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連携中枢都市圏構想につながる
中核市移行は見送るべき
国は、一定の圏域において、中心都市と
近隣の市町村が連携協約を結び、コンパク
ト化とネットワーク化によって、人口減
少・少子高齢社会においても一定の圏域人
口を有し活力ある社会経済を維持するため
鳥取市は、いま中核市に移行する準備をしていま
すが、どう思われますか。
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（市議団がおこなった市民アンケートより）

の拠点を形成する連携中枢都市圏構想をす
すめています。中心都市は、指定都市また
は中核市である必要があり、鳥取市も平成
30年４月の中核市移行とともに連携中枢都
市圏づくりを目指しています。しかしなが
ら、市民の理解が進んでいるとは言いがた
い状況です。（グラフ参照）
伊藤いく子議員は、中心都市＝鳥取市へ
の人・モノ・仕事の集積の促進と財政措置
の優遇は、連携する自治体＝６町（東部４
町、新温泉町、香美町）の疲弊を招くこと
になると指摘し、「６町との関係は対等平
等ではなく、従属的、差別的な役割分担で
ある」と、市長の認識をただしました。

化前の平成18年が1060グラム、有料化され
た平成19年が1016グラムで約４％減少、平
成27年度は881グラムで約16％減少してい
ます。
岩永議員は、「市民の減量化の努力を評

伊藤いく子 議

員

しかし、市長
は「 要 綱 で は、
連携協約は連携
する自治体間で
政策の合意を
行った上で、１対１の対等な立場で締結す
ることとされている。各自治体が、自由に
連携事業を選択することで、自治体の独自
性を担保する」と答え、対等であることを
強調しました。それに対し、伊藤議員は
「連携中枢都市圏構想がかえって基礎自治
体の自治を弱めることになるのではないか」
と指摘し、連携中枢都市圏につながる中核
市移行は見送るべきだと主張しました。

「ごみ袋代を安くせよ」は市民の声！
岩永やす子議員は「鳥取市のごみ袋代は
高い」という市民の声を聞き、減量化に取
り組んでいる市民の努力に応えるよう、
「ご
み袋の引き下げを」を求めました。
鳥取市は、家庭ごみの焼却代の1割程度
の負担をごみ袋代金として、市民に求めて
います。その根拠は、すでに有料化を実施
していた周辺自治体にあわせたということ
です。ごみ袋の製造原価は、可燃ごみ（大）
は7.27円、プラごみ袋（大）は7.65円です。
家庭ごみ減量の推移は、グラフの通り一人
当たりの排出量で比較すると、ごみ袋有料
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価せよ」、「県民
所得はこの10年
間で約15万円は
減 少 し て い る。
袋代金を安くし
て、少しでも市
民の懐を温めよ」と求めました。
市長は、「平成28年度の環境審議会で、
平成29年度～31年度までの３年間の適正価
格について諮問し、現行価格の据え置きの
答申をいただいており、それを尊重する」
と耳を貸しませんでした。

市民の声・願いを届ける
私たち議員団は、市民からの要望実現のために、本会議や委員会での質問や要望書の提出を行っています。ここ１年間での改善や前向きな回答を
いくつか紹介します。

○難病患者にも市のプールなど公共施設利
用料の減免を行うこと。⇒使用料の軽減に
ついて早急に具体的な検討をしたい。
○さざんか会館、さわやか会館と道路・歩
道が接続するように点字ブロックを敷設す
ること。⇒29年度に、総合福祉センター舗
装修繕工事の中で敷設することにする。
○学校から要望がある緊急度の高い学校施
設修繕に対応できるよう、予算を増額する
こと。⇒修繕費の全体額を増やしていくよ
うに取り組む。

○体育館、文化施設、公民館などのトイレ
の洋式化については、必要な数の配置を早
急に行うこと。⇒身障者トイレ、多目的ト
イレのいずれも無い館、多目的トイレの未
整備の館は、状況を見ながら改善の検討を
行いたい。体育館・文化施設の指定管理者
等と協議を行いながら、取り組んでいきた
い。
○災害時における乳幼児、持病のある高齢
者などの弱者向けの備蓄品を新たに加える
こと。⇒独自に備蓄することも含めて検討

したい。
○積雪を観測する観
測員を増員するこ
と。⇒今後、観測員
の配置箇所と人員の
再検証とともに、ライブカメラの導入も研
究したい。
○気高循環バスの宝木河内線は、昼便がな
いので、増便すること。⇒平成28年12月か
ら昼便が増便される。
（電話予約が必要）

（ウラ面もお読みください。）

救急・ごみ収集できる生活道路の除雪強化を！

かく たに と
し
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積雪情報の把握・提供にライブカメラの活用を

今年２月は91センチの大雪となり、市民
生活と産業活動に大きな影響と被害を与え
ました。角谷敏男議員は、市民の安全対策
と交通確保を具体的に求めました。
一つは、市民の要望が強い除雪路線の延
長と新設です。角谷議員は「少子化・高齢

除雪が遅れた本庁舎駐車場

化を考慮し、救急車両が少しでも通報者の
近くに、また現場近くに到着できるよう除
雪路線の拡大も検討すべきだ」と求めまし
た。
市長は「除雪路線の延長・拡大は必要で
あると考えているが、除雪業者の確保等に
苦慮している状況がある。除雪対象路線以
外の市道の除雪は、市民と行政で協働して
いく必要がある。今年度中（28年度中）に
小型除雪機の貸し出しをまだしていない町
内会等に対し意向確認等も実施し、小型除
雪機の貸与の拡充も検討したい」と答えま
した。
もう一つが積雪情報を素早く入手するこ
とです。角谷議員は「国道・県道のように、

市道にもライブ
カメラを一定
数、順次設置し
て、積雪や除雪
の状況を確認し活用したらどうか」と求め
ました。
市長は、「今回の大雪では、深夜・早朝
に観測員との電話連絡や現地に到達するの
に１、２時間かかるなど、積雪状況の把握
に苦慮した。提案のライブカメラの導入
は、リアルタイムでの積雪情報の入手が可
能となり、適宜適切な除雪業務に資する。
今後、県や国、また先進都市の運用状況等
も検証しながら導入を研究したい」と答弁
しました。
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込まないことを強く求める。
また、介護予防のための「おたっ
しゃ教室」は、市内在住の 歳以上
す べ て に 対 象 者 が 広 が っ た も の の、
無料から１回につき５００円の負担
が必要となる。介護予防へ、より多
くの参加を促す上でも、利用料は取
るべきではない。
65

みなさんのご感想・ご意見をお寄せください。（このチラシは政務活動費で作成しています）

市民の暮らし、地域経済を応援する市政に
二〇一七年度予算の主な問題点を指摘

の引き上げを余儀なくされることへ
の懸念から据え置きとされた。本市
では 年度、 年度と連続で保険料
が引き下げられたが、まだまだ負担
感は大きい。基金の一部を使った引
き下げで、市民の声に応えるべき。
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新年度予算は、市町村合併後最大の予算で、可燃物処理施設などの大型事業や中核市移行に向けての関連予算が
含まれています。
しかし、市議団が昨年行ったアンケートでは、「暮らしが苦しくなった」が７割以上という結果で、市民の暮ら
しや地域経済を応援する予算への切り替えが必要です。市議団は、その立場から、新年度予算の主な問題点を指摘
しました。

①中核市移行への関連予算について
中核市移行の取り組みの現状は市
民置き去りである。また、並行して
進められている連携中枢都市圏構想
は「隠れた合併」だとも言われ、道
州制の布石になるものである。基礎
自治体の住民自治を壊すことになる
連携中枢都市圏構想につながる中核
市移行は止めるべき。

③介護保険について
今年度から、要支援の訪問介護と
通所介護が保険給付から外され、市
町村が実施する「総合事業」での対
応となる。今後、多様なサービスの
受け皿づくりが進められることか
ら、「 総 合 事 業 」 に 規 制 緩 和 を 持 ち

２月定例議会で、
「テロ等組織共謀罪の創設に反
対する意見書提出を国に求める請願」が審議されま
した。議会最終日に角谷敏男議員が賛成する討論に
立ち、マスコミからの強い懸念の声も紹介し、法案
の重大な問題点を述べました。
① 犯罪を計画した段階で罪を問うという点では、
かつて３度法案が廃案となった「共謀罪」とは
大差がないこと。
② 政府は正当な活動をする団体でも、性質が組織
的犯罪集団に一変すれば、対象となりうると説
明する一方、その判断基準は示しておらず、捜
査段階の裁量に委ねられて恣意的な判断の危険
があること。
③ 日本の刑法は、犯罪行為に着手した時点で処罰
するのが原則で、法案は従来の原則からかけ離
れていること。
最後に角谷議員は、あらゆる重大犯罪の共謀をす
べて処罰する法案は、①国民の内心の自由にかかわ
る基本的な人権を犯すものであること、②犯行の計
画の話し合いだけで実行しないのに処罰の対象とな
れば、捜査する側の対応次第では、先日の最高裁で
違憲と判決が下ったＧＰＳ捜査と同様に、電話盗
聴、盗撮などの人権侵害のやり方が横行する懸念は
ぬぐえない、と強く指摘しました。
この請願に反対する議員は誰も討論せず、否決し
ました。請願に賛成した
会派・議員は、日本共産
党（３名）、市民フォー
ラム（２名）、無所属議
員（足立議員、太田議員、
椋田議員の３名）でした。

②国民健康保険料について
新年度の保険料は、①引き下げる
だけの黒字分がなかったこと、②来
年度から始まる都道府県化で保険料

刑法の原則に反し、
人権を侵害する共謀罪の
制定は許されない！

