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　岩永安子議員
は、①窓口で10
割負担しないと
いけない資格証
明書や、数ヶ月
間有効の短期保

険証を前年より多く発行している、②国保
加入者の所得状況は、年金39％、無所得者
24％と低収入の人が多い、③例えば、65歳
以上夫婦で総所得126万円の場合、16万7500
円の国保料負担など総所得に占める割合が
高いなど、収入基盤がぜい弱なのに負担が

重過ぎると指摘し、国保料のさらなる引き
下げを求めました。市長は、「医療費の動
向など国保会計の運営状況を見きわめ、国
民健康保険運営協議会で協議し、できる限
りの減額ができるよう取り組みたい」と答
えました。

　経済的に困窮している人が病院を受診し
た時、窓口で支払う医療費を、医療機関が
無料か低額の料金にする「無料低額診療事
業」があります。鳥取県内で現在、５つの
医療機関が実施しています。岩永議員は、
公立病院の役割として、市立病院の無料低
額診療事業の実施を求めました。市立病院

事務局長は「生活保護の受給者など10％以
上必要という基準を満たしていないため、
無料低額診療事業対象の病院に該当しな
い。医療相談の中で、無料低額診療事業を
実施している病院を紹介などしている」と
答弁。それに対し、岩永議員は「公立病院
が事業をやっていないからといって民間病

院を紹介するというの
は、公的病院の責任放
棄ではないか」と指摘
をしました。
　この他、保健師増員
を求めました。

　公契約とは、国や地方自治体が行政の事
業をおこなうために民間業者との間で結ぶ
契約のことです。公契約において、その事
業に従事する労働者の適正な労働条件の確
保のため、2009年９月に野田市で全国初の
公契約条例が制定されて以降、その数は増
えてきています。
　伊藤いく子議員は、「本市でも公契約条
例をつくり、公共工事や公共サービスに従
事する労働者の賃金確保をするべきではな
いか」と質問。市長は「適正な労働条件の
確保は、現行の労働関係の法令で対応すべ

き。本市では入札・契約制度の改正で対応
している。実効性の点から、国が法令を制
定し、全国一律で実施することが望ましい
と考える。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」と答えました。
　さらに、伊藤議員は「現行の労働法令

では守れないから、そ
れを超えてルールをつ
くろうというのが公契
約条例だ。市長は現行
法を超えたルールをつ
くる考えはないのか」

と追及。市長は
「引き続き研究
していくという
ことで、必ずし
も制定しないと
いうことではない」と答えました。
　また、公契約における下請・元請の実態
調査については、受注者が提出する下請契
約書等の写しをもとに聞き取りをおこなう
という答弁でした。
　この他、国が定めた「放課後児童クラブ
運営指針」について取り上げました。

　日本がアメリ
カなどの要請が
あれば、武力攻
撃を受けていな
くても他国を武
力攻撃すること

ができる戦争法案（安保関連法案）は、空
前の世論と運動に広がり、どの世論調査で
も法案反対の意見が多く示されました。
　与党の自民・公明党などによる法案可決
後も、その廃止と平和・民主主義を取り戻
す要求に変わり、安倍政権への国民の批判
が強まっています。
　角谷敏男議員は、法案審議が参議院に
移った９月７日の市議会で質問に立ちまし
た。

被爆者・市民に応える意見表明を

　角谷議員は、まず６月議会での日本共産
党の岩永やす子議員の質問に対する市長の
答弁を紹介。それは、「（鳥取市が）いち早
く世界平和都市宣言を行って、昭和58年に
非核平和都市宣言を行い、現在まで様々な
とりくみを行い、恒久平和を希求すること
に私は従来から変わっていない」という趣
旨でした。
　そのうえで、角谷議員は「国会での議論
では核兵器の運搬まで自衛隊がやることが
法文上は許されている。非核平和都市宣言
を踏まえて、このとりくみに協力してきた
被爆者と市民の期待、願いに応え、市長は
どう意見表明するのか」と、市長の態度に

ただしました。
　市長は「鳥取市も従来よ
り都市宣言を行って恒久
平和を希求していく、そう
した立場に変わりはない。平和安全法制
（安保法案）については、新設を含めて10
本の関連法案の改正等を内容とするもので
具体的な基準がいまだ明確になっていない
ものと認識している。さらに国会の場で責
任ある議論がされるべきだ」と、意見表明
を避ける態度でした。
　角谷議員は、「地方自治の基本理念は住
民福祉の向上である。市長が明確な（反対
の）態度を示していくべきだ」と強く主張
しました。
　また、中核市移行問題の質問もしました。
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市長は国にはっきりと意見表明を

市立病院でも医療費負担の軽減へ
無料低額診療事業の実施を！
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公契約条例をつくり、　
　労働者の賃金確保を！

憲法違反、「説明不足」の安保法案に反対を

高すぎる国保料 さらなる引き下げを



　昨年６月、深澤市長
は「平成30年４月１日
に中核市移行をめざ
す」と表明し、現在準
備が進められていま
す。この間、地域づく
り懇談会等での説明や

市報等での広報がされてきましたが、「中
核市になれば、一体何が変わるのか？」と
いうことが具体的に説明されてはいませ
ん。ただ「市民サービスが良くなる」と
いったことだけが広報されています。
　また、議会では市当局から報告・説明が
何度かありましたが、ほとんど「これから
検討」との状況で、本当に市民サービスが
良くなるのかが判断できません。一般質問
に対する答弁も同様です。

　ところが、このような中、「鳥取市の中
核市移行の推進に関する決議」が会派「新
生」の３名の議員から提案されました。こ
の決議には「執行部と議会が一丸となっ
て、市民にしっかり説明責任を果たしなが
ら、移行の取り組みを着実に推進していく
必要がある」と書かれていますが、今、議
会が説明責任を果たせるほど市当局から説
明されていません。

市民が判断できる情報を示せ
　この問題は、単に中核市になるというだ
けではなく、連携中枢都市圏という広域行
政をめざすもので、周辺自治体の切り捨て
につながります。保健所のことや財政につ
いても詳細がまだ明らかにされていませ

ん。議員団は、中核市移行ありきの進め方
には異議を唱え、すでに広域行政となった
１市８町村の合併について、まずはしっか
りと検証することを求めています。それが
ないまま、移行作業が進められることは認
められません。現段階で、議会として決議
を上げることは時期尚早です。
　決議に対しては、反対討論４名、賛成討
論３名がおこない、採決の結果、反対少数
で可決されました。なお、反対した議員は
共産党３名の他、上田孝春、橋尾泰博、米
村京子、勝田鮮二
（以上、会派結）、
椋田昇一、太田縁
（以上、無所属）
でした。

　市営住宅は、現在43団地2159戸あり、う
ち空き室（住戸）は249戸で全体の11. 5％
です。徳吉団地では448戸のうち空き室74
戸で、空き室率16. 5％にもなっています。
　角谷敏男議員は、26年度決算審査委員会
において、「鳥取県は月１回募集している
が、市も空き部屋の必要な修繕や残置物の
処分をおこない、入居募集戸数を増やすべ
きではないか」と指摘。

　担当部長は、「空き
住戸の状態が極めて悪
いのが約半数である。
住み心地の良い住宅を
提供するためには、現
在のような最低限の期
間（３ヶ月程度）が必
要」と答弁。

　さらに角谷議員は「もっと修繕を積極的

にし、公共施設の有効利用と延命化などの
点からも、低所得者への住宅提供をするべ
きではないか」と追及。
　これに対し市長は「今後とも修繕や残置
物の解消に努力する処分などを速やかに行
い、公共施設の有効活用を図る上でも、よ
り多くの住戸を市民に提供したい」と改善
を約束しました。

なぜ今、中核市移行の推進決議なの？

１割超す空き室なくし　　　
　　　　入居募集を増やせ！市営住

宅

　議員団は、提案された議案のうち一般会計補正予算な
ど２議案に反対しました。
　その一つがマイナンバー制度に関する予算と条例で
す。今年になり、日本年金機構から145万件の個人情
報が流出し、国民の中に個人情報管理などに対する不安
と疑問が一気に顕在化しました。
　市のインターネットアンケートで７割の市民が情報流
出の危険性をあげ、情報管理の徹底と安全性の確保を前
提とした実施を求める声、流出の危険と利用拡大への懸
念などの意見が多くあります。国のレベルで実施をまず
延期すべきであり、市の予算と条例も認められません。
　二つは、１市４町でつくる東部広域では、高効率発電
機能をもった可燃物処理施設の建設が計画中です。その
電気を売電するために、あらたに送電線設置の工事費用
として、市が１億７千万円余りを負担する予算です。高

効率発電は、発電量の確保のため
に、一定の燃料としてのごみが必
要となり、減量化と環境保全を求
める住民の願いに逆行するもの
です。また、鳥取市が地元自治体
にもかかわらず、地域住民に説明
さえもしないのは、認められない
と主張しました。

マイナンバー制度
の実施延期を！　

　議員団は、議案113号平成26年度歳入歳出各会計決算認
定について、議案114号水道事業決算について、以下の理
由で反対しました。
①　平成26年度は消費税８％増税が４月１日実施。物価の
上昇に賃金の上昇が追い付かず、雇用者報酬実質1.2％減、
実質個人消費は3.1％減と過去最大の落ち込みとなりまし
た。市民の暮らしが大変な中、市の施設等の使用料や水道
料金に消費税増税分が転嫁されており、認められません。

②　海上自衛隊分遣隊誘致研究事業費についてです。昨年７
月1日に「集団的自衛権行使容認」の閣議決定がされ、安保
法制を今国会で押し通す構えでいた中で提案、執行された
予算でした。憲法違反の安保法制は、自衛隊の皆さんが、ア
メリカのために、どんな戦争でも駆り出されることになり
ます。分遣隊誘致の今後の予算執行は即刻中止すべきです。

③　市庁舎整備についてです。昨年９月定例会で否決された
この位置条例は、再び12月定例会に提案され、たった１
人の差による可決となりました。多く
の市民は怒り、落胆しました。議会は
全会一致で住民投票を行い、市民に判
断を委ねたことを忘れてはいけませ
ん。執行部もです。新庁舎建設に向け
て作業が進められていますが、認める
ことはできません。

消費税増税 海上自衛隊誘致 市庁舎新築を含めた決算

暮らし・平和、市民合意が大切です！

補正予算
と

条例制定


