
左に対する対応方針等 担当部 担当課

① 徴収強化が進められているが、人権無視
の差し押さえは許されない。差し押さえ
禁止財産の差し押さえ実態調査を行い、
公表すること。
（説明：県が児童手当差し押さえ訴訟で
敗訴し、昨年１２月議会では違法とされ
た点について、担当部長が「しっかりと
市町村とも共有させていただく」と答弁
している。）

　本市においては、差押禁止財産が預金口座に振り込まれた日に、意図的に預金
差押えをするというような対応は取っておりません。
　また、預金を差押えする場合、従前より生活状況、家族構成等を考慮し、全額
を差し押えることで生活困窮に陥ることが推定される場合には、一部差押え、あ
るいは直ちに取り立てるのではなく、一定期間取立てを猶予し、納付相談の機会
を設ける等の措置を取っております。
　こうした実情でありますので、改めて実態調査を行う考えはありません。

総務調整監 徴収課

② 後期高齢者医療制度の保険料引き上げは
行わないように広域連合に求めること。
（説明：4月からの保険料が東京都では平
均4,118円／年の増、千葉県では1,064円
／年の増などと値上げを決めたところが
ある。年金削減と消費税増税に加えて保
険料が上がれば、高齢者の生活は困難に
なり、命にもかかわる。）

　後期高齢者医療制度では、２か年間の医療給付費の見込みに基づき保険料等を
設定することが定められており、平成26年度、平成27年度の保険料率等について
は、平成26年２月20日に開催された後期高齢者医療広域連合議会において、一人
当たり2,914円（4.22％増）の引上げが既に決定されております。
　鳥取県後期高齢者医療広域連合においては、昨年10月から年金支給額の段階的
引き下げが実施されていることや本年４月に消費税増税が控えていることなど、
高齢者を取り巻く環境が厳しさを増していることから、医療給付費準備基金及び
財政安定化基金を取り崩すことで保険料率の引き上げ幅を圧縮したと伺っており
ます。
※一人当たり9,635円増（13.94％増）⇒2,914円増（4.22％増）に圧縮 福祉保健部 保険年金課

要望項目

共産党　市政要望の申し入れについて（回答）

（くらし・税金）
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左に対する対応方針等 担当部 担当課要望項目

共産党　市政要望の申し入れについて（回答）

③ 風疹ワクチン接種助成を妊娠している夫
以外にも拡大すること。事業所ごとの接
種や啓発に力を入れること。市職員の接
種に助成すること。
（説明：妊婦の夫だけがワクチン接種し
ても感染は防げない。職場での感染も想
定され、対象を拡大する必要がある。）

　風疹ワクチン接種助成は、免疫のない女性が妊娠中に感染すると、胎児が先天
性風疹症候群となる恐れがあることから、予防を進めるために経費の助成を行っ
ています。
　助成対象は「妊娠を予定、又は希望している19歳以上50歳未満の女性」及び
「妊娠している女性の夫」であります。
　助成対象については、妊娠を予定、又は希望する女性に免疫をつけていただ
き、先天性風疹症候群の発生を防ぐことが目的であり、妊娠している女性はワク
チン接種しない方がよいことから配偶者を対象としたところです。
　また、事業所ごとの啓発等については、今後とも努めてまいります。
　市職員の接種助成については、現行制度内で対応していきたいと考えていま
す。

健康・子育て
推進局

中央保健センター

④ 保育所の３歳以上児にも完全給食（米飯
給食）を行うこと。
（説明：食育のために温かいご飯を提供
することは大切であること。）

ご飯を家庭で準備することは、保護者が子どもの心身の健康状態を把握したり
子どもとの対話のきっかけとなるなど、ご飯を持たせることで子どもと親とのき
ずなというものを深め、親子の信頼感につながるものと考えます。

また、各保育室には冷暖房があり、冬場にはお汁等もできるだけ温かいものが
提供できるよう努めています。

子育ては、家庭と保育園がそれぞれの役割を果たし、連携を図りながら行って
いくもと考えますので、ご理解をいただきますようお願いします。

健康・子育て
推進局

児童家庭課

⑤ 賃貸住宅に入居する若年世帯（どちらか
が４０歳以下）に対して、月１万程度を
一定期間、補助すること。
（説明：先進地では、一定の成果をあげ
ている。また近年の空き家対策の増加抑
制にも資する。）

　民間賃貸住宅に対する家賃補助制度につきましては、個人への所得補助的な内
容となる可能性があることなどから、制度の創設は困難であると考えます。

都市整備部 建築住宅課

⑥ 保健予防活動について、特定健診、がん
検診など医療機関委託を含めて、休日検
診の拡大とともに、夕方・夜間の健診も
行うこと。
（説明：市民の命を守り、医療費抑制の
ために、啓発強化とともに健診の機会を
増やす。）

　特定健診・がん検診については、休日健診の実施回数を年々拡充するととも
に、休日に受診可能な医療機関の情報提供など、受診体制の整備に努めていま
す。また、夕方からの実施については、現在、病院を除く委託医療機関（95施
設）において、ほとんどが実施可能であり、さらなる協力体制の構築に向けて、
取り組みを推進していきます。

健康・子育て
推進局

保健医療福祉連携課

（子育て）

（健康・予防）
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左に対する対応方針等 担当部 担当課要望項目

共産党　市政要望の申し入れについて（回答）

⑦ 就労意欲を持ちながら、所持金もなく住
まいが確保できない未就労者のホームレ
ス状態の方に対して、生活保護の申請か
ら決定までの間、住宅と安心を保障する
ために、市が緊急避難的に市営住宅を提
供すること。
（説明：市民団体が事務所を一時的に提
供して支援をしていますが、最低生活の
保障は行政の責任であり、たくさんの空
き家の一つを一時的に提供は出来る。）

　市営住宅は公営住宅法の適用により、国からの補助を受けて建設し、住宅に困
窮する低所得者へ低額な家賃で提供しようとするものですが、多くの入居希望者
がある中において、公開募集・公開抽選をすることが原則となっているなど、
様々な規制があるため、「ホームレス状態」の方に対して緊急避難的に市営住宅
を提供することは困難です。
　しかしながら、現下の厳しい経済状況の中にあって、国では「解雇等により住
居の退去を余儀なくされる者の公営住宅への入居について」の通知がなされてい
るところです。この通知では、「解雇・雇止めにより離職したが、失業等の給付
を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者に
ついて、1年以内を限度として抽選なしで公営住宅に入居させることができる」
としたもので、本市においても国の基準に従い、県と同様、一時的なお住まいと
して使用していただける仕組みを用意しています。
　高齢者世帯、障害者世帯、母子・父子の世帯などをはじめとする多くの方も市
営住宅への入居を希望されていることをご理解ください。
　なお、低家賃の民間賃貸住宅につきましては、鳥取県居住支援協議会が行う、
「あんしん賃貸支援事業」を通じて、相談・紹介などを行っています。

都市整備部 建築住宅課

⑧ 定住促進のために、公社が所有する鹿
野・青谷の住宅団地に対し、土地・住宅
取得への補助金制度をつくること。既存
住宅の改築への補助も行うこと。
（説明：先進地では行い、一定の実績を
あげている。）

　鹿野町湯川団地（鳥取市土地開発公社所有）及び青谷町望町団地（鳥取県住宅
供給公社所有）は、定住を促進することで地域の活性化を図ることを目的として
います。
　本市では、土地を購入するよりも少ない資金で住宅を所有することが可能とな
る「定期借地権付土地活用」制度を導入しています。
　また、県外からの転入者で住宅を新築・購入又は改修する方に対して交付する
「ＵＪＩターン住宅支援」事業においても、補助金の上限を2,000千円とする優
遇対象としています。
　両団地につきましては、これらの取り組みによりその目的を達成できるものと
考えています。

都市整備部 建築住宅課

（住宅（福祉））
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左に対する対応方針等 担当部 担当課要望項目

共産党　市政要望の申し入れについて（回答）

⑨ 公民館のバリアフリー化のために、入口
の段差解消や２階への移動のためのエレ
ベーター・昇降機の設置をすること。
（説明：利用する人が少ないのですすま
ないのかと、市民として公平公正な行政
を求めている。）

○基幹公民館
　公民館のバリアフリー化について、基本的にはすべての施設を改善すべきであ
ると考えています。入口の段差解消はすべての基幹公民館（８館）に玄関スロー
プを設置しています。しかし、エレベーターについては基幹公民館のうち６館が
未設置です。現在、施設の耐震化に向けた事業を優先して行っており、その後
に、関係者の皆さんの意見を伺いながら、設置を検討したいと考えています。

教育委員会 生涯学習課

○地区公民館
　入口の段差解消につきましては（62の地区公民館のうち基幹公民館に含まれる
４館を除く58館が対象）、玄関スロープの設置状況は未整備が２館となっていま
すが、平成26年度に１館改善するよう計画しています。
　エレベーター・昇降機の設置状況につきましては（62の地区公民館のうち基幹
公民館に含まれる４館及び平屋建て等の13館を除く45館が対象）、未設置が39館
となっており、エレベーターが設置されている６館は平成10年度以降施設建設時
に設置されたものです。
　本市は地区公民館を生涯学習の拠点施設、地域コミュニティの拠点施設として
おり、公民館の利便性や安全性の向上を図るため、エレベーター設置の必要性は
認識しています。
　本市では現在、地区公民館の施設改善につきましては、耐震補強工事とトイレ
男女別化改修工事（併せて行う多目的トイレ新設も含む。）に重点的に取り組ん
でいるところです。
　これらの改修後、エレベーター設置について関係者の皆さんの意見を伺いなが
ら検討したいと考えます。

企画推進部 協働推進課

⑩ 手話言語条例制定の趣旨をふまえ、「だ
れでも どこでも どんな時でも」が通訳
保障できるようにすること。また手話通
訳者を正採用とし、その数を増やすこ
と。従前の市登録手話通訳者は、県条例
の趣旨を具体化する観点から活用するこ
と。
（説明：国の通訳士及び県の通訳者は、
本人の意思を考慮して経験・技術を生か
すこと。）

　平成26年度より東部１市４町で「鳥取県東部聴覚障がい者センター（仮称）」
において、①手話通訳者派遣事業②生活支援事業③相談支援事業等を行うことと
しています。あわせてセンターの運営委託先に、専任手話通訳者として常勤職員
として配置することも業務としています。
　本市の職員としての採用については、手話通訳できるから採用するのではな
く、従来通り、競争試験を通じて、事務処理の基礎的能力の高い者を採用してい
く中で、採用後の研修等により、手話のできる人材育成を進めることで対応した
いと考えます。
　手話通訳者派遣事業で派遣する手話通訳者は現在、本市で行っている派遣事業
で登録されている市登録手話通訳者の方に引きつづき、お願いすることとしてい
ます。

総務部

福祉保健部

職員課

障がい福祉課

（障がい者福祉）
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左に対する対応方針等 担当部 担当課要望項目

共産党　市政要望の申し入れについて（回答）

⑪ 地元町内から要望が出されている鳥取温
泉碑の移設保存は、歴史の継承とまちづ
くりのために、共同設置者としてリー
ダーシップをとり、関係団体とともに速
やかに協議をおこなうこと。
（説明：地元自治会からは市の対応の不
満の声があり、市民との協働のまちづく
りはほど遠いと不信感も出ている。）

鳥取温泉碑の移設保存については、平成26年２月10日に設置者の鳥取市温泉組
合長・鳥取市観光コンベンション協会と地元町内会長とで今後の取り組み方につ
いて協議しています。

その中で、土地所有者の協力を得られたこともあり、敷地内で移設するよう取
り組むこととなり、関係者と役割分担等について確認し出来るだけ早く対応する
こととしています。

経済観光部
観光コンベン
ション推進課

⑫ 冨桑地区内に１００円バスの運行をする
こと。
（説明：西品治地域にはバス路線がな
い、片原通りを運行するバスもかなり減
便されている。高齢者が多く通院や買い
物に不便をしている。）

　鳥取市100円循環バス「くる梨」は、中心市街地での利便性向上や観光客の回
遊性向上などを目的に運行しています。この「くる梨」のコース設定について
は、鳥取駅から路線バスの初乗り運賃区間内（160円）であること、１周33分で
周回し20分間隔での運行が可能であることを運行の方針としています。
　このため、当該地区は、初乗り運賃区間外（210円）であること、コースの延
長により20分間隔の運行が困難（所要時間６分以上）になることから「くる梨」
を西品治地区まで運行することは難しいと考えます。
　なお、旧鳥取市域において当該地区以外にも公共交通の脆弱な地区があり、旧
鳥取市域のバス路線網再編等について検討していく必要があると考えておりま
す。

都市整備部 交通政策課

⑬ 雁金山の平和塔は観光対策に位置付けら
れましたが、それにふさわしい山道の整
備と広報をすすめること。
（説明：現状は、急峻な坂道や木製の階
段の老朽化など、安全に歩ける状態では
ないこと。）

　平和塔につきましては、平成25年８月にＬＥＤ照明を設置するなど取り組んで
います。
　平和塔に登る山道につきましては、林野庁所管の鳥取自然休養林の一部となっ
ており、今後、国・関係団体と協議を行い、その整備方法等について検討したい
と考えています。

経済観光部

農林水産部

観光コンベン

ション推進課

林務水産課

⑭ 通学路の安全確保のために、湖山町南２
丁目の水路にコンクリート盤が設置され
ましたが、安全性を高めるために、反対
側の側溝にも設置すること。
（説明：歩行者の安全と凍結時の事故防
止のための措置が必要です。）

　当該水路への蓋かけは、道路の幅員確保を目的としたものではなく、通学路の
安全対策を目的とした設置要望であったため、地域住民との調整により、通学路
側の側溝の蓋かけのみを実施したものです。
　反対側の側溝整備は、道路拡幅を目的としたものとなるため、他地区との敷設
の整合性、優先順位等の検討が必要となります。また、民地との擦り付けが関係
する場合は関係住民の同意も必要となります。これらの理由から、当面の実施は
困難であると考えています。

都市整備部 道路課

（まちづくり）

（道路・生活環境）
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左に対する対応方針等 担当部 担当課要望項目

共産党　市政要望の申し入れについて（回答）

⑮ 地域審議会のメンバーを増やし、公募を
半分程度にすること。費用弁償として交
通費程度にとどめること。
（説明：予算措置や事業に対する多様な
ニーズと意見が反映し、議論が深まり、
市民の参画と協働の強化につながるこ
と。）

　平成27年度以降における地域審議会に代わる新たな組織について各地域審議会
と連携して検討してきており、以下の設置方針案(設置区域・委員数等：抜粋)に
基づき条例を制定して設置する予定です。なお、委員報償費等の詳細については
平成26年度に決定することとしています。

(設置区域)
○市町村合併(平成16年11月1日)以前の旧町村区域ごとに設置する。
(委員数等)
○設置区域ごとに12名以内の委員をもって組織する。
○学識経験・公募委員の増加につながるよう、現行の選出区分(福祉・農商工業
等団体、女性・高齢者組織等)を廃止・見直すよう考えています。

企画推進部 中山間地域振興課

（地域審議会）
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