ うも ち

ょっと 不足 して おりま して 、受 け付け ルー トが ただい ま２ ルー ト

しか確 保で きて おりま せん ので 、そこ らあ たり も含め て、 機械 と

人員の 体制 とい うのを 拡大 して まいり 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 。市 民の方 が来 られ て、本 当に 混雑 し

て、待 ち時 間が 非常に 長い って いうよ うな こと がな い よう な取 り

組みをお願いしておきたいなと思います。  

 次に 、来 年度 予算に 計上 され ていま すス マー ト窓口 シス テム 構

築事業 につ いて ですけ れど も、 マイナ ンバ ーや ＡＩ等 のＩ ＣＴ 技

術を活 用し たス マート 窓口 シス テム構 築の イメ ージが 私に はち ょ

っと理 解で きな いので すけ れど も、具 体的 な事 例、内 容に つい て

わかり やす くお 伺いを しと きた いな、 答弁 をし ていた だき たい な



と思います。  

○渡辺議長  辻総務部長。  

○辻総 務部 長  スマー ト窓 口シ ステム 構築 事業 につい てで ござ い

ますが、 本市が 導入を目 指して おります スマー ト窓口は 、転出 入、

結婚、 出産 、 そ して死 亡な どに おきま して 必要 となる 複数 の手 続

をＩＣ Ｔ技 術に より１ カ所 で一 括に処 理し よう とする もの でご ざ

います 。例 えば 、転入 世帯 に子 どもさ んが いら っしゃ る場 合、 転

入の手 続と あわ せまし て、 児童 手当や 児童 扶養 手当の 申請 、ま た

保育所 や学 校の 手続、 健康 保険 の手続 など が必 要とな りま す。 こ

れまで はこ れを それぞ れの 窓口 でそれ ぞれ の手 続をす る必 要が ご

ざいま した 。し かし、 スマ ート 窓口の 導入 後は 、１つ の総 合窓 口

で全て の手 続を 行うこ とが でき るよう にな りま して、 何度 も書 か

せない 、待 たせ ないと いう こと により まし て、 来庁さ れた 方の 手

続にか かる 時間 や御負 担を 大幅 に軽減 でき るも のと考 えて おり ま

す。将 来的 には 、この 窓口 シス テムを 発展 させ まして 、な るべ く

来庁し なく ても スマホ やパ ソコ ンから 手続 がで きる仕 組み につ な

げてい きた いと いうふ うに 考え ており ます が、 当面は 計画 的に シ

ステム の構 築を 進める こと とし 、来年 度に おき まして は、 子育 て

分野の 事務 のス マート 窓口 シス テムの 構築 、稼 働を目 指し 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  そ の件で すけ れど も、当 面は 子育 て部門 をや りな が

ら、何 年計 画ぐ らいで 全て の分 がカバ ーで きる ってい うふ うな と

ころは今わかるんでしょうか。  

○渡辺議長  伊澤副市長。  



○伊澤 副市 長  スマー ト窓 口の 見込み であ りま す。今 、総 務部 長

のほう から お答 えいた しま した が、ま ずは 子育 て分野 のシ ステ ム

構築に 令和 ２年 度に入 りま す。 この稼 働が 令和 ３年度 ごろ にな る

予定で ござ いま して、 この 稼働 が終わ りま すと 、その 他の 分野 の

システ ムの 構築 に入り ます 。順 調にい けば とい うこと であ りま す

が、令 和５ 年か ら令和 ６年 ごろ にその 他の 分野 につい ても シス テ

ムの稼働に入りたいと、このように考えております。以上です。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  わ かりま した 。 令 和６年 ぐら いに なれば 本格 稼働 す

るとい うこ とで 、どの ぐら いの 職員が ある 面で は少な くで きる の

かなと、その辺は期待をするところであります。  

 次に、工業用地整備についてお伺いをしときたいと思います。  

 企業 誘致 の受 け皿と なる 米子 インタ ー周 辺工 業用地 整備 につ き

まして は、 現在 周辺道 路の 整備 工事が 実施 され ておら れ、 造成 工

事も完 成を 目指 して急 ピッ チで 工事を 実施 をさ れてお られ ます 。

５区画 の分 譲に ついて です が、 １区画 での 分譲 は売却 に向 けて 手

続がな され てお ります 。残 りの ４区画 の状 況と 販売に 向け ての 取

り組みをお伺いをしときたいと思います。  

○渡辺議長  杉村経済部長。  

○杉村 経済 部長  米子 イン ター 周辺工 業用 地の 状況と 取り 組み に

ついて でご ざい ますが 、分 譲先 が未定 とな って おりま す４ 区画 に

つきま して は、 幾つか の企 業と 接触し てお りま すが、 現在 のと こ

ろ、成 約に は至 ってな い状 況で ござい ます 。今 後も引 き続 き交 渉

を継続 しま すと ともに 、情 報発 信や企 業訪 問、 業界団 体へ の訪 問

等によ りま す営 業の強 化を 図り 、完売 を目 指し 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  新 たな工 業団 地の 整備に つい ては 、粘り 強く 取り 組

んでい ただ きた いと思 い ま すが 、工業 を取 り巻 く環境 は顧 客ニ ー

ズの高 度化 、多 様化、 事業 活動 の国際 化へ の進 展など が進 み、 付

加価値 の高 い事 業展開 、新 分野 への進 出が 求め られる よう にな っ

ており ます 。本 市にお いて は、 工場用 地と して 約２０ ０ヘ クタ ー

ルの用 地を 確保 してい ます が、 整備済 みの 箇所 におい ては おお む

ね立地 が完 了し ており 、新 たな 立地企 業の ニー ズに応 じた 工場 用

地の確 保が 必要 です。 また 、企 業立地 を促 進す るため の条 件整 備

を推進 する とと もに、 人材 育成 、技術 開発 力の 向上、 新産 業の 起

業化な どを 図る ことが 必要 であ ります 。現 在選 定の工 業団 地に つ

いての具体的課題についてお伺いをしときたいと思います。  

○渡辺議長  杉村経済部長。  

○杉村 経済 部長  新た な工 業用 地の候 補地 選定 に際し ての 具体 的

な検討 事項 とい たしま して は、 農地転 用や 農振 除外、 開発 許可 な

どの法 的な 開発 手法、 そし て道 路、排 水、 電力 、工業 用水 など の

インフ ラの 状況 、そし て用 地取 得やイ ンフ ラ整 備を含 む事 業整 備

費、周 辺環 境、 地盤の 強度 、災 害リス クな どの 立地環 境と いっ た

ところ がご ざい ます。 庁内 プロ ジェク トに おき まして は、 ある 程

度こう した 検討 課題を 整理 した ところ でご ざい ますが 、最 終的 な

候補地 につ きま しては 、さ らに 多面的 な検 証を 行い、 選定 作業 を

進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、 新た な工 業団地 です けれ ども、 何カ 所ぐ ら



いを今 、市 内で 選定を して おら れて、 それ に向 けて、 こう いう よ

うな課 題が ある 、こう いう 課題 がある とい うこ とでや って ると 思

うんですけれども、その箇所数っていうのはわかるんですか。  

○渡辺議長  杉村経済部長。  

○杉村 経済 部長  新た な工 業用 地の選 定に つき まして は、 全市 的

にどう いっ たと ころが 適切 なの かとい う観 点で 、いろ いろ 先ほ ど

申し上 げま した 検討課 題を 整理 しなが らや って きてお りま す。 大

体当初は ７カ所 ぐらいに 絞り込 みをかけ ており まして、 さらに 一、

二カ所 程度 ふや すこと がで きな いかと いっ たと ころで 、大 体約 ７

から１ ０ぐ らい の範囲 で今 検討 を進め てお ると ころで ござ いま し

て、箇所 数とい たしまし ては、 先ほど御 答弁い たしまし たとお り、

検証作 業を もう 少し詰 めま して 、さら に絞 り込 みをか けて まい り

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  そ れで、 気に なる のが、 その 箇所 数はい いん です け

れども 、ど のよ うな規 模を 想定 してお られ るの か、そ の辺 とい う

のはわかるんですか。  

○渡辺議長  杉村経済部長。  

○杉村 経済 部長  それ ぞれ 地域 の状況 とい いま すか、 立地 環境 と

いいま すか 、場 所によ って は広 い場所 をと れる ところ もご ざい ま

すし、 場所 によ っては 、例 えば 山の多 いよ うな ところ はや はり 切

り盛り の関 係が あって 、当 然造 成費も 膨ら んで まいり ます ので 面

積が少 し狭 くな ってく る。 ある いは住 宅が 近く にある とい うよ う

な状況 もご ざい まして 、そ れは さまざ まの 面積 がある とい うふ う

にお答えをしておきたいと思います。  



○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  わ かりま した 。今 後新し い工 業団 地に向 けて また 努

力をしていただきたいなと思います。  

 次に 、米 子駅 周辺エ リア の活 性化に つい てお 伺いを しと きた い

と思います。  

 駅北 の飲 食店 ビル、 米子 グル メプラ ザと 県管 理のだ んだ ん広 場

一帯の エリ アを 開発す る案 を米 子市は 発表 をい たしま した 。敷 地

の一部 に民 間の ノウハ ウ、 資金 を活用 した 駅前 のにぎ わい 創出 に

資する 複合 施設 による 利活 用と の内容 です が、 この構 想に つい て

の現在の検討状況についてお伺いをしときたいと思います。  

○渡辺議長  錦織都市整備部長。  

○錦織 都市 整備 部長  駅北 広場 の現在 の検 討状 況につ いて でご ざ

います。  

 駅北 広場 の整 備につ きま して は、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 としてお りまし て、

その中 の柱 の一 つとい たし まし て、民 間と の連 携によ る米 子グ ル

メプラ ザや だん だん広 場、 以前 旅行会 社が 入っ ており まし た駅 東

側ＪＲ 施設 の敷 地の一 体的 な利 活用と 連動 した 交通ロ ータ リー の

検討を 行う こと として おり ます 。この 中で ＪＲ 施設に 係る 敷地 に

つきま して は、 だんだ ん広 場側 へのボ トル ネッ クの解 消や 駅自 由

通路の 隣接 地で あると いう 利便 性から 、一 体的 な利活 用を 行う に

は不可 欠な 敷地 である と考 えて おりま すが 、当 該施設 に設 置し て

おりま す機 器類 の耐用 年数 が相 当数残 って いる という こと がご ざ

いまし て、 この 調整が 必要 と考 えてい ると ころ でござ いま す。 こ

のため 、令 和２ 年度に 策定 いた します 基本 計画 の中で は、 民間 と



の連携 によ る利 活用の 規模 に応 じた交 通ロ ータ リーの 規模 や配 置

などの シミ ュレ ートを 行う こと として おり ます 。また 、駅 北広 場

の整備 につ きま しては 、米 子グ ルメプ ラザ 、だ んだん 広場 等の 整

備以外 にも バス ターミ ナル の改 修、駅 正面 の歩 行者空 間の 確保 の

３つの 柱を 考え ており まし て、 このう ちま ず最 初に取 り組 むこ と

としてお ります のは、駅 正面の 歩行者空 間の整 備でござ いまし て、

これは 米子 駅と 県道を 挟ん だ 駅 前通り との 間を ストレ スな く移 動

できる 歩行 者動 線を確 保す るこ とでご ざい まし て、自 由通 路完 成

後の令和５年後から整備に着手したいと考えております。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  今 るる答 弁を して いただ いた んで すけれ ども 、今 後

のタイ ムス ケジ ュール 的な もの という のは どの ように なっ てい る

のか、ちょっと聞いておきたいなと思います。  

○渡辺議長  錦織都市整備部長。  

○錦織都 市整備 部長  先 ほども ちょっと お答え しました けれど も、

令和２ 年度 に基 本計画 を策 定い たしま すの で、 その計 画を もと に

進めて いく とい うこと でご ざい まして 、一 応駅 北広場 の整 備に つ

きまし ては 、自 由通路 完成 後の 令和５ 年度 から 整備に 着手 して い

き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  ざ っくり とし た説 明なん です けれ ども、 実際 には 自

由通路を まずつ くって、 それで 、北も南 もその 後にやっ ていっ て、

全体が 完成 する のが令 和５ 年度 、それ 以降 に前 のほう の整 備を や

っていくというような認識でいいんですか。  

○渡辺議長  錦織都市整備部長。  



○錦織 都市 整備 部長  南北 自由 通路に つき まし ては、 今、 令和 ４

年度の 完成 を目 指して おり ます ので、 それ 以後 に駅北 側の 広場 の

整備を令和５年度から進めていく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  次 に、米 子駅 南北 自由通 路等 整備 事業に つい ては 、

自由通 路の 詳細 設計に おい て作 成した ２つ のデ ザイン 案に つい て

パブリ ック コメ ントを 行い 、案 １をベ ース に詳 細設計 を実 施さ れ

ておられ ます。 現在の米 子駅は 約５０年 ぶりの 改修であ り、本 市、

また西 部圏 域の 玄関口 とし ての 顔とし て新 たな 時代の 象徴 とな る

整備を お願 いを いたし ます 。現 在、詳 細設 計の 実施中 であ りま す

が、通 路の デザ イン等 で決 定し てるも のが ある のか聞 いて おき た

いと思います。  

○渡辺議長  錦織都市整備部長。  

○錦織 都市 整備 部長  自由 通路 の詳細 設計 につ きまし ては 、中 間

報告と いう こと で２月 １４ 日の 都市経 済委 員会 のほう で報 告さ せ

ていた だい てお ります けれ ども 、外観 のデ ザイ ンの修 正あ るい は

県産材 を利 用し た内装 方針 、よ り広く なっ た自 由通路 中央 にあ る

展望ス ペー ス、 あるい はバ リア フリー に配 慮い たしま した エレ ベ

ーター の位 置や 仕様の 変更 、こ ういっ たと ころ を御報 告さ せて い

ただい たと ころ でござ いま すが 、現在 、今 月末 の設計 完了 を目 指

してお りま して 、最終 調整 を行 ってい ると ころ でござ いま す。 設

計完了後にまた全体像のほうはお示ししたいと考えております。  

○渡辺議長  安田議員。  

○安田 議員  以 上で質 問終 わり ますけ れど も、 大きな 課題 がた く

さんあ るん では ないか なと 、こ う思っ てお りま すので 、そ の辺 も



含めて また 検討 してい ただ いて お示し をい ただ けたら なと 思い ま

す。よろしくお願いします。以上です。  

○渡辺議長  以上で本日の日程は終了いたしました。  

 お諮 りい たし ます。 本日 はこ れをも って 散会 し、明 ３日 午前 １

０時か ら会 議を 開きた いと 思い ます。 これ に御 異議ご ざい ませ ん

か。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○渡辺議長  御異議なしと認め、そのように決定をいたします。  

 本日はこれをもって散会いたします。  

午後３時０５分  散会  


