
左に対する対応方針等 担当部

1 真の「地方創生」の取り組みは、地方自
治を大切にした「住みたくなる街・地域
づくりへの転換」、「住みつづけられる
自然・社会環境づくりの重視」を基本に
すえて、「人口減少」と「地方（地域）
衰退」の原因を明確にし、国や県に依存
した事業の見直しとともに、市民生活の
向上・地域の活性化に向けての総合的抜
本的な対策を行うこと。

　地方創生は、国・地方を挙げて取り組む待ったなしの課題であり、人口減少・少子化問題等
に迅速に取り組むため、本市では、まち・ひと・しごと創生法に基づく国の総合戦略策定を受
け、平成27年度中に、第10次総合計画の策定と並行して、鳥取市版の人口ビジョンや総合戦略
を策定いたします。
　これらの策定にあたっては、産業や企業の実態、観光客の流れ、人口の現状と将来等につい
て現状分析を行い、雇用対策、子育て支援、若者定住、まちの魅力向上など、本市の未来を豊
かにする施策に積極的に取り組み、「いつまでも暮らしたい、だれもが暮らしたくなる、自信
と誇り、夢と希望に満ちた鳥取市」を築いてまいります。

企画推進部

① 消費税増税は、市民生活と中小企業に大
きな負担であり、国に中止を求めるこ
と。

　国民生活を守るため、政府が進める経済再生と財政再建、社会保障改革の３つの政策には、
消費税の増税は必要であると認識しています。その上で、税率を8％から10％へと引き上げる際
には、大多数の国民の理解が得られた段階で、しっかりと進めていただきたいと考えており、
増税の中止を要請することは考えていません。

総務部

② 東京一極集中の是正と地方分権の推進の
ために、税制と交付税制度の見直し・改
善を求めること。

　東京一極集中の是正と地方創生の推進は、本市にとっても喫緊の課題であると認識していま
す。2015年度税制改正に、東京等の三大都市圏以外の地方に本社機能を移転する場合に法人税
を軽減するなど、企業の地方移転を促進するための地方創生を盛込んだことは、概ね評価でき
るものと考えています。
　政府には、社会保障や教育等の地域に密着した基礎的な行政サービスを提供するための財源
としての地方税や地方交付税は、景気変動に左右されない安定性や税源が一部の地域に偏らな
い普遍性も備えたものであることを認識し、その上で、しっかりと地方創生を進めていただき
たいと考えています。

総務部

③ 地方の重要な産業基盤である農林漁業に
大きな打撃を与えるＴＰＰ交渉参加はや
めるよう求めること。

　国の環太平洋経済連携協定(ＴＰＰ）交渉については、現在合意形成に向けた協議が進んでい
るところですが、安価な農産物の大量輸入による本市農業への悪影響が懸念されるとともに、
農業の多面的機能の喪失、農村の崩壊、将来にわたる食の安全・安心と食料の安定供給の確
保、食料自給率等の観点から大いに問題があると考えています。
　本市としては、これらの問題に対応するため、農産物の主要品目に対する関税措置の継続や
競争力強化に必要な支援策の拡充を国に要望しているところであり、今後とも引続き要望して
いきたいと考えています。

農林水産部

【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目
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左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

④ 大企業優遇の法人税引き下げは中止し、
中小企業の経営とそれが多く占める地方
にとっても打撃となる外形標準課税の導
入をしないように求めること。

　2015年度税制改正では、企業の利益に課税する法人事業税の割合を減らし、給与総額など事
業規模に応じて課税する外形標準課税の割合を増やしています。一方で、課税対象を資本金１
億円以下の中小企業に拡大されなかったことは、地方で大多数を占める中小企業に配慮した税
制改革であると評価しています。今後も、外形標準課税の適用拡大等については、地方の意見
を踏まえ、慎重に検討していただきたいと考えております。

総務部

⑤ 企業誘致依存型の産業振興・雇用確保を
改めて、農林水産業の強化や地元企業の
育成と地域経済への貢献という立場か
ら、地元企業の経営実態や商品・製品開
発、雇用条件の充実に対する要望を聴き
取るなど、中小企業の振興を進めるこ
と。

　本年度から取り組みを進めている「第３次経済再生・雇用創造戦略」において、①経済再生
のための成長産業の創出、②地域資源活用による産業創出、③地域課題解決による産業創出を
３つの柱とし、企業立地の推進、新産業の創出、農林水産業の振興地域資源の販路拡大などの
10のプロジェクト、36の重点事業を掲げております。
　平成29年度までの４年間で5,000人以上の雇用を創造することを目標に、地元産業の底上げ、
地域内経済循環の活性化、産業人材の確保・育成に取り組んでいます。
　産業振興施策を進めるにあたっては、地元企業の育成・発展が も重要と考えており、新規
増設の支援、新製品・新技術の開発支援等を行うとともに、雇用の確保、人材の育成などに対
しても支援を行っています。
　今後とも、市内企業はもとより、経済団体、青年団体等から幅広く意見を聞きながら産業振
興に取り組んでまいります。

経済観光部

⑥ この10年間、新市域を中心に人口減少が
著しい。中山間地域における農林業、雇
用、交通、福祉、教育などの政策立案と
事業実施は、若い世代の声を反映したも
のにすること。

　本市では、市民との協働によるまちづくり推進するため、インターネットモニター制度の導
入、政策形成過程の公開等、行政情報の積極的な発信に取り組んでいます。
　また、本市の総合計画や市政の諸課題ついて調査研究・立案を行う総合企画委員会、市政へ
の要望を広くお聞きする市政懇話会においては、各界の代表はもとより、学生など若者世代の
市民に委員として参画していただいており、SNSを活用した情報発信、鳥取市若者会議、若者の
とっとりふるさと元気塾の開設・参加促進など若者定住戦略方針に基づく諸施策を推進してい
るところです。
　なお、新たに設置する地域振興会議においても、幅広い世代のアイデアや意見の吸い上げや
反映に努め、若者が力を発揮できる活気あるまちづくりを一層推進していきます。

企画推進部
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左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

⑦ 市民誰でもどこでも暮らしやすい街・地
域が求められている。市民サービス・防
災対策に不可欠な総合支所の役割の強
化、そのための職員の増員と予算・権限
を拡大すること。
また、地域振興の調査研究・活性化策の
提言などによって地域振興会議の活発化
を図るとともに、施策の推進・充実に必
要な財源を確保すること。

【総務部】
　総合支所は、①地域振興、②地域防災、③市民サービスといった、各地域の基礎的な行政
サービスを提供する拠点として重要な存在であり、それぞれの地域が抱える課題解決のために
も重要な役割を果たしております。
　定員適正化計画に基づき市役所全体の職員数を削減していく中、総合支所においても業務執
行体制の見直しや業務のブロック化等を進め、総合支所における市民サービスの維持、向上を
図ってきました。今後も総合支所における市民サービスの維持・向上を目指し、効率的な業務
執行体制について検討を行うとともに、機能性の高い組織づくりに努めます。
【企画推進部】
　総合支所の役割の強化等については、新市域振興ビジョン推進計画に掲げる各施策を総合計
画に位置付けるなどして、その着実な実現を図っていきます。また、新たに設置する地域振興
会議は、本市の一体的発展に資する各地域の振興について主体的に調査・審議すること等を大
きな役割としています。地域振興会議が活発に活動できるよう、総合支所がしっかりと支援し
ていきます。

総務部
企画推進部

⑧ 公共施設の統合・廃止は、地域の「選択
と集中」による周辺人口・利用者の実態
と財政効率で決めるのではなく、地域づ
くりに果たす役割と効果を踏まえつつ、
住民合意ですすめること。

　人口増加に合わせて整備され、増加してきた施設を、人口減少社会に対応していく「新しい
公共施設経営」が求められています。施設の利用圏域の視点を持ちながら、施設の複合化・多
機能化をすることで地域の拠点施設となり、新たな交流の場となると考えています。施設の具
体的な取り組みについては、長期的な方向性をあらかじめ公表した上で、概ね５年間に検討す
べき施設について、該当地域の方々と一緒に協議しながら進めていくことを考えています。 総務調整監
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左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

2 市民の暮らし向上と福祉の充実

① 市庁舎整備にあたっては、幅広い市民の
声が反映できるようにし、ワークショッ
プや専門家等の委員会などの市民参画の
組織は公平公正な運営がされるようにす
ること。また、今ある施設の活用も考慮
し、費用を抑制すること。

　市役所の庁舎は、本市の将来の発展を支える市民共有の資産です。具体的な計画内容のとり
まとめを進めるにあたり、新庁舎をより良いものとするため、本年１月より市民の皆さまのご
意見やアイデアを募集しています。新庁舎の建設に当たっては、広く市民の皆さまから寄せら
れるご意見やアイデア、そして、２月に設置した鳥取市新庁舎建設委員会や市民ワークショッ
プからのご意見などを踏まえ、将来を見据えてどのような新庁舎とすべきかしっかり検討して
まいります。

庁舎整備局

② 生活保護費の削減、住宅扶助と冬季加算
の引き下げをしないように国に要請する
こと。

　生活保護基準については、国において数値的な根拠のもとに専門機関で慎重に審議され決定
されたものであり、根拠数値を持たない自治体としては引き下げの中止を要請することは困難
です。
　一方で、引き下げに際しては、地方の実態を十分に配慮するよう県を通じて要望しておりま
す。

福祉保健部

③ 夏期は、熱中症予防のための電気代とお
盆による出費、年末も人並みに新年を迎
える準備への出費があることから、夏
期・年末における特別な生活支援を行う
こと。

　夏期・年末における特別な生活支援金の支給については考えていません。
　生活保護制度の給付については、全国で同様の取り扱いをすることが基本であり、本市がこ
れまで独自に実施してきた生活保護受給者に対する見舞金制度については、給付の適正化の観
点から見直しが必要と判断し、平成25年度をもって廃止しました。
　年末・年始の年越し資金としては、以前から生活保護制度の中で期末一時扶助費があります
し、県に確認したところ、平成24年度より夏期加算の創設を国に要望していると聞いておりま
す。
　なお、県独自で実施する夏期見舞金については、平成26年度も前年度と同額が支給されてお
ります。

福祉保健部

④ 負担が大きい国保料の引き下げは多くの
市民の願いである。市独自で、一般会計
から繰り入れを行い国保料1世帯1万円を
引き下げること。

　国民健康保険は、国・県の支出金、規定に基づく一般会計からの繰り入れなどを除き、保険
料で賄うのが原則です。
　不測の事態等により支出超過が生じる場合などやむを得ない場合を除き、保険料の引き下げ
のために国保加入者以外の税収も含まれる一般会計からの支援をする考えはありません。 福祉保健部

⑤ 国保の加入者の手元に保険証を届けるこ
とは行政の仕事の基本である。正規の保
険証と同様に短期保険証を郵送するこ
と。

　短期被保険者証は滞納者に対して接触できる機会を増やすためのものです。短期保険証を郵
送すれば接触の機会を減らすこととなり、滞納を増加させ、安定的な制度運営を揺るがすこと
につながりかねません。
　医療を受けるために保険証を必要としている被保険者には、窓口でいつでもお渡しできるよ
う用意しているところであり、郵送することは考えていません。

福祉保健部
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左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

⑥ 国保法第44条に基づく窓口一部負担金減
免制度は、せめて国が示す基準に広げる
こと。

　一部負担金の減免は、国民健康保険法第44条の規定を受け、本市では、災害などの特別な事
情により、生活が著しく困難になった場合に、一部負担金を減免できる制度を設けておりま
す。
　減免の適用に関しては、国保制度が加入者相互で保険料を負担し合いながら運営する制度で
あることを勘案し、本市の審査基準では、滞納者には適用しないこととしております。国が減
免に要する費用の全額を補填する考えを示さない限り、国基準どおりに改める考えはありませ
ん。

福祉保健部

⑦ 無料低額診療事業を市立病院、佐治町診
療所で実施すること。また、院外薬局で
の実施を認めるよう国に求めること。

　無料低額診療事業について、鳥取市立病院は、国が定めている実施に必要な基準を満たして
おりませんので、実施は困難です。
　また、佐治診療所は、地域の強い要望を受け、無医地域の医療を確保するため、維持・存続
していくことを 優先の課題として運営しております。当診療所の運営状況では、無料低額診
療事業の実施に必要な国基準を満たすための体制整備は困難です。
　無料低額診療事業を院外処方の保険薬局の薬剤料まで広げることは、薬剤料が医療費の一部
であることを考えれば、検討されるべき課題であるとは思われますが、法律の目的からして市
行政が要望していく問題ではないと考えます。

市立病院
福祉保健部
健康・子育て

推進局

⑧ 自治体の判断で実施できる一般財源の繰
り入れを行い、介護保険料の引き下げを
すること。

　介護保険制度においては、給付費の５割を公費で、残りの５割を保険料で賄う仕組みとなっ
ています。公費負担のうち、市町村の負担は給付費の12.5%と定められておりますので、法定外
の繰り入れを行うことは考えておりません。 福祉保健部

⑨ 公費による低所得者保険料軽減は、国に
対し2015年度から当初の案どおりに実施
するよう働きかけること。当面、一般会
計からの繰り入れで、当初の軽減計画ど
おりに実施すること。

　公費による低所得者保険料軽減は、給付費の５割とは別に公費を投入して、低所得者の軽減
を強化しようとするものですが、消費税率10％への引上げが延期されたことに伴いまして、平
成27年４月からの軽減は、まずは特に所得の低い方を対象に部分的な実施とし、消費税率10％
への引き上げが行われる平成29年４月からは、市町村民税非課税世帯全体を対象として、完全
実施することとなっています。現在のところ、国への働きかけや一般会計からの繰り入れにつ
いては考えておりません。

福祉保健部

⑩ 第６期介護保険事業計画に、特別養護老
人ホームの建設を盛り込むこと。

　鳥取県が実施された特別養護老人ホーム入所待機者調査(平成25年７月１日現在)によると、
本市の特別養護老人ホームの自宅待機者は232人あり、そのうち特に緊急度の高い要介護度４～
５の待機者は86人あります。
　一方、第５期計画期間中に整備を進めている140床が本年度中に順次稼働することと、介護保
険料とのバランスも考慮し、第６期計画においては特別養護老人ホームの新たな整備は行わな
いことと考えています。

福祉保健部
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左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

⑪ 障がい者の就労支援施設への発注は、法
の趣旨を生かして積極的に図ること。職
員の名刺発注については公費に切り替
え、就労支援施設への発注を全庁的に行
うこと。また、発注等の目標達成に向け
て四半期ごとの報告を徹底し、各部の到
達状況を公表し、この促進に生かすこ
と。

　本市では「障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づき、各部署で発注目標額を
設定し、障がい者就労施設等から調達できる物品や役務の提供について、各部署に情報提供を
行い、積極的な調達を推進しています。調達実績につきましては、四半期ごとに各部署から報
告を受けホームページに掲載しております。本年度は12月末で目標額の約９割の達成となって
おります。
　今後も公用、私用を問わずさらに積極的な調達に努めます。
　なお、職員の名刺印刷については、観光や企業誘致といった営業活動を行う職員の名刺を公
費負担しています。

福祉保健部

⑫ 居住環境の改善と地域経済の活性化に大
いに役立っている住宅小規模リフォーム
助成制度は、対象工事金額を10万円に引
き下げ、希望者全員が利用できるように
予算措置をすること。また、他都市で実
施されているように店舗の改修も対象と
すること。

　小規模リフォーム助成事業については、平成27年１月臨時議会において、助成金総額6,000万
円の補正予算を提案し、可決されたところです。これは、国における『地域住民生活等緊急支
援交付金』を活用し、居住環境の向上に対するニーズを前倒しで取り込むことで、緊急的に地
域経済の活性化を図ることを目的として、平成27年度１年間に限り延長したものです。した
がって、対象工事費及び対象となる建物の種類をはじめとする制度の内容は現行のままとし、
既に助成を受けられた方々との均衡を失することのないようにしておりますので、ご理解をお
願いします。

都市整備部

⑬ どこでも生活に不可欠な水道は、簡易水
道を含め重要なインフラである。合併後
の大幅な人口減のもと、料金統一にあた
り特に負担が増加する地域においては、5
年程度の激変緩和措置をとり、その財源
を一般会計で措置すること。

【水道局】
　水道局では、鳥取・国府地域、河原地域、青谷地域の３地域の水道料金について、合併調整
方針に基づき、10年間の段階的措置を図り、平成27年度から料金統一を図るよう取り組みを進
めてきました。
　これまでの取り組みとしては、水道事業審議会の答申を受け、平成22年度には河原地域の水
道料金改定を行い、また、平成23年度には鳥取・国府地域と青谷地域の水道料金改定を行い、
水道料金の段階的調整を図っています。
  ３地域の料金統一については、今年度、水道事業審議会でご審議いただき、「３地域の水道
料金を現行の鳥取・国府地域の水道料金に統一することが適当である。」との答申を受けてい
ます。
  現在、この答申を踏まえた３地域の料金統一に関する条例案を平成27年２月定例市議会に提
案しています。
【農林水産部】
　簡易水道の料金は、合併調整方針「平成27年度を目途に段階的に調整する」により、使用者
の急激な負担増とならないよう、平成28年度の料金統一に向け４段階の料金改定を行うことと
しており、現在まで平成19年度、22年度、25年度の３段階の料金改定を実施しています。
　平成27年度に設置する簡易水道事業審議会では、簡易水道統合に伴う老朽化した水道施設・
設備の更新費用の増大や人口減少に伴う料金収入の減少が見込まれるなどの状況を踏まえ、適
正な事業運営を行うための水道料金の額や体系のあり方などの料金統一に関する審議をお願い
する予定にしています。

農林水産部
水道局
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【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

⑭ ごみの減量化等の取り組みについて

ア 可燃物の減量化対策が遅れている事業所
に対する減量目標を設定するように指
導・助言、広報などを強化すること。

　事業所に対する可燃物の減量化については、事業所訪問による紙のリサイクルや生ごみの削
減等の指導・啓発を行っています。今後も事業所訪問を継続的に行うとともに、市報、市ホー
ムページ、啓発チラシなどあらゆる媒体を通じて啓発を行います。 環境下水道部

イ プラスチックごみは従来どおりの分別回
収で行うこと。また、簡易な汚れがあっ
ても水洗いして分別回収していくこと。

 プラスチックごみの分別については、従来の方針を変更することは考えておりません。簡易な
汚れがあるものは洗って出していただくようにお願いしています。

環境下水道部

ウ 可燃物処理施設の建設は、地権者集落に
とどまらず、国英地区のすべての集落を
対象として同意を得て行うこと。また、
ごみ問題は「すべての市民の生活に関わ
る事業」と捉え、計画の内容や取り組
み、関係予算の執行状況等を積極的に市
民に情報公開すること。

　鳥取県東部広域行政管理組合（以下「東部広域」という。）は、可燃物処理施設の建設にあ
たって、建設予定地内の共有地地権者である６集落のうち、５集落からは建設に同意する旨の
文書をいただいており、残る１集落についても早期に同意いただけるよう誠心誠意取り組んで
います。併せて、建設予定地周辺の国英地区の集落につきましても、建設にご理解いただける
よう説明会等を実施していきたいとのことですので、施設の立地市である本市におきまして
も、東部広域と連携を図りながら事業の推進に協力していきたいと考えています。
　また、可燃物処理施設の計画や取り組み等につきましては、本市のホームページや市報等へ
掲載するなど情報公開を行っていますが、今後も引き続き、情報公開に努めてまいりたいと考
えています。

環境下水道部

エ ごみ袋代が原価を大きく上回っている。
その大きな原因がごみ処理経費の1割負担
である。市民が分別と減量化で行政に協
力してごみ問題に取り組んでいることを
考慮し、この負担を見直し、ごみ袋代の
引き下げを行うこと。また、ごみ袋代の
販売収入（手数料）を太陽光などの自然
再生エネルギーの補助制度の財源に充て
ず、必要な予算は一般財源を充当するこ
と。

　家庭ごみの有料化は、ごみ処理費用の一部（１割程度）を市民の皆様へ直接負担していただ
き、ごみ問題への意識をさらに高め、ごみの減量やリサイクルを促進することを目的としてお
ります。平成25年度、26年度の環境審議会において消費税８％、10％導入時のごみ袋代につい
ては、値上げを行わないで現行料金を据え置くこととしております。
　ごみ袋代の財源充当につきましては、平成26年度の環境審議会において、「具体的な財源充
当先については適切に判断されることを望むものである」という付帯意見を受け、平成27年度
以降の使途は、ごみの減量化・再資源化の関連施策だけに充てていくこととしております。 環境下水道部
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要望項目

3 子育て・教育について

① 第１子からの保育料の軽減を実施するこ
と。

　本市の保育料は、現在国基準と比べて３歳未満児は７割、３歳以上児を８割に設定すると共
に、保育料の所得別階層をさらに細分化することで軽減を図っています。
　また、平成27年度より多子世帯（第２子、第３子）の保育料のさらなる軽減に取り組む予定
であり、第１子からの保育料の軽減は現状では困難であると考えます。

健康・子育て
推進局

② 小児特別医療費助成の一部窓口負担はや
めて完全無料にすること。また、対象を
高校卒業まで拡大すること。

小児特別医療費の無料化は、県及び各市町村に多額の財政負担が生じることから、直ちに実
施することは困難と考えています。また、高校生が属する15歳～19歳は、全年齢層の中で医療
費負担が も少ない年代であることから、高校卒業までの拡大は、少子化対策全体の中で優先
的に実施すべきものとは考えておりません。

福祉保健部

③ 小学校の30人以下学級の対象学年を拡大
すること。中学校においても30人以下学
級とすること。

　鳥取県においては、平成24年度より全学年で少人数学級が実施となりましたが、国において
は「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」の改正が行われず、
小学２年生以降は加配の配分で実現したため、来年度以降、少人数学級の実施に向けた法改正
を実現するよう引き続き県教委に要望するとともに、国への働きかけも行うよう要望していま
す。

教育委員会

④ 国に対し、全国学力テストの廃止と、学
力の全国的調査を行う場合は抽出調査と
することを求めること。

　学力向上は本市の重点課題であり、教科に関する調査及び質問紙調査を通して、児童生徒の
実態を毎年把握し、教育委員会及び各学校の取り組みに生かしています。したがって、この調
査を重要なものとしてとらえ、参加することとしています。 教育委員会

⑤ 教職員の超多忙化の解消に努めること。

ア 採点など教育に必要な時間を勤務時間内
に確保すること。

　多忙化解消に向けて各学校でも工夫した取り組みを行っています。本市としても多忙化解消
に向けて、校務事務業務の負担軽減を図るために、ＩＣＴを活用した校務支援システムの平成
28年度に導入するよう検討しているところです。 教育委員会

イ 授業準備や子どもと向き合うことに力が
注げるよう、報告書類などは簡略化する
こと。

　国や県からの調査依頼については、精選した上で、実施するようにしています。また、回答
は、メールのみの報告とするなど簡略化に配慮しています。市への報告文書についても、学校
の負担を考えて適宜見直しを図り、また様式等の簡素化に引続き努めていきたいと考えていま
す。

教育委員会

ウ 子ども対応や地域行事などによる超過勤
務の回復措置など、労働安全の法令を守
らせ徹底すること。

　地域行事への参加について、超過勤務を命じることは原則ありません。やむを得ず土日や夜
間等の勤務が必要な場合は、勤務時間の割振変更により回復措置を講じています。 教育委員会

エ 部活動について土日どちらかを休みとす
るなど過熱化をおさえるルールを確立す
ること。

　平成25年３月に作成した「中学校における部活動ガイドライン」に、「１週間のうちに１日
以上の休養日を設け、土・日曜日には計画的に休養日を設定すること」と示しており、週に１
回の休養日を設けている学校も多くあります。大会などにより不規則になる時期もあります
が、生徒の心身のバランスに充分配慮し計画的に活動するよう、今後も指導を継続していきた
いと考えています。

教育委員会
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⑥ 学校の教室の冷房装置については、中学
３年生の教室以外にも設置すること。小
中学校への整備計画を立て、早期に実現
すること。

　近年の地球温暖化による猛暑や生活様式の変化を考えると、生徒の健康管理、教育環境を充
実させるため、教室内の空調設備の整備が急務であると考えます。
　しかし、空調設備の整備・運用には多額の経費が必要なことから、平成26年度より年次的
に、中学校３年生教室に整備する予定としており、その後の計画については、整備効果の検
証、他の事業との優先順位や財政状況を考慮しながら検討していくこととしております。

教育委員会

⑦ 国は、学校統廃合の「手引き」を発表し
た。統廃合は、住民が暮らしやすい地域
づくりにも大きな影響を与えることであ
り、教育予算の削減、経済効率のために
一方的にすすめることなく住民の理解と
合意にもとづき慎重に対応すること。

　手引きの中では、「保護者や地域住民と課題を精緻に分析し、その結果の共有を行った上で
「 善の選択」につなげていただきたい。」とされています。現在の本市の校区審議の進め方
としては、少人数化が著しい等問題が生じた校区に対してはその情報を提供することにより問
題提起し、対応策については各地域で自発的に組織された検討組織（当該地域の教育を考える
会）で議論されることを推奨しています。そこで導き出された方向性は、 大限尊重されるべ
きものと考えています。

教育委員会

⑧ 子どもの貧困率が15.6％と、子どもの6人
に1人が貧困に陥っている。本市における
実態調査を行い、子どもの生活指導など
学校教育の活動に生かすとともに、就学
援助の内容を拡充させること。

　子どもの生活指導等で家庭支援が必要な場合は、スクールソーシャルワーカーが学校の相談
に乗るとともに、関係機関との連携を図り支援を行っていきます。就学援助については、毎年
学校を通じて文書を配布するほか、就学時健康診断時等にも文書を配布し、周知に努めていま
す。国の制度で実施していた内容を基に実施していますが、今後も、本市の実情に合った支援
となるよう、適宜、制度の検証と見直しを図っていきたいと考えています。

教育委員会

ア 新入学児童生徒学用品費の支給時期が7月
下旬となっているが、入学準備に対応で
きない。
せめて4月上旬には支給するよう改善する
こと。また、準要保護世帯への国庫補助
金を復活させるよう国に求めること。

　準要保護の対象要件の確認を、前年の所得証明の発行を待たず、源泉徴収票等により２～３
月に申請を受けることにより、早期に実施できるよう対策をとっています。その後も、早期に
支給できるよう事務処理を進めているところです。今後も、事務処理の効率化を図り、さらに
早期に支給できるよう努めたいと考えています。自治体間で児童生徒に対する援助に格差が生
じないよう、国が全国的な基準を示しその財源を保障することは必要だと考えています。

教育委員会

イ 学校給食の無償化に取り組むこと。  学校給食は「安心・安全で美味しい給食の提供」とともに「児童生徒及び保護者の負担軽減を
図る」ことも目的に実施しています。
　学校給食法に定める負担区分により、給食センターの施設・設備の維持管理や給食センター
から各学校への配送、調理業務等に要する経費（H26年度予算で、約７億円）は、学校設置者と
して市が負担しており、これ以外の原材料費等に係る経費は保護者負担とされています。
　なお、給食費を負担することが困難な家庭については、給食費の助成措置を行っているとこ
ろですが、学校給食の無償化については、現在のところ困難と考えています。

教育委員会
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⑨ 放課後児童クラブは、新年度からはじま
る「子ども・子育て支援新制度」に位置
づけられる。ニーズ調査の結果を踏ま
え、希望者全員が利用できるよう、クラ
ブの増設を計画的に行うこと。合わせ
て、子どもたちが過ごしやすい環境整備
に努めること。

　平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の施行にあたり、本年度は、子ども・子育て支
援事業計画の中で、平成31年度までの５年間の「量の見込み」と「確保方策」について定める
こととしています。
　放課後児童クラブへの入級児童数は年々増加しており、３年生以下の受け入れだけでスペー
スに余裕のないクラブが多く、さらに４年生以上の受け入れにあたっては、開設場所及び指導
員の確保が必要となります。
　そのため、教育委員会としては、公共施設の効率的な有効活用の観点から学校施設の利活用
を検討し、小学校長会等で学校の理解と協力を求め、保護者会と協議し、開設場所の確保に取
り組んでいるところです。今後も、各クラブの意向を聴きながら、順次開設場所の確保に努
め、希望する児童の受け入れを進めていきたいと考えています。
　また、放課後児童クラブの環境整備については、すべてのクラブへのエアコン等の設置をは
じめ、随時施設の改修・修繕等を行っています。また、体調の悪い児童が静養できるよう、ク
ラブ室以外にも学校の保健室の使用について学校へ依頼し協力していただくなど、クラブの状
況に応じて個別に対応しているところです。

教育委員会
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要望項目

4 農業について

① 米価暴落と直接支払交付金の減額で米作
り農家は大打撃を受けている。緊急に政
府の責任で過剰米を買い上げ、半額に減
らした直接支払交付金を元の15,000円/10
㌃に戻すことを国に求めること。国が手
立てをとるまでは、県に補填制度を創設
するよう求めること。

　今回の米価下落について国は、需給バランスに見合った生産がなされていないことが一番の
原因で、市場原理に見合った適正な価格にシフトした結果としており、これらの点を考慮する
と、米価の劇的な回復は当面難しいのではと考えています。
　また、今後は米に対する単独施策ではなく、他の支援施策の活用も含めた総合的な施策を推
進することで、産業としての足腰の強化と所得確保を推進すべきとの方針であり、県も、この
考えには賛同しており、制度の復活や県での補填等は行わない方針であるとも伺っています。
　本来、米価の安定や需給調整は国の責務として行うべきであります。これまでも、国の責任
で米価の安定化に取り組んでもらうよう県を通じで要望しておりますが、今後も機会をとらえ
米の需給調整を要望してまいります。

農林水産部

② 緊急避難的に市独自で米価下落対策を講
じること。

　本市としても、ＪＡグループが行う運転資金等の融資に対する利子助成の実施や、収入減少
による農業経営への影響を緩和するための収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）への加入を推
進してまいりたいと考えています。また、飼料用米や飼料用稲などの非主食用米の作付拡大
や、白ねぎ、アスパラガス等の収益性の高い野菜の導入等を推進し、中間管理事業、経営所得
安定対策、水田フル活用、日本型直接支払等の活用による総合的な施策を実施することで、経
営の多角化、高効率化による水田農業の所得確保を図ってまいります。 農林水産部
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左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

5 雇用・地域経済について

① 千葉県野田市では、2010年４月から全国
初の「公契約条例」が施行され、現在で
は川崎市、相模原市などの政令指定都市
を含む全国11自治体に広がってきてい
る。発注する公的機関と受注者等の間で
結ばれる契約（公契約）において、生活
できる賃金をはじめ、人間らしく働くこ
とのできる労働条件を保障する「公契約
条例」を制定すること。

　公契約条例が目的とする適切な労働条件の確保は、重要な課題であると認識しています。
　公正な労働条件の確保は、第一義的には現行の労働関係の諸法令で対応すべきものと考えま
すが、本市では、 低制限価格の引き上げ、設計労務単価改定への早期対応、社会保険等加入
の義務付け、など労働条件の改善にもつながる入札・契約制度改正を行って対応してきまし
た。
　公契約条例の制定は徐々に全国への広がりを見せていますが、公契約に関する法令は、実効
性の点で、全国一律で実施されることが望ましいと考えますので、今後も国や他都市の動向も
踏まえながら検討していきたいと考えます。

総務部

② 中小業者の振興対策を強化すること。特
に零細事業者対策を行うこと。

ア 事業所や個人事業主にとっては借り入れ
が困難な場合がある。 市独自の緊急融資
制度を創設し、小規模、零細業者が融資
制度を利用しやすくすること。

　本市が県及び金融機関との協調により設けている融資制度については、毎年、経済情勢等を
踏まえながらメニューの見直しが行われており、目的に合わせた資金、低い利率、据え置き期
間など、現状でも利用しやすい制度となっていると考えます。
　また、市独自の緊急融資制度や融資に係る利子補給制度の創設についても、経済情勢等の要
素を考慮しつつ、必要に応じて対応しているところです。 経済観光部

イ 融資返済困難者に対しては、返済期間、
据え置き期間を長期化すること。元金返
済の据え置き措置など行うこと。その場
合、ペナルティーは課さないこと。

　本市が県及び金融機関との協調により設けている融資制度の運用については、市内各金融機
関及び鳥取県信用保証協会により行われています。
　引き続き、事業者の事情に応じた丁寧な経営指導、融資相談などを行っていただくよう、金
融機関等へお伝えします。 経済観光部
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【共産党】　2015年度の市政に対する要望について　回答
要望項目

6 人権について

① 在日外国人に対し、人種差別・民族差別
を煽るヘイトスピーチは人権侵害であ
り、また、その生命と安全を脅かすもの
であり、これらを禁止する法律の制定を
国に求めること。

　特定の国籍の外国人や人種、民族へのヘイトスピーチに対して、個人等が特定されなければ
法的な措置が行われない現状を踏まえ、現行法令の見直しを含め、ヘイトスピーチを禁止する
等の必要な法整備を行うことを、鳥取県市長会を通じて国へ要望します。

人権政策監

7 平和について

① 今年は被爆70年である。非核平和都市宣
言都市として、節目の取り組みを行うこ
と。

　例年実施している非核平和展(パネル展示)、原爆投下の日の黙とう・平和の鐘鳴鐘依頼他と
は別に、被爆70年記念事業として、広島から被爆体験証言者を招聘し、小・中学生、一般を対
象に平和講演会の開催を予定しています。

総務部
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