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１、 消費税増税の実施を許すな 

① 何のために消費税増税を強行したのか 
 
先週閉幕した通常国会で、民主党、自民党、公明党の 3 党談合によって 2014 年 4 月に

8％、2015 年 10 月に 10％に引き上げる消費税増税法が強行されました。所得が低い人ほ

ど負担が重くなる逆進性は、消費税の根本欠陥の一つです。民主党政権も消費税の逆進性

を否定できず、当初の政府案は「低所得者に配慮した再分配に関する総合的な施策を導入

する」としていました。ところが民自公 3 党の談合によって検討課題に格下げされ、先送

りされました。所得税が控除額より少ない低所得者に現金を給付する「給付付き税額控除」

や一部品目の消費税率を一般の消費税より低くする「複数税率」を掲げていますが、何も

具体化されていません。このように、低所得者に対して何の手立てもなされないまま、「と

にかく増税ありき」では庶民の暮らしは守れません。今からでも消費税増税の撤回、これ

を求めていくべきではありませんか。市長の所見を求めます。 
 
 
さらに問題なのは、民自公談合による増税法案の付則 18 条２項に「成長戦略並びに事

前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分する」と書き込んだことです。消費

税を 10％に引き上げた場合の税収増を政府は 13.5 兆円と見込んでいます。うち 10.8 兆円

を、いまの社会保障制度を維持するための予算に置き換える、その分財政に“ゆとり”が

出来るとして高級事業に転用しようというのが民自公の考えです。自民党の「国土強靭化」

では 10 年間で 200 兆円、公明党の「防災・減災ニューデール」では 10 年間で 100 兆円

と、消費税増税を当て込んだ巨大公共事業の競い合いです。「防災」「減災」「国土強靭」に

名を借りてムダ遣い・不要不急との批判が強い大型公共事業を復活させる色彩が強いもの

です。政府が当初言っていた「消費税は社会保障に回す」、これが誤魔化しであったことが

はっきりしました。撤回を求めるべきではありませんか。 
 
 
前回、消費税率が 3％から 5％に引き上げられた 1997 年、景気を失速させ、税収を減ら

し財政を悪化させました。今回の増税は 97 年増税よりももっと深刻な事態を引き起こす

ことが懸念されています。一つは国民負担増の規模の大きさです。97 年は消費税増税など

9 兆円の負担増。今回は段階的に 10％に引き上げてこれだけで 13.5 兆円の負担増。すで

に決まっている社会保障改悪による負担増を加えると、実に 20 兆円もの負担増となりま

す。二つ目は、今回は国民の所得が減り続けているなかでの大負担増計画だ、という点で
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す。政府の国民生活基礎調査によりますと、2010 年の 1 世帯あたりの平均所得は 538 万

円。97 年と比べると約 120 万円も減っています。しかも、東日本大震災の被災地にも大

負担増は容赦なく襲いかかります。そのような中で負担増をかぶせれば景気はさらに悪化

し、税収は減ってしまいます。消費税収は増えても法人税と所得税の税収が減るからです。

97 年の消費税増税後、96 年度と 2010 年度を比較して税収は 14 兆円も減ってしまいまし

た。暮らしも経済も財政も壊す、そんな消費税大増税、そういう懸念を市長はお持ちでは

ありませんか。 
 
 
国政進出をねらう橋下・大阪維新の会の次期総選挙に向けた政策集といわれる「維新八

策」。その中で、「消費税の地方税化」と「地方交付税制度の廃止」をセットで打ち出して

います。橋下氏は講演で「消費税は地方税にする。国の地方交付税は引き上げる。この二

つをやることで国の仕組みはがらっと変わる。大阪維新の会はこれを最大の争点に掲げて

みなさんに判断していただく」と述べています。現行の消費税は税率 5％のうち 1％が「地

方消費税」とされています。それを残りの国税分の 4％分も含めて、すべてを「地方税」

にする。そのかわり、地方交付税はなくすというこの維新八策の案、地方を壊すものだと

考えますが、市長の所見を伺います。 
 
 
消費税の地方税化で税収構造はどうなるのか。現在 5％の消費税のうち 1％部分が地方

消費税となっています。残り 4％部分をすべて地方税とすると約 10 兆円が地方に回ります。

しかし、地方交付税が廃止されると約 23 兆円が地方に回らなくなる。差し引き 13 兆円の

大穴が開いてしまいます。仮に。13 兆円の穴をすべて消費税で埋めようとすると、負担増

のうえでは、消費税率を 5％引き上げて 13.5 兆円の税収増を見込んだ今回の増税とピッタ

リ一致します。 
 
消費税は大企業が本社をおく地域で納税される税収が多くを占めています。東京に本社

を置く自動車会社が埼玉県の工場で製造した自動車を鳥取県の消費者に販売したとします。

税を負担するのは鳥取県の消費者ですが、その消費税のほとんどは本社がある東京の税務

署に納税されます。 
 
これまでは、地方消費税も国税といっしょに集めたものを配分していました。各種統計

に基づく清算措置によって特定の地域に偏らないようにしてあります。しかし、全額を地

方税化し地元自治体がそれぞれ自力で集めるということになれば、地域間の偏りはそのま
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まになりかねません。現行の地方交付税は財政力の強い大都市部より財政力が弱い地方に

厚く配分されるようになっています。これを地方税に置き換えると、地域間格差はますま

す拡大することになります。消費税の地方税化＋地方交付税制度の廃止、地域の破壊につ

ながるものと考えられませんか。 
 
 
共産党の試算では、鳥取県では消費税 4％分は約 478 億円、これが増収になる。一方削

られる地方交付税＋臨時財政対策債が 2733 億円。この差額を消費税で埋めようとすると

消費税を税率 24％にする必要がある、こうしたとんでもない状況におかれるわけです。 
 
 

○ 島根県知事、滋賀県知事の所見。 
 
 

② いまでも世論調査では過半数が「増税反対」 
 
地域の中小業者が消費税を価格に転嫁できていない、消費税を納税するために家族労賃

を削ったり、預貯金を取り崩すなど“身銭を切って”払っているといった実態について、

さる 6 月議会でも取り上げました。また、文化団体の活動にも大きな負担をかぶせ、地域

の文化が壊されかねない、こうした状況についてもお話させていただきました。今回取り

上げますのは医療についてです。医院や診療所、病院など患者さんから消費税分を払って

もらわない医療機関にとって、消費税増税による「損税」の増大は経営を圧迫し、地域医

療を崩壊させることにつながる、との懸念が示されています。そうした状況をどうとらえ

られていますか？ 市長の認識を伺います。 
 
 
ＮＨＫの朝の連続テレビ小説「梅ちゃん先生」が大変好評のようです。東京の蒲田で地

域の人たちに支えられながら成長し、さまざまな経験を経た後で開業医となり、地域医療

の守り手として活動するというストーリーだそうです。この開業医という地域の人たちに

身近な医療機関、世界に誇るべき日本独特の医療のあり方なのだそうです。その地域医療

の守り手が消費税増税で経営的に成り立たなくなる、こういった懸念が広がっているので

す。いまでもギリギリの経営で医療を守っている。あるお医者さんは「保険診療は消費税

非課税なので、患者から消費税は受け取れない。ところが医療に必要な材料費、医療機器

費などの仕入れには消費税がかかるため、この分の負担（損税）をまるまるかぶってしま
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います」日本医師会の調査によりますと、病院や診療所が消費税を転嫁できずにかぶって

いる「損税」は、全国で 2330 億円（2010 年度）にものぼっています。市内の診療所に聞

きますと、仮に 10％と倍の消費税になったらわずかな経常利益が吹っ飛んでしまう、とい

うことです。こうした現状をよく聞きながら、国にしっかりものを言っていただきたい。

いかがですか？ 
 
 
共同通信が増税成立直後におこなった世論調査では、「反対」が 56.1％、「賛成」が 42.2％

で、成立前の 55.2％、43.4％とほぼ変わらず、「反対」が依然根強いことを裏付けていま

す（東京新聞 8 月 13 日付）。読売新聞（13 日付）でも増税法が成立したことを「評価し

ない」が 49％で、「する」の 43％を上回っています。今でも多数が反対する消費税増税、

実施に移される 2014 年 4 月までには必ず衆議院選挙、来年 7 月には参議院選挙がありま

す。増税を撤回させる国会をつくっていくために、 
 
 
 
２、 住宅リフォーム助成制度の導入を 

① 全国５３３の自治体に広がった制度について 
 
今年 3 月議会でも取り上げた課題ですが、昨年から今年にかけてさらに実施自治体数が

200 も増えている。今年度から制度を導入した鳥取市について、その実績など調査してお

られるでしょうか。 
 
 
鳥取市では今年度 2000 万円の予算を組み、20 万円を上限とした住宅リフォームに対す

る助成制度をつくり募集したところ、応募が 263 件、抽選の結果 108 件の助成対象者が決

まったそうです。倍率 2.4 倍。そして、工事費の見積もり総額は 2 億 5174 万円だそうで

すから、それだけで 12.6 倍の経済効果。聞きますと、助成が決まったのでさらに追加の工

事、家具の入れ替えをしよう、という例も生まれているそうです。 
 
住宅リフォーム助成制度は、地方自治体が工事費の一部を補助することにより、その数

十倍の改修・建設市場を創出できるうえ、家具・家電などの買い替えなどによって地域内

経済循環を太くし、地域内再投資力を高めて自治体の税収を増やす波及効果もある、と指

摘されている。そうした施策を実行するまでもなく、地域内経済は潤い、税収に対しても
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不安はない、というのが米子市の現状だと考えるのか。お答えください。 
 
 

② 業界からも待たれている 
 
鳥取市では、「この工事は市内の施行業者に発注されることになりますので、市民のみな

さんの住環境向上と地域経済活性化への効果が期待される」としています。 
 
住宅リフォーム需要について、業界などからの情報を的確につかんで制度導入に反映さ

せる必要があるのではないか。 
 
 
地域建築関連業者の仕事おこし、地域経済の活性化につながる住宅リフォーム助成制度

の導入を求めて質問しているわけですが、この質問に際して聞きとりを担当している建築

指導課の所掌事務のうち、どの項目に該当すると考えているのか。お示しください。 
 
 
業界からの要望を行政に反映させるためにも、経済部の部署に調査・研究させることが

必要ではないか。市長の所見をうかがいます。 
 
 
 
３、 熱中症対策について 

① 米子市の熱中症対策の結果について 
 
一昨年に続いて記録的な猛暑が続いた今年の夏です。最高気温 35度以上の猛暑日は、7、

8 月の 2 ヶ月間で米子市は 20 日間、平年は 5.7 日間だそうですが、今年は観測史上 2 番目

の多さだったそうです。連日の酷暑を受けて、熱中症警報などが発令された日も多かった

わけですが、暑さ対策を行政としてどう取り組んできたのか。広報などによる啓発活動、

行政無線などを通じた熱中症警報の周知、また地域の民生委員を通じたお年寄りへの注意

喚起、公民館をお年寄りに開放して涼しい部屋で過ごしてもらう取り組みなどおこなわれ

ましたが、この夏の取り組み状況を伺います。 
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民生委員を通じて見守りが必要な健康に不安がある一人暮らしのお年寄りで、自宅で涼

しい場所の確保が難しいケースもあり、そうした方々を対象に公民館を開放するという取

り組みが行われましたが、あまり利用されなかったと聞いています。その原因をどのよう

に考えておられますか。 
 
 
こうした猛暑は今年かぎりとは限りません。むしろ毎年起こりうるものとして猛暑対策

は総合的に考えていく必要があると考えます。今年の取り組みを経験として、来年に向け

てどう取り組む方針なのか伺います。 
 
 

② 街の緑化とミストシャワー 
 
西部広域消防にお聞きしますと、熱中症による救急搬送が今年動揺猛暑が続いた一昨年

から急増し、7 月・8 月の 2 ヶ月間で 2010 年は 154 件、昨年は少し減って 98 件、今年は

153 件だったそうです。今年の場合、153 件のうち高齢者が半数を超える 82 人、その 8
割が屋内にいて気分が悪くなったなどの症状で運ばれたそうです。日中、熱いから外に出

かけない。部屋にはエアコンもない、あっても電気代を気にしてかけない。そうした例が

数多く見られたそうです。 
 
生活保護を受けている 70 代のある男性。締め切ったアパートにはエアコンがありませ

ん。エアコン購入のための貸付制度などないのでしょうか。 
 
 
米子の街中には木陰など涼む場所がほとんどない、歩いていて木陰のベンチで休息する

ということが出来ない。よく指摘されるところです。米子市の現状はどうなっていますか。

そうした苦情は届いていませんでしょうか。街中に緑を増やす、公園に樹木を増やし木陰

で涼をとる。こういった街づくりを計画すべきではありませんか。 
 
 
全国では、水を霧状にして噴き出し気化熱を奪うことで涼しさを体感する「ミストシャ

ワー」を、夏の暑さ対策として取り入れている例があります。観光地や公園、商店街など

さまざまです。米子でも取り組みを検討してはどうでしょうか。 
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４、 災害時に対応できる防災無線に 

① 「防災無線が聞こえない」との苦情について 
 
災害時などで行政から住民に緊急連絡する手段の一つとして防災無線があります。米子

市の防災行政無線について、住民の方から「音がうるさい」という苦情がある一方、「何を

言っているのか聞き取れない」という声もよく聞きます。万が一の災害のときに防災無線

が聞こえなかったでは済まされない問題です。「防災無線が聞きとれない」という世帯はど

の程度あると把握しているのか。また、そうした苦情に対して米子市はどう対処している

のか。うかがいます。 
 
 
「聞き取れない」という家庭が実際どの程度あるのか、アンケートなどを通じて行政と

して把握しておく必要があるのではないか。当面、そうした家庭に対しては、別な伝達手

段を講じるよう検討していく必要があるのではないか。 
 
 

② 個別受信機との組み合わせの検討を 
 
境港市では、要望した美保基地周辺の自治会の世帯に対して、屋内に設置する防災行政

無線の戸別受信機を設置しています。またそれ以外にも、難聴地区の希望する家庭にはよ

り簡易な防災行政ラジオの貸し出しをおこなっています。アナログからデジタルへの移行

という抜本的な改良を前に、当面できる措置として検討していく必要があるのではないで

しょうか。 
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