
　さらに、岩永
議員は「福祉避
難所に避難の必
要な障がい者や
高齢者の一人ひ
とりに、避難行
動計画書を作成
することが必要ではないか」と質問。市長
は「避難行動要支援者登録台帳を個別支援
計画として取り扱っている。実際の災害時
には、必要な介助や配慮の内容などを本人
や家族に聞き取りを行ったうえで、必要に
応じて福祉避難所への避難を誘導する」と
答えました。

行政の責務あってこその自助・共助！

市民意識と社会の変化に応じた管理を
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　鳥取市の市営
墓地は現在10ヶ
所、区画数は
5,187です。来年
度以降に1,100区
画の募集を計画
しています。

　近年、核家族化や高齢世帯の増加、先祖
代々の墓に対する意識が変化しています。
現在、市営墓地のうち5,137が使用され、
使用権の継承と墓地の返還が増えています
が、市は返還の理由を把握していません。
　角谷敏男議員は「社会環境の変化に適切

　 「避難行動要支援制度」とは一人暮らし
の高齢者や障がいのある方で避難できない
人を、自治会町内会・自主防災会など地域
で支援することで、誰もが安心して暮らす
ことが出来る地域づくりを目指すものです。
　岩永安子議員は「避難行動要支援制度」
の説明文に、「行政ができることには限界
がある」という記載があることを指摘し、
災害に強いまちづくりは行政の責務と考え
るがどうかと市長の認識をただしました。
　市長は「行政の責任は、災害時に市民の
命・財産を守る防災体制を確立していくこ
とである。特にその中で自助・共助が重要
で平素より自主防災会活動の充実等に向け
て支援していく取り組みを行ってきてい
る。自助・共助・公助の連携により、災害

に強いまちづくりにしっかり取り組んでい
く」と答えました。岩永議員は「行政の責
務が根底にあってこそ自助･共助というの
は成り立つ」と強調しました。
　また、福祉避難所の現状と課題について
は、福祉保健部長は「現在、12法人（介護
老人保健施設と特別養護老人ホームなど）
37施設約3000人分の協定を結んでいる。課
題は、必要な物資・器材の備蓄が十分でな
いこと、福祉避難所に配置が望ましいとさ
れている生活相談員の確保が十分でない」
と答え、「災害発生時から福祉避難所が機
能できるよう協定を結んでいる施設と意見
交換を行っていく」と述べました。岩永議
員は生活相談員の研修など行って養成する
よう求めました。
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に対応するために、その理由を把握する必
要があると考えるがどうか」と質問。市長
は「個別には伺っているが、これからは理

由を把握し記録する必要がある」と答弁し
ました。
　さらに、条例では使用者の継承者がいな
くなった場合、墓地の使用取り消し、返還、
原状回復の費用負担を求めています。
　角谷議員は「無縁化した場合に、これら
の措置の実効性のために、きちんと（実態
の）把握をすることが大切ではないか」と
ただしました。市長は「今後も状況を把握
していく。中には、返還に伴う原状回復の
ための費用負担を求めていくことが困難な
事例もあるのではないかと考えている」と
答弁しました。

出があれば、情
報を削除すると
は明言しません
でした。
　この問題は、
2003年当時の石破防衛庁長官が自治体の判
断だと国会で答弁しています。また、住民
基本台帳法ではなく個人情報保護条例が根
拠ならば、申し出による情報の削除はでき
るという見解を示している自治体もありま
す。今後も引き続き取り上げていきます。
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いく子 議員自衛官募集のための個人情報
「提供しないで」の求めには対応を!!

　本市では毎年７月に自衛隊募集のダイレ
クトメールが18歳対象者に届きます。その
対象者の住所、氏名、生年月日、性別の４
情報については、平成23年度以前は住民基
本台帳法、平成24年度からは個人情報保護
条例に基づき、市から自衛隊に提供されて
います。
　伊藤いく子議員は、今年度も情報提供が
あったのかどうか質問。防災調整監は「自
衛官対象者の情報リストを４月25日に提供
した」と答えました。その上で伊藤議員は、

「自衛隊が置かれている状況が大きく変え
られた中で、本人もしくは保護者から情報
は提供しないでほしいという申し出があっ
た場合、どのように対応するのか」とただ
しました。
　市長は「防衛省から要請があれば提供す
べきもの」と答え、伊藤議員は「提供しな
いでという申し出があっても聞かないとい
うことか」と追及。市長は「現時点でその
ような申し出は聞いていない。そのような
意見があれば聞く」と答えたものの、申し

最も古い丸山墓地 (大正10年設置)



　保育士が確保できないことを理由に、県
議会５月定例会に①保育士２人以上配置の
ところ、朝夕の児童が少数となる場合はそ
のうち１人は無資格者でも可、②幼稚園教
諭、小学校教諭、養護教諭などの活用、③
８時間以上開所する場合の職員配置の弾力
化の条例改正が提案されました。県では平
成31年度末までの特例措置としています。
ただし、県条例が改正されたとしても、そ
の対応は各自治体の判断に任されることか
ら、市民団体より市議会に「保育現場に無
資格者を配置しないように求める請願」が
出されました。
　伊藤議員は、「朝夕は登園やお迎えの時
間帯で、子どもの健康状態などについて保
護者と保育士が意思疎通を図る必要があ
る。保育士が２人を下回ってはいけないと

いう最低基準は、子どもの発達保障のため
の最低限のもの」、「幼稚園教諭、小学校教
諭、養護教諭の免許は保育士資格とは違
う」、「時限的なものと言いながら、さらな
る規制緩和につながるのではないか」、「無
資格者の配置が、逆に保育士の精神的負担
を大きくさせる」などと指摘し、請願に対
する賛成討論をおこないました。反対討論
に立った議員は、「急激に増えつつある保
育需要に対応するには、保育士のみでの対
応は困難」と理由を述べ、採決の結果、賛
成少数（13名）で不採択となりました。

　鳥取市が実施した市民アンケートで
は市町村合併と特例市に対する評価は
低く、むしろ広域化で「市民の声が届
かなくなった」「市民サービスが低下
した」という声が多くあります。
　ところが、鳥取市は中核市への移
行、周辺６町との連携都市圏づくりと
いう広域的な行政をめざしています。
　この市民の声と向き合わず合併の検
証もなく、また中核移行も市民の判断
を求めないままに、周辺自治体との広
域的な行政連携を推進することは、ま
すます市民から行政を遠ざけるもの
で、市民の福祉向上に繋がるとは思え
ません。
　日本共産党議員団は、補正予算（約
940万円）は、これに関する各種の調
査を行うものであり、認めない態度を
表明しました。

①　『昭和45年に基本計画が閣議決定され
て以来、40年以上計画が進展していな
い』と述べているが、その原因は戦後の
高度経済成長のなかで、太平洋沿岸の三
大都市圏を中心に大企業を中心とする企
業活動が展開しやすいようにインフラ整
備が優先的・重点的に行われてきた。そ
の結果、三大都市圏を中心として人口集
中・過密化が起こる一方、他の地域での
人口減少・過疎化、第１次産業の衰退、
所得格差の拡大、地方における高速交通
網の未整備などの諸問題が起きた。それ
は、これまでの政治によって引き起こさ
れたものである。

②　『山陰新幹線整備におけるルート選定』
の理由に、「広く防災の観点」から太平
洋側国土軸をバックアップする「リダン
ダンシー」(代替機能)、地域格差の解消、

　６月定例議会で、日本共産党以外の各会派の代表4名が、「山陰新幹線の早期実現に向け北陸新幹線小浜舞鶴京都ルー
ト選定を求める決議」案を提案し、採決の結果、賛成多数で採択されました。
　日本共産党議員団は、次のように国政の問題点と市が取り組む課題を指摘し、反対討論をおこないました。

中核市移行と
連携中枢都市圏づくり
調査費は認められない

保育現場に無資格者を配置しないで！
請願は不採択

山陰新幹線の早期実現は慎重に
地方再生へ国土・交通政策の転換と山陰本線の複線・電化を急げ !

雇用の創出、地方創生の課題があげられ
ているが、これまでの産業振興・経済政
策は変えないまま、あらたに理由づけし
たものである。

③　しかも、南海トラフによる大災害の発
生が起こるといわれるのに、なぜ三大都
市圏を１時間で結ぶリニア新幹線が必要
なのか。南海トラフによる地震対策とし
て役立つというより、むしろ政府の「国
土開発計画・グランドデザイン2015」
によって、全国的な人口減少の中で三大
都市圏の一体化による人口維持のため
に、与党の計画推進がある。これまで政
策の見直しはせず、ひきつづき大企業の
効率的な活動の保障と、大都市中心のイ
ンフラ整備に集中的な投資をおこなうこ
とを狙っている。

④　与党の新幹線ルートの検討に関して、
山陰新幹線による「県内への経済波及効
果は計り知れない」と説明しているが、
試算も当局の説明資料もない。数十年先
のデータで示すことは不可能で、効果が 

あると言い切れない。
⑤　また、これまで全国の新幹線開通後の

地方経済について、「効果」だけでなく、
時間短縮による人・物の流れの変化・

「ストロー現象」の影響、JRの経営を優
先させる在来線の特急列車の廃止とロー
カル線の存続問題がある。山陰は、人口
が少なく経済活動の規模も大きくないだ
けに、慎重な検討が必要である。

⑥　都市と地方の格差是正にとっても、生
活する市民・県民の移動に大きな役割を
果たしている山陰本線の高速化は完成し
ていない。まず、整備の見通しが立たな
い複線電化の整備促進を国とJRに対し
強力に求めることである。

⑦　いま、新幹線ルート選定は市民の関心
は高くなく、市政上の議論になっていな
い。議会や行政が市民・関係者と新幹線
の整備を様々な角度から先ほど指摘した
問題・課題を含めて検討をおこない、市
民との必要な合意形成をすべきである。

みなさんのご感想・ご意見をお寄せください。

　農畜産物の重要５品目の関税撤廃は、明白な国会決議違反です。先の国会で、政府は交渉経過の資料を黒塗りで示し、国民
には「何が秘密かも秘密」です。
　米価などの生産者価格の低落を放置し、輸入増を野放しにする政府の姿勢は、農家を苦難に追い込んでおり、ＴＰＰ批准は
農家経営の展望を奪うものです。
　請願は、批准反対の意志を国会にあげてほしいという農家の大多数の声であり、日本共産党議員団は採択せよと主張しまし
た。この度も２月定例議会につづき、継続審議にしました。
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国会批准に反対する請願は採択せよ！


