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                                2015年 11月 30日 

鳥取市長 

 深澤 義彦 様 

                           日本共産党鳥取市議会議員団 

                             団 長  伊藤 幾子 

 

2016 年度の予算要望について 

 

日頃からの市政運営に対するご尽力に敬意を表します。 

さて、安倍政権は、多くの国民が反対の声をあげたにもかかわらず、憲法違反である安全保

障関連法を強行成立させました。これは、立憲主義、民主主義、平和主義を脅かす極めて重

大な暴挙です。さらには、消費税率 10%への引き上げ、原発の再稼動、公約違反の TPP大筋

合意、社会保障切り捨てと労働法制の大改悪など、国民多数の願いに反する方向へと突き進

んでいます。このような情勢のもとで、住民の福祉向上、地域経済の振興のために行政の果

たす役割はますます重要になっています。 

 また、地方創生が叫ばれていますが、真に必要なことは地方の自治権拡大と市民生活の向

上につながる取り組みです。 

本市においては、今なお市民のくらしと福祉をめぐる声は極めて切実です。「住民福祉の

増進を図る」との地方自治法の規定にもとづき、国の悪政から市民を守る立場での政策強化

および予算編成を要望します。 

 

 

[要望事項] 

１．中核市移行について 

①中核市移行に関する市民への情報提供において、「期待する都市のイメージアップにつな

がる」という評価にとどまらず、合併による市民アンケートの結果、広域行政に対する市

民の声や思いも踏まえた合併の検証・総括、広域行政の弊害に対する認識について、市の

見解を明らかにして、市民に情報公開・情報提供を公正・公平におこなうこと。 

【説明：例えば、昨年１２月に実施した市民アンケートのあるように新市域の住民の合併や

市民の特例市の評価など、まちづくりの前提となる情報提供とともに市の考えも明らかに
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し、幅広い議論のもとにまちづくりのあり方が求められている】 

②将来のまちづくりに関わる中核市移行は、しっかりとした市民の合意が必要であり、市当

局としてアンケートの実施などを含め、どのような方法で中核市の是非の判断をおこなう

のか明らかにすること。中核市移行に関する議会への議案提出は、そうした市民の判断と

市民の幅広い議論と合意を通じて、慎重かつ民主的におこなうこと。 

【説明：様々な広報媒体による情報提供の目的は、市民自身の判断と合意が基本である。前

述の新市域の広域合併や特例市のイメージアップに対する市民アンケート結果は、まちづ

くりの評価であり、大きな意味を含んでいる。少なくとも「とっとり市報」で市民に報告

すべきである。それをしないで一方的に『広域合併によって鳥取市が発展した』と広報し、

市民に印象付ける実態は新市域の住民の評価を無視することである。 

また、市長が少なくとも中学校区単位で説明会を実施し、市民の疑問や意見にも答えて

議論をおこなうことや、市民の意向把握のためのアンケートを行い、結果も広く公表し、

市町村合併や特例市の総括など、市民と議会に公正・公平な判断材料を提供することが、

自治基本条例の趣旨に合致する市政運営である】 

 

③中核市移行による財政への影響額の情報は、人員の配置とともに早急に市民に示すこと。 

【説明：財政に関する影響は、市民が中核市移行の是非を判断するうえで重要である。９月

議会の答弁によると２７年度決算に基づく影響を試算するということだが、発表されてい

る関係議案の市議会提出の時期からいえば、わずか４、５ヶ月前に明らかになる。26 年

度決算による影響額を速やかに算出し、公表すること】 

２．第１０次総合計画(基本構想を中心とする)について 

①第１０次総合計画における「まちづくりの方向」は、平成２６年度の市民アンケート調査

を尊重し、「将来の都市像」「優先すべき施策」における市民の声を生かしたものにするこ

と。また、『これまで以上に「ひと」を大切にする』ためには、市民の声を生かした市政

運営でも審議会などに参加し市政に声が届きやすい人たちばかりを「優遇」しないこと。

また財政上の効率・効果ばかりが重視され、少数で立場の弱い市民を軽視しないように、

市民の意見を聴く組織や方法を改善し、真に一人ひとりの声に向き合い、人権を尊重した

公正・公平な行政運営を基本とすること。 

【説明：例えば、国の政策が直接市民生活に影響を与える福祉対策や災害対策では「自助・

相互扶助(共助)・公助」が事実上の優先順位となり、生存権や幸福追求権が軽視されてき
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た。市が人権を大切にするというなら具体的な行政サービスのあらゆる分野で保証される

べきであり、「自助」・「自立」がもともと困難な障がいをもつ市民や認知症・寝たきり・

介護の必要な方と家族に対して、そのような考え・理念を押し付けるのは、住民福祉の向

上の自治体の運営に反する】 

②基本構想では中核市移行が前提となっているが、これまでの「新市まちづくり計画」の総

括、独自におこなった市民アンケートの結果など、将来のまちづくりに不可欠な情報をき

ちんと市民に公開し、市民の合意でおこなうこと。 

【説明：前述要望項目と説明でも述べているが、大切なことは市民が最終的に移行の是非を

判断できる事業の評価もおこなうことである。最近の国の制度調査会と国会の議論で明ら

かなように、国の中核市移行の条件緩和は、道州制の推進のためにさらなる合併で広域的

自治体を推進するものであり、具体的には施設やサービスの「選択と集中」、都市制度の

変更と基礎的自治体の連携をおこなうことが目的である。この点で、財政上の有利さや地

方創生による交付税措置だけでなく、将来のまちづくりのうえでは国の求める都市の役割

とその背景についても、市民に情報提供をすることが必要である】 

３．平成の合併と住民自治について 

①各地域振興会議における公募委員は、条例が求める４人以上とすること。 

【説明：現在の構成は、全体平均 3.5 人である。多様な意見を出来る限り反映させ、積極的

な意見を求めるうえでも、公募委員 4 人以上は必要である】 

②各地域振興会議における女性委員を５割前後に増やすこと。 

【説明：現在目標は４人、比率が 33.3％である。いま、人権尊重と男女共同参画の時代が

本流となっているのに女性委員が少ない】 

③女性の積極的な登用のために、市長や副市長が女性管理職との懇談会を開催し、意見・提

案を聞くこと。また、幹部会に出席できる女性の積極的登用もおこない、一人ひとりの人

権・能力を尊重した対策を推進すること。  

【説明：市は『市の政策・方針決定過程への女性の参画機会の確保』と具体策を述べている

が、議会本会議での説明員となる幹部の中に一人の女性もいないのは異様である。平成

28 年 4 月 1 日までの策定義務のある女性活躍推進法に基づく行動計画には、女性職員の
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登用や人材育成について等、積極的に意見を反映する必要がある】 

４．国民健康保険について 

①国民健康保険料は今年度一世帯平均 9,183円の引き下げとなった。来年度も引き続き、さ

らなる引き下げをおこなうこと。 

②18歳以下の均等割りの軽減をおこなうこと。例えば、箕面市では 1人目 2割減額、2人目

5割を減額、3人目以降 7割減額している。 

③一部負担金減免制度は、使いやすく安心して受診できる制度に改善すること。また、減免

分は全額国の負担とするよう求めること。 

④国保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。短期保険証はすべて

郵送すること。また、資格証明書は発行しないこと。 

５．介護保険について 

①介護保険への国庫負担を増やし、負担の軽減と給付の改善をすすめるよう国に求めること。 

②事業所の閉鎖などといった地域の介護サービスの低下を防ぐため、介護報酬を引き上げる

ことを国に求めること。 

③介護・福祉労働者の安定雇用のために処遇を改善することを国に求めること。 

④総合事業の移行にあたっては、介護予防訪問介護、介護予防通所介護を住民ボランティア

など「多様なサービス」に置き換えるのではなく、現行サービスを維持した上で、「プラ

スアルファ」として新たなサービス・資源をつくるという基本方向を堅持すること。 

⑤すべての要支援認定者には総合事業移行後も介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同じ

サービスが継続して利用できるようにし、サービスについては、利用者の希望に基づく選

択を保障すること。住民主体ボランティア等への移行を押し付けるような指導はおこなわ

ないこと。 

⑥介護保険利用の相談があった場合、これまでと同様に要介護認定の案内をおこない、「チ
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ェックリスト」による振り分けはおこなわないこと。総合事業サービスを希望する場合で

も要介護認定申請を受け付けた上で、地域包括支援センターへつなぐこと。被保険者の要

介護認定申請の申請権を侵害するようなことはしないこと。 

⑦総合事業におけるサービス事業所に対する事業費の支給は、現行の予防給付を下回らない

ように、サービスに見合ったものにすること。指定事業者の基準は現行予防給付と同一に

し、介護の質を担保するために「緩和した基準によるサービス」は導入しないこと。 

６．生活困窮者に対する支援について 

①生活保護ケースワーカーの増員をはかること。 

②相談内容が幅広く、自宅訪問など一人ひとりに細やかに対応し、フォローアップまでして

いるパーソナルサポートセンターの相談支援員の増員をはかること。 

７．障がい者の就労支援について 

①障がい者の就労施設の支援と法の趣旨にもとづき、役務や物品発注のゼロや目標未達成 
の部局を解消すること。 
 

【説明：数千円の目標を設定した部のうち農林水産部、出納室はゼロ、防災調整監と農業委 
員会は半分の千円にとどまっている】 
 

②多くの就労支援施設の受注にもつながる職員の名刺を公費で負担すること。 
 
【説明：市長の名刺は公費負担である。一般職員も職務上不可欠な物品であり、鳥取県と同 
様に公費負担とすること】 

８．子育て支援の拡充について 

①子どもの医療費の自己負担軽減をおこなうこと。当面、就学前までの外来の窓口負担をな

くすこと。 

【説明：総合計画に生かすための市民アンケートのなかにも市民から要望が寄せられている。

教育費・保育料とともに医療費負担の軽減は切実であり、まさに「ひと」を大切にするこ
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とが、各分野の拡充・改善となる】 

②第 1子からの保育料の軽減をはかること。 

③任期付短時間勤務保育士制度はやめ、常勤正職の保育士を増やし、保育環境の改善をはか

ること。 

④常勤正職保育士の育休代替は常勤正職を充てること。そのために、常勤正職保育士の採用

人数を増やすこと。 

⑤本市における「子どもの貧困」の実態をつかみ、貧困対策計画をつくること。 

９．地域経済活性化について 

①若者定住と子育て環境条件の改善のためにも、企業誘致を含めた民間企業等の事業所に対

し、正規雇用による採用拡大を要請すること。 

【説明：国の調査でも明らかなように、非正規雇用者の晩婚・非婚の割合が多い。正規雇用

による採用を基本とするように強く要請すること】 

②事業所である市も職員の労働環境・待遇の改善のうえで非正規の割合を抑制すること。 

【説明：市が雇用主として正規職員の採用に努力することは、時間外勤務の増加の抑制、適

切な休暇取得の促進、健康管理のためにもなる】 

③住宅小規模リフォーム助成制度は、住環境の改善だけではなく、地域経済の活性化の点か 
らも、来年度以降の事業を継続すること。補助対象金額は１０万円に引き下げ、希望者全 
員が制度を使えるように必要な予算の増額をおこなうこと。また、零細・小規模事業者の 
店舗改修も、制度の対象にすること。 
 

【理由：市民生活と零細・小規模事業者への支援策として役割を果たしている。廃止すれば、 
これまで利用していない市民との間に不公平感を生み出しかねない】 

 
④小規模修繕登録制度は小規模工事も対象にし、発注金額を 50 万円引き上げ、仕事起こし 
をすること。 
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【説明：この３年間、登録者数も発注金額も減少している。部局によっても増減の実態も異 
なる。原因を詳細に分析し、個人・零細事業者の仕事確保に取り組むこと】 
 

⑤｢鳥取市産業振興条例｣（仮）、「鳥取市中小企業振興条例」（仮）を制定し､地場産業の振興 
や事業起こし、中小零細企業等の活性化、産業基盤づくりなどを強めること。 

10．市営住宅の入居募集について 

①空き室を修繕し、前入居者の残置物の処分に努力し、希望する市民が快適に利用できるよ 
う取り組むこと。また、鳥取県がおこなっているように、前入居者の退去から募集まで 
の期間を短縮し、市民の要望に応える体制にすること。 
 

【説明：法律の趣旨からも、低廉で安価な市営住宅の提供は、それを必要とする市民の生活

を守るものである。また公共施設の有効活用の点からいえば、空き室状態が数年間にも及

んでいるものがあり、事実上放置すれば、維持管理の費用もかさむ。以前、入居の収入基

準引き下げの理由は、真に住宅に困窮した市民に提供することであった。今年、生活保護

の住宅扶助の上限額引き下げによって、民間住宅の退去を余儀なくされる市民にも、入居

ができるように最大限努力すべきである】 

11．教育について 

 ①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。また、30 人以下学級の対象学年の拡大を県に求めること。あわせて、国

にも要望すること。 
 ②小中学校の冷房設備の整備計画を立て、早期に実現すること。 
 
 ③小中学校のトイレや排水設備の改修および家庭科室などの特別教室の環境改善に計画

的に取り組むこと。 
 
 ④準要保護に対する国庫補助金の復活を国に求めること。 
 
 ⑤学校給食の無料化をすること。 

12．ごみの減量化と可燃物処分場建設について 

①家庭系可燃物のごみの減量化促進のために、他の自治体で実施している生ごみ処理やミ 
ックスペーパーなどの分別回収と再生利用をおこなうこと。特に、増加している事業系 
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ごみについて、事業所への排出量削減の目標設定を求めること。東部広域の焼却経費の 
削減を求め、ごみ処理費に係る負担金の抑制をすること。市独自の減量目標の設定と年 
次計画の作成をおこなうこと。 

 
【説明：増え続ける可燃ごみは、燃やすのではなく、「出さない」視点で資源の有効活用を 
 し、温暖化抑制など環境対策の強化をすすめること】 
 
②東部広域に対して、高効率発電の中止を求めること。また、プラスチックごみの処理は 
従来どおりに分別処理していくように求めること。 
 

【説明：ごみ問題の解決は、ごみを出さない仕組みが大切である。しかし、一定量のごみ 
の確保が必要となる高効率発電は、熱の「有効利用」をしているが、ごみの減量化対策に 
ブレーキをかけることになるものである。プラスチックごみの分別は住民が協力して進め 
てきたものであり、高い熱量を持つ性質を逆手にとって、焼却ごみを増やせば、分別によ 
る減量化への住民の関心も薄らぎ、環境にもあらたに負荷を与えることになる】 

13．公共交通の維持・確保について 

①富桑地区内に１００円循環バス路線の延長をすること。 

【説明：すでに住民のみなさんからも強い要請があるが、高齢者などが買い物・通院など外

出が気軽にできない地域環境であり、地区内の生活環境の不便さの解消が必要である】 

②公共交通の利用再編成したバス路線における利用者の実態と沿線住民の声を正確につ

かみ、増便などの運行方法を見直しするとともに、今後の計画に生かすこと。 

【説明：人口減少のなか、中心市街地や中山間地域も公共交通の衰退がすすむ。現状の公共

交通の問題点のなかで特定の利用者や事業者、行政関係者だけでなく、普段利用しないマ

イカー通勤者などを含めて幅広い市民がどうしたら利用したくなるのか、利用するのかを

意見や提案を相互に出し合い、実現可能な公共交通の維持・存続、地域の活性化ための合

意づくりが必要である】 

14．マイナンバー制度について 

①マイナンバー制度は、実施の延期・撤回を国に求めるとともに、市独自の利用拡大を含

めて制度の導入は中止すること。 
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【説明：今年に入り、日本年金機構から１４５万件の個人情報が流失し、国民の間にマイナ

ンバー制度が完全に個人情報の流失を防止できないこと、番号の利用拡大をすればそれだ

け流失量が増加することは明らかであることなど、システムそのものへの国民の不安が解

消できていない。そもそも国民の個人情報を管理することは、人権の尊重にも反するもの

であり、制度の導入は中止するしかない】 

15．円護寺墓地のトイレの整備について 

①トイレの再整備をおこなうこと。 

【説明：コンクリートの塗装も禿げて、トイレの扉も木製で古くなり、閉まりもよくない】 

16．公共施設のあり方について 

①公共施設の統廃合は、地域・事業の「集中と選択」の観点から人口・利用者の実態と財

政上の効果だけで推進しないこと。施設がもつ地域や市全体の役割及び各分野の事業推

進の評価、地域の発展の見通しを示し、正確な情報公開と市民との合意を基本に対応す

ること。 

【説明：対費用効果（利用者数の少なさや財政上のデメリット）を理由にした施設の再配置

では、地域の存続が出来なくなる場合も十分考えられる。地域の住民合意も、団体の代表

者や一部の関係する市民ではなく、直接意見や要望を聴く機会を十分に確保する必要があ

る】 

17．安全保障関連法制について 

①安全保障関連法制(戦争法)の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を国に求め 

ること。 

【説明：立憲主義に反し、平和主義・民主主義にも反するやり方は、憲法を根本から無視す

ることは、法治国家として認められないことであり、内閣・国会の存在意義を大きく揺る

がすほどの大きな問題である】 
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18．消費税 10％増税について 

 ①2017 年 4 月からの消費税 10％への増税を中止するよう国に求めること。 

【説明：昨年 4 月からの消費税 8％への増税は市民のくらしを直撃し、事業所も消費税納税

がさらに重い負担となっている。現在、軽減税率の議論がされているが、そもそも負担を

軽くというのであれば、逆進性の強い消費税の再増税は中止すべきである】 

19．ＴＰＰ交渉「大筋合意」について 

 ①TPP 交渉の「大筋合意」は国会決議に反する。批准しないよう国に求めること。 

                                     以 上 


	2016年度の予算要望について：日本共産党鳥取市議団
	１．中核市移行について
	２．第１０次総合計画(基本構想を中心とする)について
	３．平成の合併と住民自治について
	４．国民健康保険について
	５．介護保険について
	６．生活困窮者に対する支援について
	７．障がい者の就労支援について
	８．子育て支援の拡充について
	９．地域経済活性化について
	10．市営住宅の入居募集について
	11．教育について
	12．ごみの減量化と可燃物処分場建設について
	13．公共交通の維持・確保について
	14．マイナンバー制度について
	15．円護寺墓地のトイレの整備について
	16．公共施設のあり方について
	17．安全保障関連法制について
	18．消費税10％増税について
	19．ＴＰＰ交渉「大筋合意」について

	先頭ページへ

