
左に対する対応方針等 担当部

1 国会で審議中の安全保障関連法案（国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案）は、世論調査でも政府の説明は
理解を得られていない。今のやり方は立憲主義に反し、
民主政治の基本を踏まえた対応が必要である。安全保障
関連法案は廃案にするように国に要請すること。

　安全保障関連法案については、我が国の防衛・安全保障に関わる大変重要な
法案であることから、国政の場において、国民の理解が深まるよう、十分に議
論がなされるべきものと考えます。このことから、廃案を要請することは考え
ておりません。

総務部

2 中核市移行（連携中枢都市圏形成含む）は、「今後30年
50年」の大計に立った将来の自治の在り方と都市づくり
に関わることであり、新庁舎と保健所設置に関する経過
と方針決定も含め、自治基本条例の趣旨を踏まえて情報
公開と説明責任をしっかりと果たすこと。

　中核市移行に向けて、制度の概要、地方自治法改正の背景、本市が中核市を
めざす意味や理由、移譲事務の概要などについて、とっとり市報、ホームペー
ジ、ケーブルテレビなどによる広報のほか、地域振興会議、地域づくり懇談
会、各種団体などへの概要説明と意見交換などを行っています。
　今後も、様々な機会を通じて、中核市移行の準備状況等に応じた広報・情報
提供等を行ってまいります。

中核市推進監

① これまで掲載した市報やホームページの内容は、「中核
市ありき」である。メリットの強調ではなく、市民が適
切に移行の「是非」を判断するために十分で正確な情報
提供を行い、市民の合意を基本にすること。そのために
も、県から移譲される事務事業すべてについて、市民に
わかるように情報公開を積極的に行うこと。

　中核市移行に関しては、これまでも適宜、広報と情報提供に努めてきたとこ
ろであり、今後さらに様々な媒体や機会を通じて、より分かりやすい広報・情
報提供等を行ってまいります。

中核市推進監

② 新たな協定による広域的行政となる中核市移行に関する
説明が、地域づくり懇談会や出前説明会、地域振興会議
等で行われているが、行政の期待する都市イメージだけ
の説明となっている。すでに合併という広域行政を体験
したもとで実施された市民アンケートの結果など、市民
の声や思いも踏まえた市町村合併の検証・総括をきちん
と行い、広域行政の弊害についても十分な情報提供と市
民説明を行うこと。

　本市は特例市となり、都市計画や環境分野などの権限が充実し、個性を活か
したまちづくりに寄与するとともに、山陰初の特例市として、都市のイメージ
アップにもなり、企業誘致等にもつながったものと考えます。
　今後、中核市になることで、民生・保健衛生等の分野できめ細かな市民サー
ビスが可能になるほか、さらに本市のイメージアップになり、企業誘致などに
も効果が期待され、本市の情報発信力を強化することができると考えます。

中核市推進監

③ 市長が少なくとも中学校区単位で直接説明会を実施し、
市民の疑問や意見にも答えて議論を行うこと。また、市
民の意向把握のために市民アンケートも行い、市民に公
表し、市町村合併や特例市の総括、中核市移行をしない
自治体の理由も明らかにするなど、市民と議会に公正・
公平な判断材料を提供すること。中核市移行に関する議
案提出は、市民の幅広い議論と合意を通じて民主的に行
うこと。

　中核市移行に係る広報・情報提供等については、上記２の回答のとおりで
す。
　今後も、市民、議会へ、中核市移行の準備状況等に応じた広報・情報提供等
を行ってまいります。

中核市推進監

【共産党】　「市政要望の申し入れについて」　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】　「市政要望の申し入れについて」　回答
要望項目

3 年金機構の個人情報の漏えい問題は多くの国民を不安に
させている。現在準備中のマイナンバー制度の実施は延
期または中止すること。また、政府に対して審議中の法
改正によるさらなるマイナンバーの利用拡大と民間の利
用拡大をさせないこと。さらに、本市でも、印鑑登録
カードや図書館登録カードなど上乗せ利用はしないこ
と。

（説明）そもそも情報漏えいを100%完全に防ぐことはで
きないこと、意図的に情報は盗み取る人間がいること、
一度漏れた情報は流通・売買され取り返しができないこ
と、情報が集積されるほどその価値は高まるが攻撃され
やすくなること、以上の点について政府も国会でリスク
があることを認めている。マイナンバーの利用範囲が拡
大すれば、市民の個人情報の範囲も拡大し、プライバ
シー侵害の危険性が広がることは明らかであり、番号の
利用範囲は 小限度にとどめることが必要である。

　マイナンバー制度における、個人情報・プライバシー保護は、 重要課題で
あると認識しています。
　制度の施行については、国の法施行に沿って、全国の市区町村と一体的に体
制整備を進める必要があるため、本市においても、今後の国の動向、方針に
従って対応していきたいと考えています。また、国が示している安全管理に関
するガイドライン等に沿って、システム対策はもとより、制度面においても庁
内の安全管理基準、対応マニュアル等の再構築を行うとともに、職員への研修
徹底を図る取り組みを行っているところです。
　マイナンバーの改正法案に係る利用拡大については、今後の審議に応じて対
応していきたいと考えています。
　なお、個人番号カードの印鑑登録証や図書館カードへの利用等、本市の独自
サービスへの利用は、現時点で予定しておりません。

総務部

4 市は、生活保護の住宅扶助費引き下げにより、生活保護
利用者に転居指導や公営住宅入所など勧めている。とこ
ろが、担当課の文書連絡の内容を見る限り、住み続けて
いる本人の意向や実情が考慮された対応ではない。よっ
て、生活保護利用者への対応は、国の通知による障害者
等の病気等をはじめとする生活実態を把握し、利用者の
実情や意向を十分聞き、相談や助言など親身な対応をす
ること。

　住宅扶助費引き下げ対象者につきましては、原則面談にて、改正内容や今後
の対応を資料を用いて説明するとともに、それぞれの場合に応じ、該当者には
経過措置あるいは現況を踏まえた例外措置を行っているものです。貸主との交
渉の結果、限度額以下の引き下げが困難であった場合は、福祉事務所におい
て、当該世帯の意思や生活状況等を十分に確認して、必要に応じて経過措置等
の適用や住宅扶助の限度額の範囲内の家賃である住宅への転居について検討す
るよう助言等をすることにしております。その際、困っていることがあれば、
担当ケースワーカにご相談いただきたいと考えます。

福祉保健部

① 生活保護費の引き下げでさらに困窮が強まっている。こ
の間の夏期・年末手当の廃止、年末一時金・冬期加算の
引き下げも大打撃である。連日の猛暑の中、体調不良や
熱中症にならないためのエアコン等の使用も電気代を気
にしながらである。夏期・年末における特別な生活支援
金を支給すること。

　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。なお、夏季・年末における特別な生活支援金の支給につ
いては考えておりません。 福祉保健部



左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　「市政要望の申し入れについて」　回答
要望項目

5 公営住宅に空き室が目立っている。公営住宅の本来の目
的からも、空き室の修繕を行い、入居募集の戸数を増や
し、市民の要望に応えること。

　本市では、43団地、2,159戸（平成27年４月１日現在）の市営住宅を設置し、
住宅確保要配慮者の方々の居住の安定を図っております。そのうち、249戸
（11.5％）が空部屋であり、ご指摘のとおり、空部屋の目立つ団地があること
も事実です。そこで、入居のための修繕等の準備が整った部屋を、年に４回、
募集しております。（平成26年度には、85部屋を募集しております。）
　しかしながら、空部屋の中には、極めて状態の悪いものや前入居者の残置物
のある部屋及び建替に伴う空室などがあり、全ての空部屋を募集対象とするこ
とは困難です。
　また、地域主権改革一括法（第１次）による「公営住宅法」の改正を踏ま
え、入居収入基準を引き下げることを主な内容として、市営住宅の設置及び管
理に関する条例（平成25年４月施行）の改正を行っております。
　【入居収入基準】
　　　世帯収入　158,000以下／月　→　世帯収入　104,000円以下／月
　これにより、平成17年度～平成21年度における全市域の入居抽選倍率は6.6倍
と高倍率でしたが、条例施行後の平成25年度には、3.1倍（平成26年度は2.9
倍）と大幅に緩和され、低所得者層を中心とする住宅困窮者へのセーフティー
ネットという市営住宅の本来の趣旨が一層明確化されたと考えております。

都市整備部

① ホームレス状態にあり、緊急に住宅が必要で生活費のな
い人に対し、生活保護による住宅確保ができる間、人道
的な立場から市営住宅の空き室を提供すること。

　公営住宅法の適用により国からの補助を受けて建設した公営住宅は、住宅に
困窮する低所得者等の方々へ低廉な家賃で提供するものであり、その提供にあ
たっては、公正な方法で選考する必要があるため、公開募集・公開抽選をする
ことを条例で定めております。
　したがって「ホームレスで生活費のない」方に対する緊急入居、いわゆる
「シェルター」としての役割を担うことが困難です。
　ただし、例外的な措置として、国から通知された「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」に基づき、一定の要件を満
たす方には、一時的なお住まいとして使用していただけます。
　今後も関係部署と連携して対応してまいります。

都市整備部

6 来年度も引き続き国保料の引き下げを行うこと。今年度
の引き下げは市民から歓迎されているが、まだまだ負担
が重いのが現状である。基金の取り崩しや一般会計の繰
入でさらに多くの加入者の負担軽減をすること。

　本市の平成27年度の国保料は、医療分保険料について引き下げを行いまし
た。その結果、医療分保険料の当初賦課額は、前年度との対比で１世帯当たり
平均9,183円（△8.6％）の減額となりました。
　被保険者一人当たりの医療費が増加傾向にありますので、平成28年度の国保
料率については、医療費の動向など本市国保会計の運営状況を見極めたうえ
で、国民健康保険運営協議会において協議していきたいと考えております。

福祉保健部

- 3 -



- 4 -

左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　「市政要望の申し入れについて」　回答
要望項目

① 顔が見え、払える保険料で安心して使える国保であるに
は、市民にとって身近である市町村が運営すべきであ
る。市民から遠くなる国保の都道府県一元化は中止する
こと。

　国保制度改革において、財政運営の責任主体は都道府県へ移行することとな
りましたが、資格管理、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業の実施等につ
いては引き続き市町村が担うこととされています。
 今後､県下の統一的な運営方針や財政配分等の方針を鳥取県と協議していく中
で、国保料負担の平準化や広域的な業務執行による効率化など、県に対して要
望していきたいと考えております。

福祉保健部

② 窓口一部負担の減免制度（国保法44条）については、せ
めて国基準にすること。入院のみでなく通院も対象にす
ること。保険料の滞納があっても「保険料を支払う意思
があって分納している世帯」には適用すること。一部負
担の減免制度を医療機関の窓口などで市民にもっと周知
すること。

　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。
　制度の周知については、毎年、制度広報チラシ「とっとり市の国保」の中に
掲載し、納付通知書の送付時に全世帯宛に送付しております。

福祉保健部

7 介護保険制度の改悪がすすめられている中で、「安心し
て介護を受けたい」、「必要な介護を受けたい」という
願いが大きくなっている。「自助・共助」の強調ではな
く、行政が憲法第25条の立場で、必要な介護を保障して
いくことが必要である。

① 介護保険料の引き下げは、一般会計からの繰り入れで行
うこと。

　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

② 総合事業の実施は中止すること。実施する場合でも、
サービス内容は低下させず、維持すること。利用者負担
の引き上げをしないこと。

　新たな介護予防・日常生活支援総合事業について国が示しているガイドライ
ンでは、①総合事業開始時点で既にサービスを利用しているケースで、ケアマ
ネジメントでサービス利用の継続が必要と認められる場合は、継続利用に配慮
すること、②また、新たな利用者についても、専門的なサービスが必要と認め
られる場合には利用に配慮することとされています。本市では、このガイドラ
インを参考に、要支援等の方に十分配慮したサービス提供を行うため、適切な
アセスメントに基づきサービスが選択できるような仕組みとサービス提供体制
の構築を進めていきます。
　また、サービス単価の設定等については、総合事業ガイドラインにおいて、
国の定める現行の予防給付の単価を上限とすることとされています。今後、新
たなサービスの導入にあたっては、適切な単価・費用負担となるよう併せて検
討していきます。

福祉保健部



左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　「市政要望の申し入れについて」　回答
要望項目

③ 今月から一定の所得がある場合、介護サービス利用負担
が１割から２割へと増え、また、特別養護老人ホームな
どの利用者の負担軽減措置も大幅に縮小される。経済的
負担の重さから、必要な介護サービス利用を諦める人た
ちが本市でも出てくることが危惧されるため、この影響
について実態調査をすること。

　平成27年度からの介護保険制度改正で、一定以上の所得がある65歳以上の方
の利用者負担は１割から２割となり、配偶者が住民税課税者であったり預貯金
等が一定額（単身1,000万円、夫婦2,000万円）を超える施設利用者の食費・居
住費は補足給付の対象外となりました。これは、国が介護保険料負担の増大を
抑制しながら制度の持続可能性を確保するため改正を行ったものです。
　本市は実態調査を行う予定はありませんが、民生委員、あんしん介護相談
員、地域包括支援センター、介護サービス事業者からの情報提供や、地域での
出前講座の際に市民の声を聞き取るなどして、被保険者の実態把握に努め、適
切なサービス利用が確保されるようきめ細かな相談に応じていきます。

福祉保健部

8 子どもの貧困が深刻な社会問題となっている。すべての
子どもが大切にされる社会をつくっていくことが、本市
においても 優先課題である。

① 第１子からの保育料を軽減すること。 　現在の本市の保育料は、国基準と比べて３歳未満児は７割、３歳以上児を８
割に設定するとともに、保育料の市民税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９月より多子世帯（第２子、第３子）の保育料のさらなる軽
減に取り組むこととしており、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 子どもの医療費の窓口負担を無料化すること。当面、市
独自で未就学児の窓口無料化を実施し、県にも求めるこ
と。（小児科、耳鼻科、眼科など複数の医療機関受診が
多い）

　小児医療費助成については、平成28年度から対象年齢を高校生まで拡大する
ことについて、９月定例会に提案する予定です。
　無料化については、県及び各市町村に多額の財政負担が生じることから、実
施することは困難と考えています。

福祉保健部

③ 就学援助は対象世帯基準を拡大すること。 　本市では、就学援助費交付対象世帯の認定にあたり、世帯収入を用いて審査
を行う際には、生活保護基準額の1.3倍の範囲内であることを基準としておりま
す。交付対象となる世帯は近年、増加傾向であり、平成26年度には消費税増税
による保護者負担増を考慮し、支給単価を上げるなど社会情勢を考慮しながら
保護者負担の軽減に取り組んでいます。
　引き続き、近隣他市の動向も踏まえながら援助を必要とする世帯への支援を
行っていきたいと考えています。
　

教育委員会
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左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　「市政要望の申し入れについて」　回答
要望項目

④ 保育士は任期付きではなく、常勤正職の保育士を増や
し、経験を重ね、働き続けられるようにすること。年度
途中入所ができるように、保育士を確保すること。

【総務部（職員課）】
  公立保育園では、常勤の正規保育士、任期付短時間勤務やパート勤務など多
様な勤務形態を機能させて、適切な運営体制の維持を図りながら、多様な保育
サービスの提供に努めています。
　常勤の正規職員数については、公立保育園の民営化の推進や統廃合並びに国
の配置基準の動向なども考慮しながら検討します。
【健康・子育て推進局（児童家庭課）】
　年度途中入所に対する保育士の確保については、前年度の途中入所児童数の
推移から、あらかじめ年度当初に国基準を上回る保育士を確保するとともに、
年度内の児童数の推移にも注意を払いながら、早い段階からハローワーク等に
求人募集を行うなどの対策を行っています。
　今後も待機児童を出さないよう保育士確保に努めてまいりたいと考えます。

総務部

健康・子育
て推進局

9 米価安定のため、国の責任で過剰米30万トンを処理し、
需給調整対策をとるよう国に求めること。

　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

10 補助金活用の誘致企業および地元企業には労働法制等の
遵守を強く求めること。県とともにチェック体制をつく
り、著しい違反があれば補助金の返還など厳正に対処す
ること。

　企業が活動するにあたり、労働法制等の遵守は当然のことです。
　本市に労基法違反等情報が持ち込まれた場合は事実確認を行うとともに、是
正するよう働きかけていきたいと考えます。また、悪質な場合は労働基準監督
署へ情報提供し、対処していただくようお願いしたいと考えます。
　なお、補助金等の返還は労働基準監督署等の処遇を勘案して決定していきた
いと考えます。

経済観光部

11 新庁舎建設においては地元業者がより多く受注でき、な
おかつ適正な価格で仕事ができることが必要である。公
共工事・事業に携わる労働者に対する適正な労働条件や
賃金等を確保することは、工事やサービスの質を保ち、
地域経済の活性化にも寄与することから、本市において
も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等は、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等は、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、設計労務単価の
早期改正、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・
契約制度の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に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、全国一律に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を踏まえながら検討していきたいと考えます。

総務部



左に対する対応方針等 担当部

【共産党】　「市政要望の申し入れについて」　回答
要望項目

① 新庁舎建設に関する入札においては、地元企業・業者が
より多く参入できるような募集要項にすること。

　公共事業には、良好な品質の社会資本整備の推進、また、その担い手となる
地元業者の育成や支援という大きな目的があります。この基本的な考え方に立
ち、新本庁舎の建設に当たっては、品質や競争性の確保に十分配慮しつつ、地
域経済に貢献できるよう取り組んでいくこととしています。
　７月に「みんなでつくる　とっとり市庁舎の考え方」を設計の基となる基本
計画として決定しました。現在は、新本庁舎建設委員会において、設計に向け
てご議論いただいているところです。

総務部

庁舎整備局

② これから基本設計の段階に入っていくが、23,000㎡の規
模については市民の中では異論や強い違和感がある。新
庁舎の機能について説明会などを開き、広く市民の意見
を聴いた上で必要な優先事項を決め、面積を縮減するこ
と。

　良いものを安くつくっていくということが基本です。ただし、当初の費用を
優先し、必要な機能が抜け落ちることにより、将来に負担を先送りすることが
あってはいけません。
　新本庁舎の建設については、「みんなでつくるとっとり市庁舎の考え方」の
市民政策コメントなどで多くの意見をいただきました。引き続き、設計時に市
民ワークショップを開催するなど皆さまのご意見を伺いながら、設計や工事な
どのあらゆる場面において、費用対効果を見極めつつ、建物の面積の縮減など
に取り組み、費用の抑制に努めていきます。

庁舎整備局

12 新可燃物施設の建設工事の着工は、中国電力の送電線工
事を含めて、予算執行を凍結し、地権者集落すべての同
意と周辺住民の十分な理解のもとに行うこと。

（説明）本市は建設地の地元の自治体でかつ組合の主要
な構成メンバーである。今日までの対応は、提訴まで引
き起こされ、極めて問題である。その深い反省ととも
に、行政・執行上の責任を果たすことが強く求められ、
市民・住民を軽視した態度は改めるべきである。

　新可燃物処理施設の建設については、本市としても現施設の老朽化も進んで
いるところであり、早期完成が喫緊の課題であると考えています。
　建設予定地及び周辺集落については、現在も先進地視察等を実施し、本事業
にご理解をいただけるよう努めています。
　建設予定地の地元自治体である本市としましては、これからも鳥取県東部広
域行政管理組合と連携を図りながら、本事業の推進に協力していきたいと考え
ています。

環境下水道部
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