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日本共産党米子市議会議員団代表質問 

 

岡村 英治 

 

 昨年来の世界的経済危機により、多くの国々が経済的困難に巻き込まれましたが、

日本は世界でももっとも深刻な打撃を被った国の一つであるとされています。OECD

（経済協力開発機構）諸国の GDP（国内総生産）の成長率を見ますと、世界恐慌と騒

がれる直前の０８年第三・四半期（７月―９月）では日本がマイナス０．４％、アメ

リカマイナス０．１％、EU 全体でマイナス０．３％というもので、日本だけが突出

して成長率が悪化していたわけではありません。ところが、世界恐慌に突入した第四・

四半期になると日本マイナス３．３％、アメリカがマイナス１．６％、EU 全体でマ

イナス１．６％と、日本だけが突出して経済状況が悪化しました。 

 その原因は、２０００年代の日本の経済・産業構造が輸出に依存し、それもアメリ

カ一辺倒、自動車産業一極というモノカルチャー的構造に集約されてしまい、アメリ

カの消費が冷え込むともろにその影響を被ったためです。そのうえに製造業にまで派

遣労働を導入し｢景気の調整弁｣とした生産システムにより、日本企業は需要が収縮す

るとまたたく間に生産調整と労働力の排出に動き、そうした動きがまた総需要を引き

下げ、不況をより深刻化させるという悪循環を呼び起こしたのです。 

 世界的な経済危機のもとで、ヨーロッパでも失業は大きな問題となっています。し

かし、解雇された多数の労働者がただちに路頭に迷ってしまうという事態は引き起こ

されていません。日本は、同じ資本主義国でも国民の暮らしを守るまともなルールが

ない、大企業の横暴勝手な行動があまりにも野放しにされている、｢ルールなき資本主

義｣の国といわれています。 

 したがって、いまの経済危機を打開する手立てとしては、大企業応援から家計応援

の政治に切り替え、日本の経済・産業構造を内需中心にしていくこと、不安定な非正

規雇用をなくすこと、社会の仕組みとして国民生活を守る防波堤を築くこと、すなわ

ち社会保障、中小企業、農林水産業、税制など経済社会のあらゆる分野で国民のくら

しと権利を守るルールを守ること、こういったことこそ政治に求められている最大の

責任です。 

 そうした観点に立って、私は、日本共産党米子市議会議員団を代表し、地方自治体

として取り組まなければならない課題は何か、新米子市となって２期目の野坂市長が、
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市民一人ひとりの声に耳を傾け、市民のくらしと地域業者の営業を守っていく、そう

いった基本姿勢で米子市行政の舵取りをするよう求め、以下質問をいたします。 

 

（１）地元業者の営業と雇用を守る施策 

 まず第一の質問の柱は、地域経済についてです。 

 

①地元業者の営業を守る 

 最初に、地元の中小零細企業の経営を守り、育てていくという点で、地方自治体と

してなにが必要か考えてみたいと思います。 

 まず、安心安全の生活に密着した公共事業を地元業者に発注する機会を増やすこと

で、仕事おこしに行政として直接乗り出すことです。道路の橋梁について耐用年数の

期限が迫ってくるなどにより、｢長寿命化修繕計画｣の策定など老朽化への対応が全国

的にクローズアップされています。米子市が管理する道路橋梁は何ヵ所で、今後どう

対応する考えか。また、補修などは地元業者に発注すべきと考えますが、方針を伺う

ものです。 

 また、土砂災害危険個所の点検や補修などの状況はどうなっていますか。危険個所

数、今後の取り組み方針を伺います。 

 次に、住宅の修繕に際してその費用の一定割合を行政が補助するという住宅リフォ

ーム助成制度が全国的に普及しつつあり、建設業を中心とした幅広い業種への経済波

及効果が期待されています。こうした制度の導入について、検討すべきではありませ

んか、市長の所見を伺います。 

 

② 働く人たちの雇用を確保する 

 次に、働く人たちの雇用を確保すること、また｢派遣切り｣などによって職も住まい

も奪われた人たちに対して、自立を支援する体制を整備することです。 

 まず、市役所の相談窓口の充実についてです。年末年始のお休みを返上して相談窓

口に待機された職員に対しましては、ご労苦をねぎらいたいと思います。そこで、昨

年末以来の相談件数と相談内容、相談後の対応についてどのようなものだったのか、

伺います。また、日本特有の｢派遣切り｣にあった労働者に対しては、｢所得保障、職業

訓練、住宅保障｣の三点セットの対応が求められるといわれています。そうした相談に
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のる総合窓口が行政に求められると考えますが、今後の取り組み方針について伺いま

す。 

 この問題での最後に、｢官製ワーキングプア｣を生み出してはならない、という問題

です。自治体が工事を発注したり、業務委託するさい、受注しようとする会社の従業

員などが一定レベルの雇用条件を確保されていることを条件とする、公契約制度、公

契約条例というものがあります。こういった制度について、とりわけ指定管理者制度

の５年という期間の折り返し点を過ぎたいま、早急に検討すべきと考えますが、市長

の所見を伺います。 

 

（２）子どもたちの健やかな成長をはぐくむ 

 大きな２番目の柱は、こどもの健やかな成長を保障する施策についてです。 

 

①子どもの医療費助成枠の拡大 

 まず、子どもの医療費助成についてです。 

 子育て中の保護者の大きな悩みの一つが病気や怪我をしたさい、お金の心配なく安

心して医療にかかることができるかどうか、です。県内でも子育てを応援する観点か

ら、県の就学前までという医療費助成枠を超えて小学校卒業までとか、中学校卒業ま

でなど１３市町村が独自の上乗せをして医療費助成をしています。 

 同じ県内でありながら、住む自治体によって子育てに大きな格差が生じていること

は看過できません。県にも強力に働きかけて、早急に中学校卒業まで医療費無料化を

実現すべきではありませんか。市長のお考えをお聞きします。 

 

② 民営化は中止し、よりよい保育事業を求め 

 次に、就学前の子どもたちの健やかな発達をはぐくむ保育事業についてです。 

 米子市は公的責任を投げすてる保育園の民間移管を検討しています。仮に営利を目

的とした組織に保育事業が移管されれば、子どもたちの保育の質の低下をきたすこと

は明らかです。この民間移管をどう考えているのか、市長の認識をまず伺います。 

 そして、あり方検討会の答申によると今後、民営化に関する検討組織が立ち上げら

れ検討作業が進められようとしているわけですが、その組織はどういった方たちで構

成され、具体的にどんな内容を検討することになり、検討期間としていつごろまでを
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メドに作業を進めることになるのか、方針をお示しください。 

 保育の問題で次に、近年増加傾向にある臨時保育士の待遇改善について質問いたし

ます。活動する日中の大半を保育所で過ごす子どもたちを預かるわけですから、保育

士の役割は子どもの成長に大きな影響を与えることとなります。専門職としての保育

士ですが、臨時保育士の割合が平成２１年度には３７．１％を占めるまでになってい

ます。年収１８０万円前後の官製ワーキングプアといわれても仕方ない労働条件で働

く保育士です。研修も含め、さまざまなハンディを負いながら働き続ける労働条件の

改善は急がれます。市長の所見を伺います。また、臨時に頼らない、正規保育士の増

員をはかることも求められますが、市長の所見を伺います。 

 

③ 教育を受ける権利を保障する就学援助に 

 次に、いまの自民・公明の｢構造改革｣路線によって引き起こされた貧困と格差の広

がりの中で、所得の格差を学力の格差にしてはならない、教育を受ける権利をどの子

にも保障していくという立場から、低所得家庭の児童・生徒に支給されている就学援

助についてです。 

 支給対象を従来の生活保護基準の１．３倍だったものを、１．２倍に切り下げてし

まいました。コストカット先にありきで、就学援助の持つ本来の役割からして何の道

理もない仕打ちです。私たちは、税金や保険料などの負担を考えれば、生活保護基準

の１．５倍に支給対象を拡充すべきと主張してまいりましたが、当面、尐なくとも元

の１．３倍に引き上げるべきです。教育長の所見を伺います。 

 

④ 中学校給食の早期実施 

 この柱の最後は、長年にわたる生徒や保護者、教育関係者の願いであります中学校

給食の早期実施を求めて質問いたします。 

 まず、中学校給食の意義と役割についての市長の認識を伺います。 

心身とも一番の成長期である中学校において、とりわけ生徒が放課後遅くまで課外

活動にはげむ中で、昼食は栄養バランスが取れ、あったかなものは温かいうちに食べ

られる、質も量も生徒の発達をはぐくむものが期待されます。家庭からの弁当ではど

うしても限界があり、ましてやさまざまな事情から弁当を持ってこれない家庭がある

現実を見た場合、義務教育である中学校において給食が実施されていないことは、驚

きであり論外のことです。早期に実施検討に入るべきです。市長の決断を伺います。 
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（３）お年寄りや障害者を大切にする社会 

 第三の柱は、お年寄りや障害者にとって住みよい米子にしていくための課題につい

て考えます。 

 

①お年寄りの生きる権利を保障する介護保険制度に 

 まず、介護保険制度についてです。｢保険あって介護なし｣、当初から指摘されてき

た問題です。そうした問題点などについて、住民の声を聞き、改善をはかっていく努

力が行政には求められます。そういった取り組みをどうすすめておられますか、また

その結果、どういった問題点が浮き彫りになり、どう改善しようとしていくお考えか、

まずお聞かせください。 

 とりわけ改善を迫られる問題点として、｢応益負担が原則だ｣として保険料・利用料

がお年寄りにかぶせられ、高い保険料を天引きされる。また、所得の低いお年寄りは

利用したくても利用料が払えず、｢何のための保険なのか｣の声が聞かれます。お年寄

りの立場にたって保険料・利用料の独自の減免を実施すべきです。市長の所見を伺い

ます。 

 また、新たな介護認定制度で実態にあわない介護度の認定が下され、サービスの切

り下げとなることが心配されています。そうならないために米子市としてどう対応し

周知をはかるのか、方針を伺います。 

 

② 後期高齢者医療制度の廃止を求め、資格証明書の発行はやめよ 

 次に、｢７５歳を境に、年齢で医療を差別するのはおかしい｣と大きな世論の反発が

沸きあがり、参議院では野党４党共同提案の廃止法案が可決された後期高齢者医療制

度について質問いたします。私たち日本共産党は、計画当初から一貫して反対してき

たものとして、この制度の一日も早い廃止を強く主張するものです。 

 さまざまな問題点のうち、もっとも深刻なものの一つに保険証が取り上げられる、

ということがあります。この制度導入以前では、保険料の滞納がたとえあったとして

も、ただちに保険証が取り上げられるということはありませんでした。なぜお年寄り

から保険証を取り上げてはならなかったのか、その意味合いについて確認しておきた

いと思います。お答えください。 

 その同じお年寄りから、今度の医療制度では滞納が続いたら保険証を取り上げ資格

証明書を押し付けるということですから、情け容赦のない仕打ちです。そんな事態を
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引き起こしてはならないと考えますが、制度が発足して１年が経過しました。保険料

が滞納となっている方は、年金から天引きされていない普通徴収者のうち何人になっ

ているのか、その実態をお聞かせください。また、その滞納金額はいくらになってい

ますか、総額をお示しください。 

 この問題での最後ですが、お年寄りが医療にかかれなくなる資格証の押し付けはや

めるべきです。医療は福祉の一環です。｢金の切れ目がいのちの切れ目｣、こんな事態

を引き起こしてはなりません。市長の所見を伺います。 

 

③ 障害者自立支援法の抜本的見直しを求めよ 

 次に、障害者自立支援法の抜本的見直しを求めて質問いたします。 

 介護保険制度に続いて障害者福祉に応益負担制度を導入した障害者自立支援法は、

２００６年４月に一部施行、同年１０月に全面施行され、いま、同法付則による３年

後の見直しをむかえ、その根本問題と指摘される応益負担をめぐって論議が交わされ

ています。 

 ｢負担は能力に応じて、給付は平等に｣、これが社会保障の原則だとされています。

この応能負担ではなく、社会保障から逸脱した応益負担を原則とする障害者自立支援

法は重度の人ほど負担が重くなるという、福祉とは相容れない根本的欠陥を持ってい

ます。市長の所見を求めます。 

 

（４）誰もが安心を実感できる福祉・医療施策 

 第 4 の柱は、福祉・医療施策についてです。 

 

① 払える国民健康保険料への引き下げと、資格証明書の発行はやめること 

 安心して医療を受けることができることは、生活基盤のおおもとであり、保険証の

取り上げは許されない、この立場から国民健康保険の問題について伺います。 

 住民の健康保持は行政が責任を負うべき第一義的課題であり、市は住民にとって健

全な国保の運営にあたらねばなりません。ところが米子市は、県内の鳥取市と比べて

被保険者の世帯数・被保険者数が尐ないにもかかわらず、滞納世帯数・滞納額とも鳥

取市を上回っています。このことの大きな要因に保険料が住民にとって｢高すぎて払え

ない｣ものになっていることがあげられています。私たち日本共産党は当面、１世帯１
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万円の引き下げで払える保険料にすべきだと考えています。市長の所見を伺います。 

 また、保険料の滞納が１年を超えると保険証を取り上げられ、資格証明書を押し付

けられます。資格証は、医療機関で受診した場合、窓口でいったんは医療費全額を支

払わなければなりません。結果的に受診抑制につながり、患者の重篤化を引き起こし

てしまうケースが全国的に問題となっています。いのちと健康を守る観点から、資格

証の発行は許されないと考えます。市長の所見を伺います。 

 

② 生活保護行政の充実 

 次に、セーフティ・ネットとしての生活保護について質問いたします。 

 生活保護は、憲法第２５条に規定された理念に基づく権利であると生活保護法にう

たわれています。 

 ところが、生活保護を受けている人からよく言われることとして、｢担当者は被保護

者を見下している｣｢蔑視するかのような言動を取る｣といったような、あってはならな

い権利侵害ともとれる苦情が聞かれます。米子市としてそういった事態は解消されな

ければならない、と考えます。そういった意味で、職員研修は重要です。国民の権利

としての生活保護の役割を、行政職員はどのような機会をとらえて理解を深めること

ができるようになっているのか、学習する機会はきちんと保障されているのか、まず

伺うものです。 

 また、貧困と格差の広がりの中で、セーフティネットとしての生活保護の役割がま

すます重要になってきており、受ける方も多くなってきているものと推察します。窓

口に申請に来た方、実際に受理された方の人数の推移はどうなっていますか、お示し

ください。また、その増加にどう対応しているのか、取り組み方針をお示しください。 

 

（５）生き生きとした暮らしにするための課題 

 ５番目の柱は、社会基盤整備の問題です。 

 

①ＪＲ米子駅南北一体化事業の市民参加による見直しを 

 JR 米子駅南北一体化事業は、６３億円とも試算されたことのある米子市としては

ビッグプロジェクトです。その事業化にあたっては、財政面はもとより、経済波及効

果、まちづくりなど多面的な検証が求められます。 
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 米子市として、事業計画を進めるにあたってどういった指標、統計をあてはめて事

業実施を決断するのか、考えられる判断基準をお示しください。 

 また、巨額な税金を投入する計画ですから、事業実施にあたっては、市民や都市計

画の専門家なども交えた検証組織を立ち上げ、事業実施の是非も含めた検討を加える

ことが必要です。市長の所見を伺います。 

 

② 地域の交通体系の構築を 

 次に、高齢化社会の到来、地球温暖化対策など社会的要請にこたえた公共交通機関

の充実をどうはかっていくのか、という問題です。 

 私たち人類は、地球が何十億年とかかってつくりあげてきた生命維持装置である大

気の微妙なバランスを、産業革命以来の大量の CO２排出ということで破壊し、とり

わけここ数十年という短期間での地球温暖化というかたちで、その影響は加速度的に

増大しています。火力発電所や巨大製鉄所など CO２の大排出企業に対する規制を求

めていくことは当然ですが、市民もいつまでも化石燃料を大量に消費し、マイカーを

走らせ続けるという時代は終わらせねばなりません。 

 かといって、文明の進歩で享受した便利さを大きく損なうことのない方策、また高

齢化社会を迎えてお年寄り、そして障害者の社会参加といった社会的要請にこたえる

ことのできる交通体系をどう築いていくのか、知恵を発揮していかねばなりません。

ただちに取り組むべきこと、５年、１０年という中期的展望をもって取り組むこと、

そして長期的スパンで考えることという多角的な政策が求められます。 

 国の制度や県との連携を進めながら、将来にわたる地域の交通体系をどう構築して

いくのか、市長の所見をお示しください。 

 

（６）環境を守る地域づくり 

 質問最後の柱は、環境問題です。 

 

①美しい中海を取り戻すために 

 まず、中海の水質浄化の課題です。 

 今月６日、市内で第５期中海湖沼水質保全計画の策定に向けた意見交換会が開かれ、

参加した市民からさまざまな意見や要望が出されました。中海をもとのきれいな姿に
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戻し、魚がとれ泳げる海にしてほしい―、これはすべての市民の願いです。そのため

に国や県、市はそれぞれ何をしなければならないのか。それをきちんと整理し、国や

県に要望するとともに、米子市も市民と力をあわせて中海問題に取り組むことが重要

です。米子市の取り組み姿勢を伺います。 

 また今の中海の水質浄化を考えるさい、その汚濁の大きな原因となったと考えられ

ている本庄工区の干拓堤防、そして浚渫くぼ地による影響の解消を一日も早くはから

ねばなりません。そしてそれは、その原因をつくった国の責任でなされなければなり

ません。 

 森山堤が海水面６０m 開削されましたが、その環境への影響調査をきちんとさせる

こと、そしてその結果を踏まえながらも大海崎堤の開削を求めていくこと、浚渫くぼ

地の埋め戻しをさせることなどが必要です。市長の所見を伺います。 

 

②ゴミの減量化をはかる 

 次に家庭や事業所などから排出されるゴミの減量化をはかるという問題についてで

す。 

 そもそも、ゴミの減量化をはかることは、どんな要請に基づいて実行が迫られてい

ると考えるのか、まず市長の所見を伺うものです。 

 そのうえで、生ゴミの堆肥化は今後どう推進していく考えなのか。プラスチック類

や雑紙などの分別収集について、実行する考えはないのか伺います。また、実効性の

あるゴミの減量化をはかるためにも、総合的なゴミ処理計画を市民参加で策定すべき

ではありませんか。市長の所見を伺います。 

 次に、有料化に伴って家庭系のゴミ排出量は減尐していると聴いていますが、事業

系の場合はどうなっているのでしょうか。それぞれの排出量の推移を示していただく

とともに、事業系ごみの減量化をどうはかっていくお考えか、伺うものです。 

 

③ 小波地区への産廃処分場計画の中止を求めよ 

 次に、鳥取県環境管理事業センターが民間事業者を使って淀江町小波地区に建設を

計画しています産業廃棄物最終処分場について、｢事業計画について、ちっとも話が伝

わってこない｣、こんな話が小波地区の方々から寄せられています。また、県が定める

計画地周辺６地区の住民からは、「自治会に話があったとも聞いていない」という実態

です。 

 こんな住民に情報をほとんど知らせず、計画だけはドンドン進めようとしていると
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したら、これほど住民を馬鹿にした話はありません。ことは末代にまでわたる地域環

境にかかわることです。事業の進捗状況はどうなっているのか、環境に対する影響を

どう考えているのか、逐一情報を提供するのが推進しようとしている県環境管理事業

センターの責務であり、米子市は住民の立場にたってその実行を迫っていくべきでは

ありませんか。市長の所見を伺います。 

 また、今年３月に開かれた県環境管理事業センターの理事会で、同センターと提携

して最終処分場を建設する民間の環境プラントの施設建設にさいし、一定の財政支援

を検討することを決定した、と報道されています。法の趣旨からしても、産業廃棄物

の処理はあくまで民間でおこなうべきであり、ましてや民間会社が建設するという施

設に財政支援などすべきでないと考えますが、市長の所見を伺います。 

 

④ 島根原発プルサーマル計画の中止を求めよ 

 質問の最後は、周辺住民を危険にさらす無謀な島根原発プルサーマル計画の中止を

求め、質問いたします。 

 島根県や松江市などが相次いで受け入れを表明するなど、島根原発２号機を使って

のプルサーマル計画が、新たな段階に入っています。 

 プルトニウムは猛毒で、核兵器の材料にもなる危険な物質です。しかもそれを普通

の原発で燃やすことには、制御が利きにくくなったり、長寿命の放射能が大量に発生

したりする問題点が指摘されています。このような危険性を市長はどう考えているの

か、認識を伺います。 

 問題の根本には、プルトニウムの利用の見通しもたたないのに、使用済み核燃料の

再処理を前提に、しゃにむに原子力発電を拡大してきた政府の政策があります。欧米

のほとんどの主要国では、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し、再利用する

やり方を中止しています。多くの住民が反対し、その危険性を指摘している島根原発

プルサーマル計画は中止すべきです。市長の所見を伺います。 

 

 

 以上で壇上での代表質問を終え、答弁をいただいた後に自席での追及質問、並びに

同僚議員による関連質問をさせていただきます。 
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