
左に対する対応方針等 担当部

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・公平に行うこと。
【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】

（企画推進部）
　市町村合併（平成16年11月）は、30年、50年といった本市の将来を見
据えて、行財政基盤を強化し、行政サービスの維持向上と夢のある地域
づくりの推進を図るために取り組んできたものです。また、平成17年10
月には、山陰地方初の特例市に移行して環境やまちづくり等の分野でよ
り多くの権限移譲を受け、市民に身近なサービスの充実を図るととも
に、自立的な都市経営の推進に努めてきたところです。
　また、砂の美術館や山陰海岸ジオパークといった、本市を代表する観
光資源の創出が鳥取市を強く内外に印象づけ、これにかかわる地域や団
体の活動も活発に行われているところであり、観光入り込み客数や移住
定住者の増加、また、市内全ての地区公民館単位での協働のまちづくり
の進展など、全市一体的な取り組みの成果が着実に実を結んできている
ものと考えます。
（中核市推進監）
　中核市移行に関しては、中核市移行に取り組む意義、健康づくりと子
育ての支援体制の強化、事務処理の手続が簡素化されることによるサー
ビスの向上など、中核市移行の準備状況等に応じて、さまざまな広報媒
体を通じ、今後も引き続ききめ細やかな広報・情報提供に努めてまいり
ます。

中核市推進監
企画推進部
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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行う
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、慎重かつ民主的に行うこと。
【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行うことや、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】

　中核市移行に関し、市民の理解を得ること、また合意形成を図ること
は非常に大切です。丁寧な説明を心がけ、市民と情報を共有しながら、
一緒になって将来を見据えて考えていく必要があります。
　中核市移行については、引き続ききめ細やかな広報・情報提供による
市民との情報共有に努めながら、地方自治法の規定に則して適切に手続
きを進めてまいります。

中核市推進監

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
する上で重要である。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】

　中核市移行に係る財政影響については、平成27年８月に県と大筋合意
した移譲規模をベースとして、市の財政環境を踏まえながら、人員の配
置計画と詳細な財政影響を精査していくことにしています。
　平成28年度後期後半には、県の平成27年度決算を基にする財政影響額
に関する資料を精査し、中核市移行に関する総務省ヒアリングを受ける
予定であり、それまでの間に県・市間で明らかになった情報は、速やか
に市民へ情報提供してまいります。 中核市推進監
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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】

　第10次鳥取市総合計画の策定にあたっては、市民アンケートをはじめ
市民政策コメント、市民まちづくりワークショップなど幅広く市民各層
の意見を伺うなど、多くの市民の声を反映させてきています。引き続
き、様々な機会や方法で幅広く市民の声を聴き、市政運営を推進してま
いります。

企画推進部

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、独自に行った市民アン
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、市民の合意で行うこと。
【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 終的に移行の是非を判断できる事業の評価も行うこと
である。 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
体の連携を行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】

　「新市まちづくり計画」の総括については、平成26年に「市町村合併
10年を振り返る」と題して市報において周知しました。また、第10次総
合計画の策定にあたり、第９次総合計画に基づく事業成果や、市町村合
併などを踏まえた市の現状に対する市民の満足度やご意見を把握するた
め平成26年12月に実施した市民アンケートの結果についても、市のホー
ムページで公開しています。
　今後も、新市まちづくり計画の実施状況などについて、時期や手段を
考えながら、市民に対する情報公開に努めてまいります。

企画推進部
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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】

　地域振興会議の公募委員の割合については、内規において４名を目標
として定めています。
　まちづくり協議会や学識経験者の委員数との兼ね合いや応募者数の未
達などで目標に届いてない地域もありますが、次回改選の際には、公募
委員が４名以上となり多様な意見が伺えるよう、幅広く多くの方に公募
委員として応募していただけるように積極的な周知に努めます。

地域振興監

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】

現在の目標は、本市全体の女性委員の目標構成率と同様の４割を内規
に定めています。この目標については地域振興会議の設置に当たり、協
議検討した上で内規として定めたものであり、当面は現在の目標を継続
していきます。

現在の構成割合は35％と目標に至っていませんが、次回改選の際に
は、目標の４割以上が達成されるよう努めます。

地域振興監

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】

　「男女共同参画社会の推進」、「女性が力を発揮できる社会の実現」
のためには、女性の職業生活における活躍を推進することが重要であり
ます。
　本市では、女性活躍推進法に基づき、本年３月に特定事業主行動計画
（計画内容は現在検討中）を策定することとしていますが、幹部職員の
女性登用においても、個々の能力や適性に応じ公平・公正な評価を行う
ことを基本に、積極的な登用に努めます。
　なお、市長、副市長と女性管理職との懇談会の開催については、女性
管理職の意見も踏まえ、必要に応じて検討してまいります。

総務部

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行うこ
と。

　平成28年度の国民健康保険料について鳥取市国民健康保険運営協議会
に諮問した結果、「保険料率を引き下げることが適当」との答申（平成
28年１月28日付け）を受けました。この答申を尊重して、本市では、平
成28年度の保険料を前年に対して2.6%引き下げる条例案を市議会に提案
することとしています。

福祉保健部

鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答
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② 18歳以下の均等割りの軽減を行うこと。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。

　市単独で軽減制度を設けることは、新たな財政負担を生じさせ、保険
料率の引き上げにつながりますので、18歳以下の均等割の軽減を行う考
えはありません。 福祉保健部

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。

　一部負担金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

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。

　短期被保険者証の交付は、滞納者に対して接触する機会を増やし、納
付相談につなげるために実施しておりますので、郵送することは考えて
おりません。なお、受診のために保険証を必要としている方には、窓口
で納付相談に応じていただいた上で即日発行しております。
　資格証明書は、特別な事情がないにもかかわらず納付相談に応じない
場合や、所得・資産の状況から保険料の負担能力があると認められるに
もかかわらず一定期間納付がない場合に交付することとしていますが、
負担の公平の観点から滞納を解消していくために必要な措置だと考えて
います。この資格証明書の提示によって医療機関には国保の有資格者で
あることが分かりますので、一旦、受診していただいた上で納付相談に
応じていただければ、短期保険証の交付と医療費の還付を行うこととし
ています。

福祉保健部

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。

　介護保険財政の健全な運営のため、地方自治体の財政負担や被保険者
の保険料負担が過重とならないよう、国の負担割合を引き上げるよう、
全国市長会として国に対して要望しており、今後も継続して要望してい
きます。
　また、国の社会保障・税一体改革による低所得者保険料の軽減強化の
ための1,400億円は確実に確保し、低所得者の方に対する介護保険料の軽
減策については、国の責任において対策を講じるよう要望しておりま
す。

福祉保健部
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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。

　平成27年度の介護報酬改定の適切な検証を行い、質の高い介護サービ
スを継続して確保するための必要な措置を講じるとともに、次期介護報
酬の改定にあたっては、自治体の意見を十分踏まえ、地域やサービスの
実態に即した適切な報酬単価とするよう、全国市長会として要望してい
ます。

福祉保健部

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。

　介護従事者の確保・育成・定着と処遇改善の一層の推進を図るため、
必要な対策を講じることを、全国市長会として要望しています。 福祉保健部

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。

　介護予防訪問介護、介護予防通所介護が市町村事業へ移行後も、サー
ビス提供を行っている事業者に対し、市の事業として引き続きサービス
提供していただけるよう要請していきたいと考えています。

福祉保健部

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行わないこと。

　市が実施主体となる基準緩和サービスや地域での介護や生活支援サー
ビスは、現在の介護・介護予防サービス以外に、利用者の希望やサービ
スを提供される団体等の意向により創出され、実施するものと考えてお
り、これまでのとおり介護予防相当のサービスを利用していただくこと
はもとより、新たに創設するサービスは、利用料やサービス内容、提供
される地域など、多様な内容を利用者が選択して利用いただくもので
す。

福祉保健部

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
護認定の案内を行い、「チェックリスト」による振り分け
は行わないこと。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。

　「介護予防・日常生活支援総合事業」の目的は、高齢者の方が住み慣
れた地域での自分らしい暮らしを実現するためのものであり、この事業
によるサービスの利用に当たっては、利用者やその家族の希望や身体状
況、さらにはどのような支援が必要なのかといった点に十分配慮して決
定することが必要です。
　本市の役割は、必要な情報提供と当事者の立場に立った専門的な知見
によるアドバイスを果たすことであると認識しています。

福祉保健部

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。

　これまでとおり介護予防相当のサービスを実施される場合は、現行の
介護報酬による給付額を基準として決定していきます。
　「緩和した基準によるサービス」については、利用者やその家族の希
望や身体状況等に応じたサービスの選択肢が増えることとなることか
ら、導入については地域におけるニーズに応じて検討していく必要があ
ると考えています。

福祉保健部

鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答



左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

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。 　増加する生活保護世帯の相談支援に適切に対応するために必要な人員
配置となるよう、生活保護ケースワーカーの増員を要求しております。

福祉保健部

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。

　増加する生活困窮世帯の相談支援に適切に対応するために必要な人員
配置となるよう、パーソナルサポートセンター相談支援員の増員を要求
しております。 福祉保健部

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基づき、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留まってい
る。】

　本年度の発注実績がまだ優先調達方針目標額に達していない部局につ
きましては、障害者就労施設等への発注が可能な商品等の紹介を行い、
全部局で目標額の発注の推進を図っていきます。

福祉保健部

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】

　従来の市長、副市長の名刺に加え、各部局長、支所長、地方自治法第
180条の５に規定する各種委員会委員、経済・企業誘致・移住定住・農産
物販路拡大など渉外機会の多い業務の担当職員及び地域おこし協力隊員
の名刺作成に係る経費を新たに予算計上、又は拡充する予定です。 総務部

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行うこと。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中にも市民
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」を大切にすることが、
各分野の拡充・改善となる】

　子どもの医療費の軽減については、平成28年度から助成対象年齢を高
校生まで拡大しますが、本来、少子化対策の一環として国の責任におい
て実施することが適切な事業と考えており、国に対してその制度化を要
望しています。
　なお、外来窓口負担の無料化を行うことについては、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
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鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答
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左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

② 第1子からの保育料の軽減をはかること。 　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
なる軽減に取り組んでおり、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

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。

　任期付短時間勤務職員の保育士は、①臨時職員より処遇の良い任用形
態とすることで、人材確保を容易にすること　②より責任を持って公務
に従事することのできる人材確保　を目的に導入したものです。
　子ども子育て支援新制度により保育サービスが拡充される中、今後
も、正規職員のほか、任期付短時間勤務やパート勤務など多様な任用形
態を機能させて、保育園の適切な運営体制の維持を図りながら、保育環
境の維持・改善に努めます。

総務部

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。

　育児休業取得者は、毎年一定ではなく、取得期間も一人ひとりで違う
ため、職員の定員管理の面からも、正規職員を代替要員として配置する
ことは、難しい状況であります。
　保育士以外の他の職種でも、正規職員が長期休暇等を取得した場合
は、臨時職員や非常勤職員で対応しているところであり、保育士につい
ても、引き続き保育士資格を有している臨時保育士を配置することが基
本と考えます。

総務部

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。

　本市における子どもの貧困対策を総合的に推進していくため、福祉や
経済・教育等の関係部署による「子どもの貧困対策推進連絡会」を平成
27年度中に立ち上げ、本市の子どもの貧困実態と支援ニーズの調査・分
析を行うとともに、支援ニーズに応えるため、現存する子どもの貧困対
策の施策や資源量の把握を行い、総合的に子どもの貧困対策を推進する
「（仮称）鳥取市子どもの貧困対策推進計画」を策定してまいります。

健康・子育
て

推進局

鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答



左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

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】

　若者が将来に夢と希望を持った生活を送るためには、安定した雇用に
就くことが も重要であると考えており、本市では平成27年９月に「鳥
取市創生総合戦略」を策定し、５年間で正規雇用5,000人以上の創出を目
標に掲げたところです。
　正規雇用を創出していくためには、正規雇用が多い企業を重点にした
企業誘致に取り組むとともに、成長産業の振興など本市の産業全般の活
性化が重要と考えています。
 今後も経済団体や労働関係機関、県等としっかり連携し、力強く取り組
むこととしています。

経済観光部

② 事業所である市も職員の労働環境・待遇の改善の上で非正
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】

　非常勤務職員の処遇については、これまでも業務量や専門的知識経
験・資格の有無などを考慮した報酬の見直し、育児休業、介護休暇等の
休暇制度の導入など改善を図っています。また、保育士等職務内容に
よって臨時・非常勤職員よりも処遇のよい任期付短時間勤務職員制度も
導入しています。
　今後も多様化する行政ニーズに柔軟に対応するため、正規職員のほ
か、任期付短時間勤務職員、非常勤職員、臨時職員等多様な任用形態を

適な人数で活用することで、将来にわたって安定した行政サービスを
提供できるよう努めます。

総務部
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鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答
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左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

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行うこと。
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】

（都市整備部）
　「住宅小規模リフォーム助成事業」は、平成24年度から３年間の予定
で創設して以来、多くの市民の皆様に活用していただいておりました。
　さらに、平成27年度には、居住環境の向上と緊急的に地域経済を活性
化することを目的に、１年間に限り延長したところです。４年間の合計
で662件に対し１億１千万円余りを助成し、17億１千万円もの工事が市内
に本社を有するリフォーム業者に発注され、地域経済の活性化・雇用の
拡大に寄与したものと考えております。
　本制度の目的を達成したことから、来年度以降の事業継続は考えてお
りません。
（経済観光部）
　本市の店舗改修等に対する助成制度として、「新規創業・開業支援事
業補助金制度」、「大型空き店舗入居促進補助金制度」、「小規模事業
者経営改善資金（マル経融資）利子補助金制度」等を設けています。
　このうち、「新規創業・開業支援事業補助金制度」においては、新規
創業のほか、従業員５人以下の小規模事業者が新分野へ進出（業種転
換）する場合も助成対象としています。このほか、「中小企業小口融資
資金」を始め、店舗改修等にも活用できる低利な融資制度も設けてお
り、これらの制度の積極的な活用について取り組んでまいります。

経済観光部
都市整備部

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。
【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】

　平成28・29年度受付から小規模修繕等契約制度の登録者を対象とする
小修繕について、上限額を50万円未満に引き上げることにより、業者登
録の増加、制度の活用を図ります。
　併せて、保育園、小中学校、地区公民館等をはじめ指定管理施設の管
理者への制度の周知と積極的な活用を要請・依頼するとともに、小規模
修繕を発注することが考えられる業界団体に対する本制度の登録案内を
行います。

総務部

鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答



左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

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。

　本市では、昭和51年に「中小企業振興条例」を制定し、中小企業者等
の振興に向けた基本的な事項を定め、商工業振興のための必要な支援を
行ってまいりました。また、平成26年には「第３次鳥取市経済再生・雇
用創造戦略」を策定し、中小企業への具体的な取り組み支援と併せ、金
融機関、商工会議所、商工会等と連携して、各種融資制度等による地元
中小企業の下支えを行っています。
　これらの施策の推進にあたっては、産業界の代表者などで構成する
「地方創生・経済対策協議会」などの開催や、経済団体や金融機関など
との意見交換、また、市内企業訪問により、企業の状況や事業拡大等の
取り組みに向けた要望・相談をいただくなど、各企業の状況の把握に努
めています。
　｢鳥取市産業振興条例｣（仮）、「鳥取市中小企業振興条例」（仮）の
制定については、新設するのか、現行の中小企業振興条例の改正するの
かなど、その必要性について経済団体等と協議・研究しております。

経済観光部

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
取県が行っているように、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 大限努力すべきである】

　市営住宅は、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、本市では年間４回の入居募集を行っています。平成26年度に
行った入居募集では、85戸を募集し、延べ248世帯に応募いただいてお
り、そのうち実際に入居されたのは75世帯でした。
　しかしながら、全管理戸数2,159戸のうち、約１割が様々な要因で募集
できていないのも事実です。主な要因は、前入居者の入居期間が長かっ
たため、あるいは、使用に問題があったために修繕費が多額となるこ
と、さらには入居者の死亡又は無断退去などにより家具や荷物が置き去
りにされていることなどです。今後とも、より多くの住戸を提供できる
よう、修繕に係る予算措置及び残置物処分の対応などについて調査・研
究を行ってまいりたいと考えております。
　また、入居募集のスケジュールにつきましては、住み心地の良い住宅
を提供するためには、 低限の期間が必要であり、現在の期間を短縮す
ることは困難です。

都市整備部
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鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答
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左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

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。

　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っ
ておりますが、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
の配分で実現してきたため、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
けもするよう要望しているところです。

教育委員会

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。

　現在、小中学校のエアコンについては、全小中学校の職員室、保健室
等に加え、平成26年度から全ての中学３年生が利用する普通教室に順次
整備しています。
　すべての普通教室へエアコンを導入する場合、設置費用と併せて、光
熱水費などの維持管理経費の増加で、大きな財政負担が生じると試算し
ています。
  そのため、導入にあたっては、整備効果の検証を行うとともに、老朽
化した施設の修繕などとの優先順位、財政状況等を総合的に勘案し進め
ることが重要であると考えています。

教育委員会

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。

　平成28年度以降に、小中学校の施設改修の年次的な整備計画を設け、
トイレや排水設備の老朽化が著しい学校から順次取り組みたいと考えて
います。また、家庭科室などの特別教室についても、修繕状況を把握し
た上で、適切に対応したいと考えています。 教育委員会

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。 　平成17年度より準要保護児童生徒に対する国からの補助が廃止され、
一般財源化されている中、近年、準要保護児童生徒を含む就学援助費の
交付対象者は全国的に増加傾向であり、住んでいる自治体によって受け
られる援助の種類や審査方法等が違う現状では、教育の機会均等の観点
から望ましい状況とは言えません。このことから、国に対して、準要保
護児童生徒に対する支援の統一した基準を示すこと、及び、その支援に
対する財源の保障を要望していきたいと考えております。

教育委員会

鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答



左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

⑤ 学校給食の無料化をすること。 　本市の学校給食は、原材料費に係る経費を保護者負担としています
が、それ以外の経費（平成26年度決算で、約７億円）はすべて学校の設
置者である市の負担としています。給食費を負担することが経済的に困
難な家庭につきましては、給食費の助成措置を行っているところであ
り、学校給食の無料化については、現在のところ困難であると考えてお
ります。

教育委員会

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
収と再生利用を行うこと。特に、増加している事業系ごみ
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
計画の作成を行うこと。
【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】

　家庭系ごみの削減については、家庭における生ごみ堆肥化等に引き続
き取り組んでいきます。ミックスペーパー（雑紙）については、古紙と
同様に分別回収・リサイクルしています。事業系ごみにつきましても、
啓発・指導を強化し、減量化の取組みを進めていくこととしています。
　このような取り組みの効果により、本市のごみ総排出量は減少傾向に
あり、今後ともごみの減量化により、ごみ処理経費の削減に努めていき
たいと思います。

環境下水道
部

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、環境にも新た
に負荷を与えることになる】

　新可燃物処理施設につきましては、他の東部広域行政管理組合構成自
治体と協力しながら、地域に合った施設となるよう東部広域行政管理組
合へ働きかけていきたいと思います。
　プラスチックごみの分別処理につきましては、従来からの分別方針を
変更することは考えておりません。

環境下水道
部
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左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

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】

　鳥取市100円循環バス「くる梨」は、中心市街地内の回遊性を高め、活
性化することを目的に運行しており、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ルートの条件としています。
　富桑地区への「くる梨」の延伸については、以前から地区自治会・地
域づくり懇談会等において要望をいただいており、さらに、平成27年２
月には本庁で日本共産党富桑支部の皆様とも意見交換の場を持たせてい
ただいてきたところです。
　これらを受けて、富桑地区へ「くる梨」を延伸するための路線変更に
ついて検討してきましたが、既存ルート変更による影響等を考慮すると
直ちに対応することは困難と考えているところです。
　なお、市内において富桑地区のように交通の便が悪い地域が存在して
いることは認識しており、今後、新庁舎へのくる梨の乗り入れ等とあわ
せ、改めて 適ルートを検討するとともに、外出支援等の公共交通空白
地対策も検討していく必要があると考えております。

都市整備部

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：人口減少の中、中心市街地や中山間地域も公共交
通の衰退が進む。現状の公共交通の問題点の中で特定の利
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】

　バス路線網の再編につきましては、平成23年に「鳥取市バス路線網再
編実施計画」を策定し、順次、取り組んでいるところです。南部地域に
おいては、平成25年10月から実証運行を開始し、平成26年度から本格運
行に移行しております。また、南東部地域においても、平成28年４月の
実証運行開始に向けて現在、取り組んでおります。
　このような中、地域の皆様との意思疎通を密にし、地域の生活実態に
即した利便性が高く効率的な公共交通の確保に努めてまいります。 都市整備部

鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答



左に対する対応方針等 担当部

２０１６年度　共産党　予算要望について　回答
要望項目

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。
【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】

　マイナンバー制度については、番号法第３条で規定されている①国民
の利便性向上と行政運営の効率化に資すること ②行政分野における給付
と負担の適切な関係維持に資すること ③国民の負担軽減を図ること な
どの基本理念に基づいて、新たな社会基盤として導入するものとされて
おり、既に市民の皆様へマイナンバー通知（通知カードの送付）が行わ
れ、平成28年１月から、関係事務にマイナンバーの利用が始まったとこ
ろです。
　マイナンバー利用については、国や都道府県、市区町村の組織を越え
て全国的な体制のもとに行われるものであることから、法定事務につい
ては、全国の市区町村等とともに歩調を揃えて進めるとともに、独自利
用については、現状の事務の範囲内で、適法性・必然性のある事務を選
定して利用していくことととしています。
　各業務に必要な個人情報は、従来通り各機関、各事務ごとに分散して
保有管理するもので、今後も国の方針・指導等に基づいてマイナン
バー・特定個人情報のセキュリティ及び安全管理対策の強化に取り組ん
でいきます。

総務部

15 円護寺墓地のトイレの整備について

① トイレの再整備を行うこと。
【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】

　市営墓地の修繕は、緊急度等を踏まえ年次計画を立て、修繕を実施し
ています。円護寺墓地のトイレにつきましても、全体の状況を見ながら
修繕を検討いたします。

環境下水道
部

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】

　公共施設の見直しは、人口減少や財政状況のみではなく、持続可能な
都市づくりを目指す「多極ネットワーク型のコンパクトシティ」の実現
にあわせ検討します。
　事業推進にあたっては、本市における公共施設の現状や課題、公共施
設経営の基本的な考え方などを様々な形で情報をお伝えしつつ取り組ん
でまいります。
　具体的に事業化を検討する際には、あらかじめ関係者や施設利用者と
十分に意見を交わし、また、庁内連携をしっかりとり、近隣施設なども
含め広域的な視点からも検討するなど、調整を図りながら進めてまいり
ます。

総務調整監
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要望項目

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】

　安全保障関連法制の制定までには様々な議論がありましたが、 終的
に国会で審議され可決されました。国民を代表する国会議員が立法した
法律や閣議決定事項に対し、廃止や撤回を求めることは考えていませ
ん。

総務部

18 消費税10％増税について

① 2017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】

　消費税率の10％への引き上げは、将来にわたる安定した社会保障制度
の確立に向け、国において議論が重ねられ決定された事項です。
　消費税増税に代わる社会保障関連経費の財源が新たに確保できる保証
がなければ、引き上げの中止は困難と考えます。
　現在、国においては、酒類・外食を除く飲食料品や新聞など、生活必
需品の消費税率は８％に据え置く軽減税率導入の検討が進められている
ことから、引き上げによる逆進性の影響は、緩和されるものと考えてい
ます。

総務部

19 ＴＰＰ交渉「大筋合意」について

① ＴＰＰ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。

　今回のＴＰＰ交渉の大筋合意の内容については、十分な情報開示がさ
れているとはいえず、また、影響分析も一定の品目にとどまっているこ
とから、本市の農林水産業への影響は不透明な部分があります。
　本市としては、国に対して、ＴＰＰの合意内容と想定される影響を国
民に十分に説明するとともに、農家が経営を継続するために、農業の競
争力強化に必要な具体的かつ万全な支援策を拡充していくよう、引き続
き強く要望していきたいと考えています。

農林水産部

鳥取市：2016年度共産党予算要望について 回答




