
左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

1111 負担感負担感負担感負担感のののの強強強強まっているまっているまっているまっている市民生活市民生活市民生活市民生活にににに配慮配慮配慮配慮
しししし、、、、家庭家庭家庭家庭ごみのごみのごみのごみの有料化有料化有料化有料化やややや下水道料金下水道料金下水道料金下水道料金なななな
どどどど各種使用料各種使用料各種使用料各種使用料、、、、手数料手数料手数料手数料などなどなどなど公共料金公共料金公共料金公共料金のののの
引引引引きききき上上上上げはげはげはげは行行行行わないことわないことわないことわないこと

　　　　行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスにににに付随付随付随付随するするするする各種使用料各種使用料各種使用料各種使用料などはなどはなどはなどは、、、、受益受益受益受益とととと負担負担負担負担のののの公平性公平性公平性公平性のののの確保確保確保確保とととと継続的継続的継続的継続的なななな行行行行
政政政政コストコストコストコスト削減努力削減努力削減努力削減努力などによりなどによりなどによりなどにより、、、、そのそのそのその適正化適正化適正化適正化にににに努努努努めておりますめておりますめておりますめております。。。。
　　　　家庭家庭家庭家庭ごみについてはごみについてはごみについてはごみについては、、、、９９９９種類種類種類種類のののの分別分別分別分別、、、、指定袋制度指定袋制度指定袋制度指定袋制度のののの採用採用採用採用などなどなどなど、、、、ごみのごみのごみのごみの減量化減量化減量化減量化・・・・再資源再資源再資源再資源
化事業化事業化事業化事業をををを積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してきたしてきたしてきたしてきた結果結果結果結果、、、、市民市民市民市民のののの協力協力協力協力によりによりによりにより一定一定一定一定のののの減量効果減量効果減量効果減量効果をををを得得得得ることがでることがでることがでることがで
きましたきましたきましたきました。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ごみごみごみごみ全体全体全体全体のののの８８８８割割割割をををを占占占占めるめるめるめる可燃可燃可燃可燃ごみのごみのごみのごみの処理処理処理処理にはにはにはには相当相当相当相当のののの費用費用費用費用とととと環環環環
境境境境へのへのへのへの負荷負荷負荷負荷がかかっておりますがかかっておりますがかかっておりますがかかっております。。。。
　　　　排出量排出量排出量排出量にににに応応応応じてじてじてじて処理経費処理経費処理経費処理経費のののの一部一部一部一部をををを負担負担負担負担していただくしていただくしていただくしていただく有料化有料化有料化有料化はははは、、、、不公平感不公平感不公平感不公平感のののの解消解消解消解消とごみとごみとごみとごみ
問題問題問題問題へのへのへのへの意識意識意識意識がががが高高高高まることでまることでまることでまることで減量減量減量減量・・・・リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの促進効果促進効果促進効果促進効果がががが期待期待期待期待されるされるされるされる制度制度制度制度であるとであるとであるとであると考考考考
えておりますえておりますえておりますえております。。。。なおなおなおなお、、、、これにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましてはこれにつきましては、、、、全国全国全国全国のののの自治体自治体自治体自治体のののの過半数過半数過半数過半数がががが導入導入導入導入していますしていますしていますしています
しししし、、、、県内県内県内県内でもでもでもでも本市本市本市本市をををを除除除除くくくく全市町村全市町村全市町村全市町村がががが導入導入導入導入、、、、またはまたはまたはまたは導入予定導入予定導入予定導入予定でありますでありますでありますであります。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、合併前合併前合併前合併前のののの各地域各地域各地域各地域でででで異異異異なるなるなるなる下水道使用料及下水道使用料及下水道使用料及下水道使用料及びびびび集落排水施設使用料集落排水施設使用料集落排水施設使用料集落排水施設使用料についてはについてはについてはについては、、、、合合合合
併協議会併協議会併協議会併協議会のののの調整方針調整方針調整方針調整方針でででで「「「「段階的段階的段階的段階的なななな負担調整負担調整負担調整負担調整をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度よりよりよりより合理的合理的合理的合理的なななな料金体系料金体系料金体系料金体系
をををを確立確立確立確立するするするする。」。」。」。」ということがということがということがということが確認確認確認確認されておりますされておりますされておりますされております。。。。これにこれにこれにこれに従従従従いいいい、、、、使用水量使用水量使用水量使用水量にあわせたにあわせたにあわせたにあわせた従従従従
量制量制量制量制にににに一本化一本化一本化一本化しししし、、、、人頭制人頭制人頭制人頭制をををを廃止廃止廃止廃止のののの上上上上、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度よりよりよりより段階的段階的段階的段階的にににに改定改定改定改定をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２
年度年度年度年度よりよりよりより同一同一同一同一のののの料金体系料金体系料金体系料金体系とするとするとするとする方針方針方針方針ですですですです。。。。

環境下水道部環境下水道部環境下水道部環境下水道部

2222 消費税消費税消費税消費税のののの課税中止課税中止課税中止課税中止とととと食料品食料品食料品食料品へのへのへのへの非課税非課税非課税非課税
をををを国国国国にににに求求求求めめめめ、、、、水道料金水道料金水道料金水道料金へのへのへのへの転嫁転嫁転嫁転嫁はやめはやめはやめはやめ
ることることることること 　　　　国国国国のののの動向動向動向動向をををを見見見見ながらながらながらながら対応対応対応対応することとしますすることとしますすることとしますすることとします。。。。 総務部総務部総務部総務部

・・・・ 増税増税増税増税、、、、負担増負担増負担増負担増からからからから市民市民市民市民のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを守守守守るるるる
ことことことこと。。。。増税分増税分増税分増税分をををを低所得者等低所得者等低所得者等低所得者等のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減
策策策策にににに振振振振りりりり向向向向けることけることけることけること。。。。国国国国にににに増税増税増税増税のののの中止中止中止中止
をををを求求求求めることめることめることめること。。。。

　　　　平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度からからからから税源移譲税源移譲税源移譲税源移譲やややや定率減税定率減税定率減税定率減税のののの廃止廃止廃止廃止によりによりによりにより個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税はははは増収増収増収増収となるもののとなるもののとなるもののとなるものの、、、、
地方地方地方地方ではではではでは未未未未だだだだ景気回復景気回復景気回復景気回復にはにはにはには至至至至っておらずっておらずっておらずっておらず法人市民税法人市民税法人市民税法人市民税やややや固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税（（（（償却資産償却資産償却資産償却資産））））のののの減収傾減収傾減収傾減収傾
向向向向はははは継続継続継続継続しておりますしておりますしておりますしております。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの減額減額減額減額もももも見込見込見込見込まれておりまれておりまれておりまれており、、、、鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの厳厳厳厳しいしいしいしい
財政状況財政状況財政状況財政状況にににに変変変変りはなくりはなくりはなくりはなく新新新新たなたなたなたな負担軽減措置負担軽減措置負担軽減措置負担軽減措置をををを講講講講ずることはずることはずることはずることは困難困難困難困難ですですですです。。。。

総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監

3333 介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの見直見直見直見直しによりしによりしによりしにより、、、、負担増負担増負担増負担増
となったとなったとなったとなった施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者のののの滞在費滞在費滞在費滞在費、、、、食費食費食費食費にににに
対対対対しししし、、、、軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置をををを拡充拡充拡充拡充することすることすることすること

　　　　平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの見直見直見直見直しによりしによりしによりしにより、、、、施設利用者施設利用者施設利用者施設利用者のののの居住費及居住費及居住費及居住費及びびびび食費食費食費食費がががが
介護保険給付介護保険給付介護保険給付介護保険給付のののの対象外対象外対象外対象外となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、在宅在宅在宅在宅でででで介護介護介護介護をををを受受受受けているけているけているけている方方方方はははは居住費居住費居住費居住費、、、、食食食食
費費費費ともともともとも自己負担自己負担自己負担自己負担しているがしているがしているがしているが、、、、施設入所施設入所施設入所施設入所のののの場合場合場合場合にはにはにはには介護保険介護保険介護保険介護保険からからからから給付給付給付給付されるのはされるのはされるのはされるのは不公平不公平不公平不公平とととと
いういういういう考考考考ええええ方方方方からですからですからですからです。。。。なおなおなおなお、、、、低所得低所得低所得低所得のののの方方方方にはにはにはには施設利用施設利用施設利用施設利用がががが困難困難困難困難とならないようとならないようとならないようとならないよう、、、、所得所得所得所得にににに応応応応
じたじたじたじた三段階三段階三段階三段階のののの利用負担段階利用負担段階利用負担段階利用負担段階をををを設設設設けけけけ、、、、そのそのそのその段階段階段階段階ことのことのことのことの負担限度額負担限度額負担限度額負担限度額までをまでをまでをまでを自己負担自己負担自己負担自己負担としとしとしとし、、、、残残残残
りのりのりのりの基準額基準額基準額基準額とのとのとのとの差額分差額分差額分差額分はははは介護保険介護保険介護保険介護保険からからからから給付給付給付給付されるといったされるといったされるといったされるといった対策対策対策対策がががが、、、、介護保険制度自体介護保険制度自体介護保険制度自体介護保険制度自体にににに
講講講講じられておりじられておりじられておりじられており、、、、これこれこれこれ以上以上以上以上のののの本市独自本市独自本市独自本市独自のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置はははは実施実施実施実施することはすることはすることはすることは考考考考えていませんえていませんえていませんえていません。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

ⅠⅠⅠⅠ．．．．市民市民市民市民のののの暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実
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左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

・・・・ 軽度要介護者軽度要介護者軽度要介護者軽度要介護者のののの介護介護介護介護ベッドベッドベッドベッド、、、、車椅子車椅子車椅子車椅子のののの
取取取取りりりり上上上上げをげをげをげを中止中止中止中止することすることすることすること。。。。

　　　　要支援要支援要支援要支援１１１１とととと２２２２及及及及びびびび要介護要介護要介護要介護１１１１といったといったといったといった軽度者軽度者軽度者軽度者にににに対対対対するするするする福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具のののの貸与貸与貸与貸与についてはについてはについてはについては、、、、制度制度制度制度
のののの見直見直見直見直しによりしによりしによりしにより基本的基本的基本的基本的にはにはにはには保険給付保険給付保険給付保険給付のののの対象外対象外対象外対象外となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。ただしただしただしただし、、、、軽度者軽度者軽度者軽度者のののの方方方方がががが一律一律一律一律
にににに給付対象外給付対象外給付対象外給付対象外になるというものではなくになるというものではなくになるというものではなくになるというものではなく、、、、認定調査認定調査認定調査認定調査においてにおいてにおいてにおいて特殊寝台特殊寝台特殊寝台特殊寝台にあってはにあってはにあってはにあっては「「「「日常日常日常日常
的的的的にににに起起起起きききき上上上上がりががりががりががりが困難困難困難困難であるであるであるである」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「日常的日常的日常的日常的にににに寝返寝返寝返寝返りがりがりがりが困難困難困難困難であるであるであるである」」」」方方方方などなどなどなど、、、、そのそのそのその
状況状況状況状況にににに応応応応じてじてじてじて真真真真にににに必要必要必要必要であるとであるとであるとであると判断判断判断判断されたされたされたされた場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき給付給付給付給付のののの対象対象対象対象とされとされとされとされ
ておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、車椅子車椅子車椅子車椅子のののの場合場合場合場合でででで「「「「日常生活範囲日常生活範囲日常生活範囲日常生活範囲におけるにおけるにおけるにおける移動移動移動移動のののの支援支援支援支援がががが特特特特にににに必要必要必要必要とととと認認認認
められるめられるめられるめられる｣｣｣｣方方方方についてはについてはについてはについては、、、、担当担当担当担当ののののケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーのののの判断判断判断判断によりによりによりにより、、、、対象対象対象対象となるとなるとなるとなる場合場合場合場合があるがあるがあるがある
とされていますとされていますとされていますとされています。。。。現在現在現在現在のところのところのところのところ特特特特ににににトラブルトラブルトラブルトラブルもなくもなくもなくもなく、、、、適切適切適切適切にににに運用運用運用運用されているとされているとされているとされていると思思思思っていっていっていってい
ますのでますのでますのでますので、、、、本市本市本市本市としてはとしてはとしてはとしては独自独自独自独自にににに特別特別特別特別なななな対応対応対応対応をするをするをするをする考考考考えはありませんえはありませんえはありませんえはありません。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部

4444 国保料国保料国保料国保料のののの引引引引きききき上上上上げをおこなわないこげをおこなわないこげをおこなわないこげをおこなわないこ
とととと。。。。国保料国保料国保料国保料のののの滞納者滞納者滞納者滞納者へのへのへのへの制裁措置制裁措置制裁措置制裁措置をやをやをやをや
めめめめ、、、、短期保険証短期保険証短期保険証短期保険証をををを本来本来本来本来のののの保険証保険証保険証保険証にににに戻戻戻戻すすすす
ことことことこと。。。。

　　　　少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化のののの急速急速急速急速なななな進行進行進行進行によるによるによるによる医療費医療費医療費医療費のののの増加増加増加増加、、、、景気景気景気景気のののの低迷及低迷及低迷及低迷及びびびび無職者無職者無職者無職者やややや低所得者低所得者低所得者低所得者がががが多多多多
いといういといういといういという構造的構造的構造的構造的なななな問題問題問題問題によるによるによるによる保険料収入保険料収入保険料収入保険料収入のののの減少減少減少減少によりによりによりにより、、、、本市本市本市本市のののの国保会計国保会計国保会計国保会計はははは毎年赤字決算毎年赤字決算毎年赤字決算毎年赤字決算
がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。平成平成平成平成１７１７１７１７年度決算年度決算年度決算年度決算においてはにおいてはにおいてはにおいては単年度収支単年度収支単年度収支単年度収支ではではではでは３３３３億円弱億円弱億円弱億円弱のののの赤字決算赤字決算赤字決算赤字決算とととと
なっておりなっておりなっておりなっており、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度についてもについてもについてもについても赤字赤字赤字赤字になるものとになるものとになるものとになるものと見込見込見込見込んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。このようなこのようなこのようなこのような厳厳厳厳
しいしいしいしい財政状況財政状況財政状況財政状況のののの中中中中でででで、、、、伸伸伸伸びつづけるびつづけるびつづけるびつづける医療費医療費医療費医療費をををを賄賄賄賄うためにはうためにはうためにはうためには、、、、保険料率保険料率保険料率保険料率をををを据据据据ええええ置置置置くことはくことはくことはくことは
困難困難困難困難であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。
　「　「　「　「短期被保険者証短期被保険者証短期被保険者証短期被保険者証」」」」はははは、、、、保険料保険料保険料保険料をををを滞納滞納滞納滞納しているしているしているしている世帯世帯世帯世帯のののの被保険者証被保険者証被保険者証被保険者証についてについてについてについて、、、、通例定通例定通例定通例定めめめめ
るるるる期日期日期日期日よりよりよりより短短短短いいいい期日期日期日期日をををを定定定定めることができるものでありめることができるものでありめることができるものでありめることができるものであり、、、、そのそのそのその更新更新更新更新はははは通常窓口通常窓口通常窓口通常窓口でででで行行行行なうこなうこなうこなうこ
とにしていますのでとにしていますのでとにしていますのでとにしていますので、、、、滞納者滞納者滞納者滞納者とととと接触接触接触接触するするするする機会機会機会機会がががが増増増増ええええ、、、、保険料保険料保険料保険料のののの収納収納収納収納についてはについてはについてはについては非常非常非常非常にににに有有有有
効効効効なものとなものとなものとなものと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。国民健康保険制度国民健康保険制度国民健康保険制度国民健康保険制度はははは「「「「相互扶助相互扶助相互扶助相互扶助」」」」のののの社会保障制度社会保障制度社会保障制度社会保障制度でありでありでありであり、、、、負負負負
担担担担のののの公平性公平性公平性公平性をををを維持維持維持維持するためにはするためにはするためにはするためには、「、「、「、「短期被保険者証短期被保険者証短期被保険者証短期被保険者証」」」」はははは必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。
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5555 後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度をををを運営運営運営運営するするするする広域連広域連広域連広域連
合合合合はははは、、、、住民住民住民住民がががが運営運営運営運営にににに参加参加参加参加しにくいしにくいしにくいしにくい制度制度制度制度
であるであるであるである。。。。民主的民主的民主的民主的なななな運営運営運営運営をおこないをおこないをおこないをおこない、、、、高高高高
齢者齢者齢者齢者のののの所得実態所得実態所得実態所得実態にににに応応応応じたじたじたじた保険料保険料保険料保険料のののの認定認定認定認定
をすることをすることをすることをすること。。。。

　　　　後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度はははは、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの運営参加運営参加運営参加運営参加についてについてについてについて法的法的法的法的なななな位置位置位置位置づけはありませんづけはありませんづけはありませんづけはありません
がががが、、、、被保険者被保険者被保険者被保険者のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく場場場場はははは必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、今後広域連合今後広域連合今後広域連合今後広域連合のののの中中中中でででで検討検討検討検討ささささ
れるものとれるものとれるものとれるものと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。本市本市本市本市といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、働働働働きかけていきたいときかけていきたいときかけていきたいときかけていきたいと
思思思思いますいますいますいます。。。。
　　　　このこのこのこの制度制度制度制度はははは、、、、国国国国・・・・県市町村県市町村県市町村県市町村からのからのからのからの公費公費公費公費：：：：約約約約５５５５割割割割、、、、現役世代現役世代現役世代現役世代からのからのからのからの支援金支援金支援金支援金：：：：約約約約４４４４割割割割、、、、高高高高
齢者齢者齢者齢者からのからのからのからの保険料保険料保険料保険料：：：：１１１１割割割割をををを財源財源財源財源としてとしてとしてとして運営運営運営運営されることとなっていますされることとなっていますされることとなっていますされることとなっています。。。。保険料率保険料率保険料率保険料率のののの決定決定決定決定
及及及及びびびび賦課賦課賦課賦課についてはについてはについてはについては広域連合広域連合広域連合広域連合がががが行行行行うこととされておりうこととされておりうこととされておりうこととされており、、、、保険料保険料保険料保険料のののの算定算定算定算定をををを行行行行うにあたってうにあたってうにあたってうにあたって
はははは地域地域地域地域にににに実情実情実情実情をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて決定決定決定決定されるものとされるものとされるものとされるものと伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。
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6666 一般世帯一般世帯一般世帯一般世帯とととと著著著著しいしいしいしい格差格差格差格差のののの解消解消解消解消とととと生存権生存権生存権生存権
のののの保障保障保障保障のためにのためにのためにのために、、、、国国国国にににに生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費のののの引引引引
きききき上上上上げげげげ、、、、夏期手当夏期手当夏期手当夏期手当のののの新設新設新設新設、、、、老齢加算老齢加算老齢加算老齢加算のののの
復活復活復活復活、、、、母子加算母子加算母子加算母子加算のののの継続継続継続継続をををを求求求求めることめることめることめること。。。。
当面当面当面当面、、、、独自独自独自独自のののの措置措置措置措置としてとしてとしてとして、、、、夏期手当夏期手当夏期手当夏期手当、、、、
年末手当年末手当年末手当年末手当はははは一人一人一人一人５５５５，，，，００００００００００００円円円円にににに増額増額増額増額すすすす
ることることることること。。。。

　　　　生活保護基準及生活保護基準及生活保護基準及生活保護基準及びびびび各種加算各種加算各種加算各種加算のののの改正改正改正改正につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて数値的数値的数値的数値的なななな根拠根拠根拠根拠のののの下下下下にににに専専専専
門機関門機関門機関門機関でででで慎重慎重慎重慎重にににに審議審議審議審議、、、、決定決定決定決定されたものでありされたものでありされたものでありされたものであり、、、、根拠数値根拠数値根拠数値根拠数値をををを持持持持たないたないたないたない自治体自治体自治体自治体としてはとしてはとしてはとしては、、、、要要要要
望望望望することがすることがすることがすることが困難困難困難困難であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、独自独自独自独自のののの措置措置措置措置としてとしてとしてとして支給支給支給支給しているしているしているしている夏期夏期夏期夏期・・・・冬期見舞金冬期見舞金冬期見舞金冬期見舞金はははは、、、、各種事業各種事業各種事業各種事業・・・・補助金等補助金等補助金等補助金等のののの見見見見
直直直直しをしをしをしを行行行行っているっているっているっている本市本市本市本市のののの厳厳厳厳しいしいしいしい財政状況財政状況財政状況財政状況のののの中中中中にあってにあってにあってにあって、、、、現行現行現行現行のののの支給基準支給基準支給基準支給基準のののの維持維持維持維持にににに努努努努めてめてめてめて
いるところでありいるところでありいるところでありいるところであり、、、、増額増額増額増額はははは困難困難困難困難ですですですです。。。。
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左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

7777 障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法にににに苦苦苦苦しむしむしむしむ障害者障害者障害者障害者とととと家家家家
族族族族をををを財政支援財政支援財政支援財政支援することすることすることすること。。。。 　　　　障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法はははは、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある方方方方のののの社会参加社会参加社会参加社会参加、、、、自立自立自立自立したしたしたした地域生活地域生活地域生活地域生活のののの推進推進推進推進をををを図図図図るたるたるたるた

めめめめ、、、、福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの体系体系体系体系をををを再構築再構築再構築再構築するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、そのそのそのその方向方向方向方向でででで引引引引きききき続続続続きききき取取取取りりりり組組組組むべきもむべきもむべきもむべきも
のとのとのとのと考考考考えますえますえますえます。。。。またまたまたまた同時同時同時同時にににに、、、、制度制度制度制度をををを持続可能持続可能持続可能持続可能なものとするためなものとするためなものとするためなものとするため、、、、よりよりよりより幅広幅広幅広幅広いいいい層層層層からのからのからのからの負負負負
担担担担をををを求求求求めることにされたものとめることにされたものとめることにされたものとめることにされたものと考考考考えておりえておりえておりえており、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ないものとないものとないものとないものと思思思思いますいますいますいます。。。。
　　　　しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、変化変化変化変化がががが急激急激急激急激だったためだったためだったためだったため、、、、利用者利用者利用者利用者、、、、事業者事業者事業者事業者などなどなどなど多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々からのからのからのからの要望要望要望要望をををを
受受受受けけけけ、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて、、、、利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる軽減軽減軽減軽減、、、、事業者事業者事業者事業者にににに対対対対するするするする激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置、、、、緊急的緊急的緊急的緊急的
なななな経過措置経過措置経過措置経過措置をををを実施実施実施実施することとなっておりすることとなっておりすることとなっておりすることとなっており、、、、時機時機時機時機をををを得得得得たたたた対応対応対応対応であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。本市本市本市本市におにおにおにお
いてはいてはいてはいては、、、、今後今後今後今後もももも制度制度制度制度をよりよくしていくためをよりよくしていくためをよりよくしていくためをよりよくしていくため、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて国国国国、、、、県県県県へのへのへのへの働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行
なってまいりたいとなってまいりたいとなってまいりたいとなってまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。
　　　　若草学園若草学園若草学園若草学園のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担についてはについてはについてはについては、、、、自立支援法自立支援法自立支援法自立支援法のののの施行施行施行施行によりによりによりにより低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯をををを中心中心中心中心にににに負担負担負担負担
がががが増大増大増大増大することからすることからすることからすることから、、、、本市本市本市本市ではではではでは市民税非課税世帯市民税非課税世帯市民税非課税世帯市民税非課税世帯についてについてについてについて、、、、独自独自独自独自のののの負担上限額負担上限額負担上限額負担上限額をををを設設設設けてけてけてけて
負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図っておりますっておりますっておりますっております。。。。
　　　　なおなおなおなお、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度からからからから利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担のののの上限上限上限上限をををを現行現行現行現行のののの１１１１////４４４４にににに引引引引きききき下下下下げるげるげるげる制度改正制度改正制度改正制度改正がががが示示示示ささささ
れておりれておりれておりれており、、、、そのそのそのその改正改正改正改正をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて対応対応対応対応しますしますしますします。。。。
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8888 子育子育子育子育てててて世代世代世代世代のののの不安定雇用不安定雇用不安定雇用不安定雇用のののの問題問題問題問題やややや福祉福祉福祉福祉
制度制度制度制度のののの遅遅遅遅れれれれ・・・・後退後退後退後退があるなかがあるなかがあるなかがあるなか、、、、次世代次世代次世代次世代
育成行動計画育成行動計画育成行動計画育成行動計画とととと整合性整合性整合性整合性をををを持持持持たせながたせながたせながたせなが
らららら、、、、安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育てができるてができるてができるてができる環境環境環境環境づくづくづくづく
りとりとりとりと少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策をををを強強強強めていくことめていくことめていくことめていくこと。。。。

　　　　本市本市本市本市ではではではでは少子化少子化少子化少子化のののの流流流流れをれをれをれを変変変変えるためえるためえるためえるため、「、「、「、「鳥取市次世代育成行動計画鳥取市次世代育成行動計画鳥取市次世代育成行動計画鳥取市次世代育成行動計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、子子子子どどどど
もをもをもをもを産産産産みみみみ育育育育てやすいてやすいてやすいてやすい環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。
　　　　少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策はははは国国国国のののの主要施策主要施策主要施策主要施策でありでありでありであり、、、、またまたまたまた人口増加対策人口増加対策人口増加対策人口増加対策のののの柱柱柱柱でもありますのででもありますのででもありますのででもありますので、、、、国国国国のののの方方方方
針針針針ともともともとも整合性整合性整合性整合性をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、総合的総合的総合的総合的なななな対策対策対策対策をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部

1)1)1)1) 現行現行現行現行のののの保育料引保育料引保育料引保育料引きききき下下下下げげげげ措置措置措置措置はははは０８０８０８０８年度年度年度年度
以降以降以降以降もももも引引引引きききき続続続続きおこなうこときおこなうこときおこなうこときおこなうこと。。。。 　　　　保育料保育料保育料保育料はははは平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから３３３３才未満児才未満児才未満児才未満児はははは国基準国基準国基準国基準のののの約約約約７０７０７０７０％、％、％、％、３３３３才以上児才以上児才以上児才以上児はははは国基準国基準国基準国基準のののの約約約約

８０８０８０８０％％％％にににに軽減軽減軽減軽減していますしていますしていますしています。。。。
　　　　仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立のののの支援策支援策支援策支援策であるであるであるである保育料保育料保育料保育料のののの軽減軽減軽減軽減はははは、、、、今後今後今後今後もももも国基準国基準国基準国基準のののの改定改定改定改定もももも見見見見ながらながらながらながら、、、、
対応対応対応対応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部

2)2)2)2) 私立幼稚園就園奨励金私立幼稚園就園奨励金私立幼稚園就園奨励金私立幼稚園就園奨励金のののの対象対象対象対象をををを国基準国基準国基準国基準
までまでまでまで引引引引きききき上上上上げることげることげることげること。。。。 　　　　私立幼稚園就園奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金私立幼稚園就園奨励費補助金はははは、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年にににに第第第第４４４４階層階層階層階層をををを引引引引きききき上上上上げましたげましたげましたげました。。。。補助対象補助対象補助対象補助対象

のののの所得限度額所得限度額所得限度額所得限度額のののの引引引引きききき上上上上げについてはげについてはげについてはげについては、、、、定率減税定率減税定率減税定率減税のののの廃止廃止廃止廃止のののの影響額等影響額等影響額等影響額等もももも勘案勘案勘案勘案しながらしながらしながらしながら検討検討検討検討しししし
たいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部

3)3)3)3) 一時保育一時保育一時保育一時保育、、、、延長保育延長保育延長保育延長保育、、、、休日保育休日保育休日保育休日保育などのなどのなどのなどの
特別保育特別保育特別保育特別保育のののの充実充実充実充実をををを全市的全市的全市的全市的にににに図図図図ることることることること。。。。 　　　　特別保育特別保育特別保育特別保育をををを全園全園全園全園でででで一律一律一律一律にににに実施実施実施実施することはすることはすることはすることは困難困難困難困難ですがですがですがですが、、、、各園各園各園各園ののののニーズニーズニーズニーズをををを把握把握把握把握しながらしながらしながらしながら対対対対

応応応応していきますしていきますしていきますしていきます。。。。
福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部
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左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

4)4)4)4) 学童保育学童保育学童保育学童保育のののの運営運営運営運営はははは行政行政行政行政がががが責任責任責任責任をもつこをもつこをもつこをもつこ
とととと。。。。大規模大規模大規模大規模ななななクラブクラブクラブクラブにににに対対対対してはしてはしてはしては早急早急早急早急にににに
専用施設専用施設専用施設専用施設をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、児童数児童数児童数児童数のののの適正化適正化適正化適正化をををを
図図図図ることることることること。。。。またまたまたまた、、、、対象年齢対象年齢対象年齢対象年齢のののの拡大拡大拡大拡大やややや保保保保
育時間育時間育時間育時間のののの延長延長延長延長などになどになどになどに対対対対してしてしてして、、、、市市市市としてとしてとしてとして
援助援助援助援助することすることすることすること。。。。

　　　　本市本市本市本市ではではではでは平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度においてにおいてにおいてにおいて４８４８４８４８小学校区中小学校区中小学校区中小学校区中３３３３３３３３小学校区小学校区小学校区小学校区でででで放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブをををを開開開開
設設設設しておりしておりしておりしており、、、、現在未設置校区現在未設置校区現在未設置校区現在未設置校区のうちのうちのうちのうち湖山小学校湖山小学校湖山小学校湖山小学校をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする数校区数校区数校区数校区でででで、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方とととと
連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブのののの新設新設新設新設にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。開設開設開設開設にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、
設置場所設置場所設置場所設置場所やややや指導員指導員指導員指導員のののの確保確保確保確保、、、、運営運営運営運営にあたるにあたるにあたるにあたる保護者会保護者会保護者会保護者会のののの組織組織組織組織などなどなどなど様様様様々々々々なななな課題課題課題課題がありますががありますががありますががありますが、、、、
今後今後今後今後もももも保護者保護者保護者保護者とととと連携連携連携連携しししし市市市市のののの責任責任責任責任のもとにのもとにのもとにのもとに準備準備準備準備のののの整整整整ったったったった校区校区校区校区からからからから順次開設順次開設順次開設順次開設していくしていくしていくしていく計画計画計画計画とととと
していますしていますしていますしています。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、国国国国ではではではでは平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度よりよりよりより「「「「放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもどもプランプランプランプラン」」」」をををを創設創設創設創設するするするする方向方向方向方向でででで検討検討検討検討しておしておしておしてお
りりりり、、、、このこのこのこの中中中中でででで７１７１７１７１名以上名以上名以上名以上のののの大規模大規模大規模大規模クラブクラブクラブクラブについてはについてはについてはについては、、、、３３３３年間年間年間年間のののの経過措置後経過措置後経過措置後経過措置後、、、、補助補助補助補助をををを廃止廃止廃止廃止
するするするする方針方針方針方針をををを打打打打ちちちち出出出出しましたしましたしましたしました。。。。このためこのためこのためこのため今後大規模今後大規模今後大規模今後大規模クラブクラブクラブクラブについてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその分割分割分割分割をををを含含含含めめめめ規規規規
模模模模のののの適正化適正化適正化適正化をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその中中中中でででで必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ専用施設専用施設専用施設専用施設のののの建設建設建設建設についてもについてもについてもについても検討検討検討検討してしてしてして
いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。
　　　　入級対象年齢入級対象年齢入級対象年齢入級対象年齢をををを拡大拡大拡大拡大するにあたってはするにあたってはするにあたってはするにあたっては、、、、児童児童児童児童のののの健全育成上健全育成上健全育成上健全育成上、、、、慎重慎重慎重慎重にににに判断判断判断判断するするするする必要必要必要必要があがあがあがあ
るとるとるとると考考考考えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、保育時間保育時間保育時間保育時間のののの延長延長延長延長についてはについてはについてはについては、、、、開設場所開設場所開設場所開設場所のののの管理管理管理管理やややや指導員指導員指導員指導員のののの確保等確保等確保等確保等をををを
含含含含めめめめ、、、、そのそのそのその対応対応対応対応はははは各各各各クラブクラブクラブクラブのののの判断判断判断判断にににに委委委委ねていますねていますねていますねています。。。。またまたまたまた、、、、これらのこれらのこれらのこれらの措置措置措置措置についてについてについてについて必要必要必要必要とととと
なるなるなるなる財源財源財源財源はははは国県国県国県国県のののの補助制度補助制度補助制度補助制度をををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり支援支援支援支援していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えていまえていまえていまえていま
すすすす。。。。

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会

5)5)5)5) 乳幼児医療費助成制度乳幼児医療費助成制度乳幼児医療費助成制度乳幼児医療費助成制度はははは、、、、市独自市独自市独自市独自のののの施施施施
策策策策としてとしてとしてとして、、、、通院通院通院通院をををを就学前就学前就学前就学前までまでまでまで広広広広げるこげるこげるこげるこ
とととと。。。。またまたまたまた、、、、入院入院入院入院はははは小学生小学生小学生小学生のののの入院費入院費入院費入院費のののの一一一一
部部部部をををを助成助成助成助成するするするする制度制度制度制度をををを新設新設新設新設することすることすることすること。。。。

　　　　子育子育子育子育てにてにてにてに伴伴伴伴うううう医療費医療費医療費医療費のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減のためのためのためのため、、、、鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県とととと市町村市町村市町村市町村がががが協調協調協調協調してしてしてして、、、、特別医療費助成特別医療費助成特別医療費助成特別医療費助成
制度制度制度制度をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、通院通院通院通院にににに係係係係るるるる医療費医療費医療費医療費についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年４４４４月月月月からからからから助成対象年齢助成対象年齢助成対象年齢助成対象年齢
をををを４４４４歳未満歳未満歳未満歳未満からからからから５５５５歳未満歳未満歳未満歳未満にににに拡大拡大拡大拡大しておりしておりしておりしており、、、、入院入院入院入院にににに係係係係るるるる医療費医療費医療費医療費についてはについてはについてはについては、、、、小学校就学前小学校就学前小学校就学前小学校就学前
までのまでのまでのまでの小児小児小児小児をををを対象対象対象対象としていますとしていますとしていますとしています。。。。県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月からからからから通院通院通院通院のののの対象年齢対象年齢対象年齢対象年齢をををを
拡大拡大拡大拡大しししし、、、、就学前就学前就学前就学前までまでまでまで引引引引きききき上上上上げるげるげるげる方針方針方針方針をををを示示示示されたところでありされたところでありされたところでありされたところであり、、、、県県県県ともともともとも協議協議協議協議をををを重重重重ねねねね、、、、実現実現実現実現
をめざしたいとをめざしたいとをめざしたいとをめざしたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。なおなおなおなお、、、、小学生小学生小学生小学生のののの入院費入院費入院費入院費のののの一部一部一部一部をををを助成助成助成助成についてはについてはについてはについては、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい
財政状況財政状況財政状況財政状況にあるにあるにあるにある中中中中でででで、、、、市独自市独自市独自市独自でででで実施実施実施実施することはすることはすることはすることは困難困難困難困難であるとであるとであるとであると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部
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認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園はははは、、、、現状現状現状現状のののの保育環境保育環境保育環境保育環境のののの低低低低
下下下下をををを招招招招きききき、、、、保育料保育料保育料保育料のののの負担能力負担能力負担能力負担能力でででで子子子子どもどもどもども
たちのたちのたちのたちの受受受受けるけるけるける保育保育保育保育にににに格差格差格差格差がががが生生生生まれるなまれるなまれるなまれるな
どのどのどのどの問題点問題点問題点問題点がありがありがありがあり、、、、導入導入導入導入はははは慎重慎重慎重慎重をををを期期期期すすすす
ことことことこと。。。。

　　　　保育園保育園保育園保育園とととと幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの機能機能機能機能をあわせもつをあわせもつをあわせもつをあわせもつ、「、「、「、「認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園」」」」はははは従来従来従来従来のののの認可制度認可制度認可制度認可制度のののの枠組枠組枠組枠組みのみのみのみの
中中中中でででで運用運用運用運用されるものであるためされるものであるためされるものであるためされるものであるため、、、、本市本市本市本市にとってにとってにとってにとって最最最最もももも有利有利有利有利となるとなるとなるとなる方法方法方法方法でででで実施実施実施実施できるようできるようできるようできるよう検検検検
討討討討しておりますしておりますしておりますしております。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部

・・・・ 就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育をすべてのをすべてのをすべてのをすべての子子子子どもにどもにどもにどもに保障保障保障保障でででで
きるきるきるきる環境環境環境環境をををを整備整備整備整備することすることすることすること。。。。またまたまたまた、、、、保育保育保育保育
料料料料はははは所得所得所得所得のののの実態実態実態実態にににに応応応応じたものにするこじたものにするこじたものにするこじたものにするこ
とととと。。。。

　　　　国国国国のののの定定定定めるめるめるめる「「「「保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針保育所保育指針」」」」はははは「「「「幼稚園教育要領幼稚園教育要領幼稚園教育要領幼稚園教育要領」」」」ががががベースベースベースベースとなっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、基本的基本的基本的基本的
にはにはにはには整合性整合性整合性整合性がががが取取取取られておりますられておりますられておりますられております。。。。
　　　　現在策定中現在策定中現在策定中現在策定中のののの「「「「鳥取市保育基本方針鳥取市保育基本方針鳥取市保育基本方針鳥取市保育基本方針」」」」にもにもにもにも、、、、幼保連携幼保連携幼保連携幼保連携のののの視点視点視点視点をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育
のののの一貫性一貫性一貫性一貫性のののの確保確保確保確保にににに努努努努めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。保育料保育料保育料保育料についてもについてもについてもについても国基準国基準国基準国基準のののの改定改定改定改定もももも見極見極見極見極めめめめ、、、、対応対応対応対応しましましましま
すすすす。。。。

福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部
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左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

1111 小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のののの全学年全学年全学年全学年でででで３０３０３０３０人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級
をすすめることをすすめることをすすめることをすすめること。。。。 　　　　きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな指導指導指導指導やややや基礎学力基礎学力基礎学力基礎学力のののの定着定着定着定着などなどなどなど、、、、様様様様々々々々なななな教育効果教育効果教育効果教育効果がががが期待期待期待期待できるできるできるできる３０３０３０３０人学級人学級人学級人学級はははは、、、、

小学校小学校小学校小学校１１１１・・・・２２２２年生及年生及年生及年生及びびびび中学校中学校中学校中学校１１１１年生年生年生年生でででで今後今後今後今後ともともともとも引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。
　　　　しかししかししかししかし、、、、実施実施実施実施にににに当当当当たってたってたってたって、、、、県県県県へへへへ協力金協力金協力金協力金をををを支払支払支払支払うううう方式方式方式方式になっているになっているになっているになっている現状現状現状現状ではではではでは、、、、財政負担財政負担財政負担財政負担
がががが大大大大きいのもきいのもきいのもきいのも事実事実事実事実ですですですです。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、全学年全学年全学年全学年でのでのでのでの３０３０３０３０人学級人学級人学級人学級のののの実施実施実施実施のためにのためにのためにのために、「、「、「、「標準標準標準標準
法法法法」」」」のののの変更変更変更変更をををを県県県県やややや国国国国にににに要望要望要望要望しておりますしておりますしておりますしております。。。。

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会

2222 改正教育基本法改正教育基本法改正教育基本法改正教育基本法のののの具体化具体化具体化具体化にあたってにあたってにあたってにあたって
はははは、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場にににに混乱混乱混乱混乱をきたさないよをきたさないよをきたさないよをきたさないよ
うううう、、、、憲法憲法憲法憲法にににに基基基基づくづくづくづく教育行政教育行政教育行政教育行政をををを推進推進推進推進するするするする
ことことことこと。。。。

　　　　教育基本法教育基本法教育基本法教育基本法のののの成立成立成立成立をををを受受受受けてけてけてけて、、、、今後今後今後今後、、、、学校教育法学校教育法学校教育法学校教育法、、、、社会教育法社会教育法社会教育法社会教育法などのなどのなどのなどの関係法令関係法令関係法令関係法令やややや学習指学習指学習指学習指
導要領導要領導要領導要領のののの改正及改正及改正及改正及びびびび教育振興基本計画教育振興基本計画教育振興基本計画教育振興基本計画のののの策定策定策定策定がががが行行行行われわれわれわれ、、、、教育基本法教育基本法教育基本法教育基本法のののの目的目的目的目的やややや理念理念理念理念をををを具現化具現化具現化具現化
するためのするためのするためのするための具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容やややや方法方法方法方法がががが示示示示されるされるされるされる予定予定予定予定でありますでありますでありますであります。。。。
　　　　今後今後今後今後のののの改正作業改正作業改正作業改正作業をををを注視注視注視注視しししし、、、、的確的確的確的確なななな対応対応対応対応をををを行行行行うことによってうことによってうことによってうことによって学校現場学校現場学校現場学校現場にににに混乱混乱混乱混乱がががが起起起起きないきないきないきない
ようにようにようにように努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会

1111 小規模修繕等契約希望者登録制度小規模修繕等契約希望者登録制度小規模修繕等契約希望者登録制度小規模修繕等契約希望者登録制度のののの事事事事
業者業者業者業者のののの受注機会受注機会受注機会受注機会のののの拡大拡大拡大拡大をすすめるたをすすめるたをすすめるたをすすめるた
めめめめ、、、、契約金額契約金額契約金額契約金額のののの引引引引きききき上上上上げをおこなうこげをおこなうこげをおこなうこげをおこなうこ
とととと。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校、、、、公民館公民館公民館公民館、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設なななな
どどどど公共施設公共施設公共施設公共施設をををを管理管理管理管理するするするする担当課担当課担当課担当課にににに対対対対しししし
てててて、、、、積極的積極的積極的積極的なななな制度制度制度制度のののの適用適用適用適用・・・・推進推進推進推進をををを要請要請要請要請
することすることすることすること。。。。

　　　　小規模修繕等契約希望者登録制度小規模修繕等契約希望者登録制度小規模修繕等契約希望者登録制度小規模修繕等契約希望者登録制度はははは、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１１１１月月月月からからからから同年同年同年同年１２１２１２１２月月月月、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年４４４４
月月月月からからからから平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年３３３３月月月月までのまでのまでのまでの２２２２年間年間年間年間ををををモデルモデルモデルモデル事業事業事業事業としてとしてとしてとして試行実施試行実施試行実施試行実施しておりしておりしておりしており、、、、試行実施試行実施試行実施試行実施
後後後後、、、、２２２２年間年間年間年間のののの実績等実績等実績等実績等をををを検証検証検証検証しししし、、、、契約金額契約金額契約金額契約金額のののの引引引引きききき上上上上げをげをげをげを含含含含めめめめ、、、、検討検討検討検討しますしますしますします。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、本制度本制度本制度本制度についてはについてはについてはについては、、、、関係各課関係各課関係各課関係各課へへへへ周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底しているところでありしているところでありしているところでありしているところであり、、、、今後今後今後今後もももも積極的積極的積極的積極的
なななな活用活用活用活用がががが行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう、、、、要請要請要請要請していきますしていきますしていきますしていきます。。。。

都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部

2222 「「「「地元雇用地元雇用地元雇用地元雇用のののの確保確保確保確保につながるにつながるにつながるにつながる」」」」としてとしてとしてとして
企業立地促進補助金企業立地促進補助金企業立地促進補助金企業立地促進補助金をををを創設創設創設創設しているしているしているしている
がががが、、、、最近最近最近最近、、、、経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略がががが優先優先優先優先しししし、、、、営業譲営業譲営業譲営業譲
渡渡渡渡やややや派遣労働派遣労働派遣労働派遣労働のののの増加増加増加増加がいわれているがいわれているがいわれているがいわれている。。。。
誘致企業誘致企業誘致企業誘致企業へのへのへのへの補助金補助金補助金補助金がががが雇用確保雇用確保雇用確保雇用確保とととと拡大拡大拡大拡大
にににに役立役立役立役立っているかというっているかというっているかというっているかという点点点点でででで、、、、正規正規正規正規・・・・
非正規非正規非正規非正規のののの雇用実態雇用実態雇用実態雇用実態をををを調査調査調査調査することすることすることすること、、、、雇雇雇雇
用拡大用拡大用拡大用拡大のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな要請要請要請要請をおこなをおこなをおこなをおこな
いいいい、、、、社会的社会的社会的社会的なななな責任責任責任責任をををを果果果果たすようにもとたすようにもとたすようにもとたすようにもと
めることめることめることめること。。。。

　　　　本補助金本補助金本補助金本補助金はははは、、、、本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける企業立地企業立地企業立地企業立地をををを促進促進促進促進しししし、、、、産業構造産業構造産業構造産業構造のののの高度化及高度化及高度化及高度化及びびびび雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの拡大拡大拡大拡大
をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的としたものでありますとしたものでありますとしたものでありますとしたものであります。。。。
　　　　補助金補助金補助金補助金をををを交付交付交付交付するにあたってはするにあたってはするにあたってはするにあたっては、、、、補助金補助金補助金補助金のののの交付決定時交付決定時交付決定時交付決定時にににに在職者在職者在職者在職者のののの検査検査検査検査をををを行行行行いいいい交付交付交付交付してしてしてして
いるところでありますいるところでありますいるところでありますいるところであります。。。。またまたまたまた、、、、交付交付交付交付をををを受受受受けたけたけたけた日日日日からからからから１０１０１０１０年間年間年間年間はははは、、、、交付申請交付申請交付申請交付申請にににに係係係係るるるる事業事業事業事業をををを
継続継続継続継続してしてしてして営営営営まなければならないこととしておりまなければならないこととしておりまなければならないこととしておりまなければならないこととしており、、、、違反違反違反違反したしたしたした場合場合場合場合はははは補助金補助金補助金補助金のののの返還返還返還返還をををを命命命命ずるずるずるずる
ことができることとなっていますことができることとなっていますことができることとなっていますことができることとなっています。。。。

経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部

ⅢⅢⅢⅢ．．．．地元企業地元企業地元企業地元企業へのへのへのへの支援支援支援支援とととと雇用確保雇用確保雇用確保雇用確保

ⅡⅡⅡⅡ．．．．教育教育教育教育のののの充実充実充実充実とととと施設整備施設整備施設整備施設整備のののの改善改善改善改善
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左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

1111 広域広域広域広域のののの可燃物処理場可燃物処理場可燃物処理場可燃物処理場のののの建設計画建設計画建設計画建設計画はははは中止中止中止中止
しししし、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの徹底徹底徹底徹底とととと小型焼却炉小型焼却炉小型焼却炉小型焼却炉へへへへ
のののの転換転換転換転換をもとめることをもとめることをもとめることをもとめること。。。。

　　　　平成平成平成平成９９９９年当時年当時年当時年当時、、、、ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類のののの問題問題問題問題がががが深刻化深刻化深刻化深刻化するするするする中中中中、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて「「「「ごみごみごみごみ処理処理処理処理にににに係係係係るるるる
ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類発生防止等類発生防止等類発生防止等類発生防止等ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン」」」」がががが策定策定策定策定されされされされ、、、、ごみごみごみごみ焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設ののののダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類
対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、施設施設施設施設のののの集約化集約化集約化集約化・・・・広域化広域化広域化広域化がががが進進進進められてきましためられてきましためられてきましためられてきました。。。。鳥取県東部鳥取県東部鳥取県東部鳥取県東部１５１５１５１５市町村市町村市町村市町村におにおにおにお
いてもいてもいてもいても、、、、平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年３３３３月月月月にににに「「「「ごみごみごみごみ処理広域化実施計画処理広域化実施計画処理広域化実施計画処理広域化実施計画」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、第第第第１１１１工場工場工場工場（（（（１３０１３０１３０１３０ｔｔｔｔ
／／／／日日日日）、）、）、）、第第第第２２２２工場工場工場工場（（（（２４０２４０２４０２４０ｔ／ｔ／ｔ／ｔ／日日日日））））のののの２２２２施設施設施設施設をををを建設建設建設建設するものとしてするものとしてするものとしてするものとして、、、、第第第第１１１１工場工場工場工場のののの建設候建設候建設候建設候
補地補地補地補地をををを八頭町八頭町八頭町八頭町（（（（旧郡家町旧郡家町旧郡家町旧郡家町））））とととと定定定定めめめめ、、、、地元交渉地元交渉地元交渉地元交渉がががが行行行行われてきましたわれてきましたわれてきましたわれてきました。。。。
　　　　しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、第第第第１１１１工場工場工場工場のののの供用開始供用開始供用開始供用開始がががが大幅大幅大幅大幅にににに遅遅遅遅れるれるれるれる中中中中、、、、既存既存既存既存のののの焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化やややや地地地地
元元元元とのとのとのとの協定協定協定協定によるによるによるによる稼動期限稼動期限稼動期限稼動期限のののの到来到来到来到来、、、、高速道路等高速道路等高速道路等高速道路等ののののインフラインフラインフラインフラのののの整備整備整備整備がががが促進促進促進促進されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、事事事事
業計画業計画業計画業計画をををを総合的総合的総合的総合的にににに見直見直見直見直すすすす必要必要必要必要がががが生生生生じてきましたじてきましたじてきましたじてきました。。。。このようなこのようなこのようなこのような中中中中でででで、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年５５５５月月月月にににに
「「「「可燃物処理施設整備検討委員会可燃物処理施設整備検討委員会可燃物処理施設整備検討委員会可燃物処理施設整備検討委員会」」」」をををを設置設置設置設置しししし、、、、これらのこれらのこれらのこれらの諸課題諸課題諸課題諸課題をををを検討検討検討検討したしたしたした結果結果結果結果、、、、平成平成平成平成１１１１
８８８８年年年年２２２２月月月月にににに「「「「鳥取県東部地域鳥取県東部地域鳥取県東部地域鳥取県東部地域にににに建設建設建設建設するするするする可燃物処理施設可燃物処理施設可燃物処理施設可燃物処理施設はははは、、、、１１１１施設施設施設施設としとしとしとし、、、、施設規模施設規模施設規模施設規模はははは概概概概
ねねねね３６０３６０３６０３６０ｔ／ｔ／ｔ／ｔ／日日日日とすべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきである。」。」。」。」とのとのとのとの報告書報告書報告書報告書がががが提出提出提出提出されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの報告報告報告報告をををを受受受受けてけてけてけて、、、、
同年同年同年同年４４４４月月月月にににに開催開催開催開催されたされたされたされた鳥取県東部広域行政管理組合鳥取県東部広域行政管理組合鳥取県東部広域行政管理組合鳥取県東部広域行政管理組合のののの正副管理者会議正副管理者会議正副管理者会議正副管理者会議においてにおいてにおいてにおいて、、、、報告書報告書報告書報告書
のののの内容内容内容内容がががが承認承認承認承認されるとともにされるとともにされるとともにされるとともに、、、、河原町国英地区河原町国英地区河原町国英地区河原町国英地区をををを建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地とととと定定定定めめめめ、、、、現在現在現在現在、、、、地元関係者地元関係者地元関係者地元関係者
とととと協議協議協議協議をををを行行行行っているところでありますっているところでありますっているところでありますっているところであります。。。。
　　　　ごみごみごみごみ焼却施設焼却施設焼却施設焼却施設ののののダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類のののの排排排排ガスガスガスガス基準基準基準基準はははは、、、、大型炉大型炉大型炉大型炉ほどほどほどほど厳厳厳厳しいしいしいしい基準基準基準基準(*(*(*(*1111))))となってとなってとなってとなって
おりおりおりおり、、、、一定一定一定一定のごみのごみのごみのごみ量量量量をををを焼却焼却焼却焼却するするするする場合場合場合場合のののの大型炉大型炉大型炉大型炉とととと間欠炉数炉間欠炉数炉間欠炉数炉間欠炉数炉のののの総排総排総排総排ガスガスガスガス量量量量はははは変変変変わらないとわらないとわらないとわらないと
仮定仮定仮定仮定すればすればすればすれば(*(*(*(*2222))))、、、、排排排排ガスガスガスガス基準基準基準基準がががが厳厳厳厳しいしいしいしい大型炉大型炉大型炉大型炉でででで焼却焼却焼却焼却したほうがよりしたほうがよりしたほうがよりしたほうがより安全安全安全安全なななな処理方法処理方法処理方法処理方法であであであであ
るとるとるとると言言言言えますえますえますえます。。。。またまたまたまた、、、、広域化施設広域化施設広域化施設広域化施設ではではではでは、、、、ごみをごみをごみをごみを燃料燃料燃料燃料としてとしてとしてとして発電発電発電発電をををを行行行行うことができうことができうことができうことができ、、、、余剰余剰余剰余剰
電力電力電力電力がががが活用活用活用活用できるなどできるなどできるなどできるなど、、、、地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止にもにもにもにも寄与寄与寄与寄与することができますがすることができますがすることができますがすることができますが、、、、小型炉小型炉小型炉小型炉ではではではでは発発発発
電電電電できてもできてもできてもできても施設内施設内施設内施設内でででで消費消費消費消費するするするする程度程度程度程度のののの小電力小電力小電力小電力でありでありでありであり、、、、余剰電力余剰電力余剰電力余剰電力をををを発生発生発生発生させるまでにはさせるまでにはさせるまでにはさせるまでには至至至至りりりり
ませんませんませんません。。。。
　　　　人間人間人間人間がががが生活生活生活生活するするするする上上上上でででで、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても発生発生発生発生するごみはするごみはするごみはするごみは厳厳厳厳しいしいしいしい排排排排ガスガスガスガス基準基準基準基準のもとのもとのもとのもと、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境
にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい広域化施設広域化施設広域化施設広域化施設においてにおいてにおいてにおいて、、、、適切適切適切適切にににに処理処理処理処理すべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきであると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

環境下水道部環境下水道部環境下水道部環境下水道部

　　　　またまたまたまた、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは資源資源資源資源のののの循環循環循環循環をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす一方一方一方一方でででで、、、、過度過度過度過度ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルはははは収集車両収集車両収集車両収集車両のののの増増増増
加加加加にににに伴伴伴伴うううう二酸化炭素等二酸化炭素等二酸化炭素等二酸化炭素等のののの排出増排出増排出増排出増やややや再資源化工場再資源化工場再資源化工場再資源化工場でのでのでのでの電力消費電力消費電力消費電力消費、、、、電力電力電力電力をををを造造造造るためのるためのるためのるための化石燃化石燃化石燃化石燃
料料料料のののの枯渇枯渇枯渇枯渇などをもたらすことにつながりますなどをもたらすことにつながりますなどをもたらすことにつながりますなどをもたらすことにつながります。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの方法方法方法方法はははは、、、、ごみごみごみごみ質質質質やややや量量量量、、、、エネエネエネエネ
ルギールギールギールギー効率効率効率効率、、、、環境効率環境効率環境効率環境効率、、、、経済効率経済効率経済効率経済効率をををを考考考考えながらえながらえながらえながら、、、、マテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル（（（（材料再生材料再生材料再生材料再生））））とととと
サーマルリサイクルサーマルリサイクルサーマルリサイクルサーマルリサイクル（（（（焼却焼却焼却焼却・・・・熱回収熱回収熱回収熱回収））））ををををバランスバランスバランスバランス良良良良くくくく選択選択選択選択すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるものですえるものですえるものですえるものです。。。。
　　　　なおなおなおなお、、、、最最最最もももも重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは、、、、住民一人住民一人住民一人住民一人ひとりがごみのひとりがごみのひとりがごみのひとりがごみの排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制にににに結結結結びつくびつくびつくびつくライフスタイライフスタイライフスタイライフスタイ
ルルルルをををを確立確立確立確立することでありすることでありすることでありすることであり、、、、それらのそれらのそれらのそれらの取組取組取組取組みにみにみにみに本市本市本市本市もももも最大限最大限最大限最大限のののの努力努力努力努力をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考ええええ
ていますていますていますています。。。。
****1111) ) ) ) ９６９６９６９６ｔ／ｔ／ｔ／ｔ／日以上日以上日以上日以上はははは００００．．．．１１１１ngngngng----TEQTEQTEQTEQ////㎥㎥㎥㎥NNNN、、、、４８４８４８４８ｔ／ｔ／ｔ／ｔ／日以上日以上日以上日以上９６９６９６９６ｔ／ｔ／ｔ／ｔ／日未満日未満日未満日未満はははは、、、、１１１１ngngngng----TEQTEQTEQTEQ////
㎥㎥㎥㎥NNNN、、、、４８４８４８４８ｔ／ｔ／ｔ／ｔ／日未満日未満日未満日未満はははは５５５５ngngngng----TEQTEQTEQTEQ////㎥㎥㎥㎥NNNN
****2222) ) ) ) 間欠式運転炉間欠式運転炉間欠式運転炉間欠式運転炉のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、立立立立ちちちち下下下下げげげげ時時時時のののの燃焼燃焼燃焼燃焼はははは、、、、不安定不安定不安定不安定なななな時間帯時間帯時間帯時間帯がありがありがありがあり、、、、不完全燃不完全燃不完全燃不完全燃
焼焼焼焼をををを引引引引きききき起起起起こすこともありこすこともありこすこともありこすこともあり、、、、２４２４２４２４時間連続運転炉時間連続運転炉時間連続運転炉時間連続運転炉にににに比比比比べべべべ、、、、総排総排総排総排ガスガスガスガス量量量量はははは多多多多くなることがくなることがくなることがくなることが
想定想定想定想定されるされるされるされる。。。。
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左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

2222 市民市民市民市民のののの理解理解理解理解とととと協力協力協力協力でででで、、、、ごみのごみのごみのごみの減量化減量化減量化減量化とととと
リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの対策対策対策対策をいっそうをいっそうをいっそうをいっそう強化強化強化強化するするするする
ことことことこと。。。。これにこれにこれにこれに逆行逆行逆行逆行するするするする可燃可燃可燃可燃ごみのごみのごみのごみの有料有料有料有料
化化化化はははは中止中止中止中止することすることすることすること。。。。

　　　　全国自治体全国自治体全国自治体全国自治体のののの半数近半数近半数近半数近くがごみのくがごみのくがごみのくがごみの有料化有料化有料化有料化をををを導入導入導入導入しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその減量効果減量効果減量効果減量効果についてはについてはについてはについては、、、、既既既既
にににに多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体でででで有効有効有効有効であったことがであったことがであったことがであったことが実証実証実証実証されていますされていますされていますされています。。。。
　　　　本市本市本市本市もももも有料化有料化有料化有料化のののの導入導入導入導入にににに併併併併せてせてせてせて減量効果減量効果減量効果減量効果をををを継続的継続的継続的継続的にににに持続持続持続持続させるためさせるためさせるためさせるため、、、、現在現在現在現在までまでまでまで取取取取りりりり組組組組んんんん
できたできたできたできた減量化減量化減量化減量化・・・・再資源化施策再資源化施策再資源化施策再資源化施策やややや、、、、新新新新たにたにたにたに取取取取りりりり組組組組むむむむレジレジレジレジ袋袋袋袋のののの削減運動削減運動削減運動削減運動などなどなどなど、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働
によりによりによりにより、、、、総合的総合的総合的総合的なななな施策施策施策施策としてとしてとしてとして推進推進推進推進していくことがしていくことがしていくことがしていくことが重要重要重要重要とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率のののの向上向上向上向上についてはについてはについてはについては、「、「、「、「第第第第８８８８次鳥取市総合計画次鳥取市総合計画次鳥取市総合計画次鳥取市総合計画のののの実施計画実施計画実施計画実施計画」」」」においにおいにおいにおい
てててて、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの目標値目標値目標値目標値をををを２０２０２０２０％（％（％（％（１７１７１７１７年度年度年度年度１７１７１７１７．．．．４４４４％）％）％）％）とととと定定定定めてめてめてめて取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます
がががが、、、、住民説明会住民説明会住民説明会住民説明会やややや広報活動等広報活動等広報活動等広報活動等をををを実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより、、、、一層一層一層一層のののの分別分別分別分別のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、目目目目
標達成標達成標達成標達成にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強強強強めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。
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1111 同和対策同和対策同和対策同和対策はははは、、、、行政行政行政行政によるによるによるによる差別差別差別差別のののの固定化固定化固定化固定化
となるとなるとなるとなる地区指定地区指定地区指定地区指定はなくしはなくしはなくしはなくし、、、、一般対策一般対策一般対策一般対策にににに
すべてすべてすべてすべて移行移行移行移行しししし、、、、公正公正公正公正なななな行政行政行政行政をおこなうをおこなうをおこなうをおこなう
ことことことこと。。。。

　　　　地区指定地区指定地区指定地区指定につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、同和対策事業同和対策事業同和対策事業同和対策事業をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく上上上上でででで必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、なくするこなくするこなくするこなくするこ
とはとはとはとは考考考考えておりませんえておりませんえておりませんえておりません。。。。またまたまたまた、、、、特別措置法失効後特別措置法失効後特別措置法失効後特別措置法失効後５５５５年経過年経過年経過年経過することやすることやすることやすることや本市本市本市本市のののの厳厳厳厳しいしいしいしい財政財政財政財政
状況状況状況状況などをなどをなどをなどを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、①①①①特別対策特別対策特別対策特別対策によるによるによるによる事業事業事業事業はははは廃止廃止廃止廃止しししし、、、、一般対策一般対策一般対策一般対策へへへへ移行移行移行移行してしてしてして取取取取りりりり組組組組むこむこむこむこ
とととと。。。。②②②②一般対策一般対策一般対策一般対策へのへのへのへの円滑円滑円滑円滑なななな移行移行移行移行をををを図図図図るためるためるためるため、、、、必要必要必要必要なななな施策施策施策施策についてはについてはについてはについては激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置激変緩和措置もももも考慮考慮考慮考慮
することすることすることすること。。。。③③③③人権人権人権人権・・・・同和教育同和教育同和教育同和教育やややや啓発啓発啓発啓発はははは、、、、引引引引きききき続続続続きききき積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むことなどをむことなどをむことなどをむことなどを基本方針基本方針基本方針基本方針
としてとしてとしてとして策定策定策定策定するするするする「「「「第第第第４４４４次鳥取市同和対策総合計画次鳥取市同和対策総合計画次鳥取市同和対策総合計画次鳥取市同和対策総合計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき同和行政同和行政同和行政同和行政をををを推進推進推進推進していきましていきましていきましていきま
すすすす。。。。

人権政策監人権政策監人権政策監人権政策監

2222 同和保育同和保育同和保育同和保育・・・・同和教育同和教育同和教育同和教育はははは中止中止中止中止することすることすることすること。。。。
人権教育人権教育人権教育人権教育・・・・人権啓発人権啓発人権啓発人権啓発はははは同和問題同和問題同和問題同和問題をををを中心中心中心中心
とするとするとするとする内容内容内容内容やややや差別問題差別問題差別問題差別問題にににに偏重偏重偏重偏重・・・・矮小化矮小化矮小化矮小化
させることはしないことさせることはしないことさせることはしないことさせることはしないこと。。。。

　　　　本市本市本市本市はははは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな講演会等講演会等講演会等講演会等のののの開催開催開催開催をををを通通通通じてじてじてじて、、、、同和問題同和問題同和問題同和問題、、、、女性女性女性女性、、、、障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人、、、、子子子子どどどど
もももも、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、外国人外国人外国人外国人のののの人権問題人権問題人権問題人権問題、、、、元元元元ハンセンハンセンハンセンハンセン病患者病患者病患者病患者などのなどのなどのなどの病気病気病気病気にににに関関関関するするするする人権問題人権問題人権問題人権問題、、、、個人個人個人個人
プライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護のののの問題問題問題問題などなどなどなど、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな人権問題人権問題人権問題人権問題にににに取取取取りりりり組組組組んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、今後今後今後今後ともあらゆともあらゆともあらゆともあらゆ
るるるる分野分野分野分野のののの人権啓発人権啓発人権啓発人権啓発をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年度中年度中年度中年度中にににに「「「「鳥取市人権施策基鳥取市人権施策基鳥取市人権施策基鳥取市人権施策基
本方針本方針本方針本方針」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、市政全般市政全般市政全般市政全般においてにおいてにおいてにおいて人権人権人権人権のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった行政行政行政行政をををを推進推進推進推進しますしますしますします。（。（。（。（人権推人権推人権推人権推
進課進課進課進課））））
　　　　人権教育人権教育人権教育人権教育につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市民一人市民一人市民一人市民一人ひとりがひとりがひとりがひとりが人権尊重人権尊重人権尊重人権尊重のののの精神精神精神精神のののの涵養涵養涵養涵養をををを図図図図りりりり、、、、人権人権人権人権がががが尊尊尊尊
重重重重されたされたされたされた社会社会社会社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて自主的自主的自主的自主的・・・・主体的主体的主体的主体的なななな取取取取りりりり組組組組みができるようみができるようみができるようみができるよう、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年６６６６月月月月
１１１１日日日日にににに「「「「鳥取市人権教育基本方針鳥取市人権教育基本方針鳥取市人権教育基本方針鳥取市人権教育基本方針」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、人権教育人権教育人権教育人権教育のののの充実充実充実充実・・・・発展発展発展発展のののの方向性方向性方向性方向性をををを定定定定めめめめ、、、、
人権教育人権教育人権教育人権教育をををを推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。今後今後今後今後もこのもこのもこのもこの方針方針方針方針にににに基基基基づきづきづきづき、、、、様様様様々々々々なななな人権問題人権問題人権問題人権問題にににに取取取取りりりり組組組組むものむものむものむもの
ですですですです。。。。((((人権教育課人権教育課人権教育課人権教育課））））
　　　　保育方針保育方針保育方針保育方針につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを検証検証検証検証しししし、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年度中年度中年度中年度中にににに「「「「鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市
同和保育基本方針同和保育基本方針同和保育基本方針同和保育基本方針」」」」をををを見直見直見直見直しししし、、、、国国国国のののの指針指針指針指針とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを図図図図るるるる「「「「鳥取市保育基本方針鳥取市保育基本方針鳥取市保育基本方針鳥取市保育基本方針」」」」をををを策策策策
定定定定しますしますしますします。（。（。（。（児童家庭課児童家庭課児童家庭課児童家庭課））））

人権政策監人権政策監人権政策監人権政策監
福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部

ⅤⅤⅤⅤ．．．．同和行政同和行政同和行政同和行政のののの行政行政行政行政とととと人権施策人権施策人権施策人権施策
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左左左左にににに対対対対するするするする対応方針等対応方針等対応方針等対応方針等 担当部担当部担当部担当部

２００７２００７２００７２００７年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてのについてのについてのについての申申申申しししし入入入入れれれれ回答書回答書回答書回答書（（（（日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団日本共産党鳥取市議会議員団））））
要望項目要望項目要望項目要望項目

1111 市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上とととと市民市民市民市民のののの声声声声をををを市政市政市政市政
にににに生生生生かしかしかしかし、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・教育教育教育教育、、、、介護介護介護介護、、、、市民相市民相市民相市民相
談談談談、、、、地域振興地域振興地域振興地域振興などのなどのなどのなどの職員体制職員体制職員体制職員体制をををを充実充実充実充実すすすす
ることることることること。。。。

　　　　平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度のののの人事異動人事異動人事異動人事異動においてにおいてにおいてにおいて、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける介護介護介護介護・・・・福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする総合的総合的総合的総合的なななな相談窓相談窓相談窓相談窓
口機能口機能口機能口機能やややや介護予防介護予防介護予防介護予防マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント機能機能機能機能をををを担担担担うううう「「「「地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの鳥取地域鳥取地域鳥取地域鳥取地域、、、、南部南部南部南部
地域地域地域地域、、、、西部地域西部地域西部地域西部地域のののの３３３３カカカカ所所所所へのへのへのへの設置設置設置設置、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働のののの推進推進推進推進、、、、自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの策定策定策定策定、、、、自治連自治連自治連自治連
合会合会合会合会、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの充実充実充実充実などをなどをなどをなどを所管所管所管所管するするするする「「「「協働推進課協働推進課協働推進課協働推進課」」」」のののの設置設置設置設置、、、、総合支所総合支所総合支所総合支所のののの総括総括総括総括にににに関関関関
するするするする業務業務業務業務をををを統合統合統合統合・・・・所管所管所管所管するするするする「「「「地域振興室地域振興室地域振興室地域振興室」」」」のののの設置設置設置設置、、、、相談機能相談機能相談機能相談機能とととと広聴機能広聴機能広聴機能広聴機能のののの充実充実充実充実をををを図図図図るたるたるたるた
めのめのめのめの「「「「市民総合相談課市民総合相談課市民総合相談課市民総合相談課」」」」とととと「「「「市民総合相談窓口市民総合相談窓口市民総合相談窓口市民総合相談窓口」」」」のののの設置設置設置設置などなどなどなど、、、、組織機構組織機構組織機構組織機構とととと職員体制職員体制職員体制職員体制のののの見見見見
直直直直しをしをしをしを実施実施実施実施したところですしたところですしたところですしたところです。。。。
　　　　今後今後今後今後もももも、、、、市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスのののの向上向上向上向上とととと市民市民市民市民のののの声声声声をををを市政市政市政市政にににに生生生生かすためのかすためのかすためのかすための組織機構組織機構組織機構組織機構づくりをづくりをづくりをづくりを、、、、柔柔柔柔
軟軟軟軟にににに進進進進めてめてめてめて行行行行きたいときたいときたいときたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

総務部総務部総務部総務部

2222 市政市政市政市政のののの市民参加市民参加市民参加市民参加とととと民主主義民主主義民主主義民主主義をををを確保確保確保確保するするするする
ためにためにためにために、、、、中山間地中山間地中山間地中山間地などのなどのなどのなどの投票所投票所投票所投票所ととととポスポスポスポス
ターターターター掲示場掲示場掲示場掲示場をををを増設増設増設増設することすることすることすること。。。。

　　　　投票所投票所投票所投票所についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年４４４４月月月月のののの投票区域見直投票区域見直投票区域見直投票区域見直しによりしによりしによりしにより、、、、合併後合併後合併後合併後のののの市域全体市域全体市域全体市域全体でででで投投投投
票区票区票区票区のののの区域区域区域区域のののの均衡均衡均衡均衡とととと公平性公平性公平性公平性をををを確保確保確保確保しししし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、交通交通交通交通のののの利便性利便性利便性利便性がよくないがよくないがよくないがよくない地域地域地域地域のののの交通弱者交通弱者交通弱者交通弱者
対策対策対策対策としてとしてとしてとして６６６６投票区投票区投票区投票区をををを増設増設増設増設しししし、、、、現在現在現在現在のののの９２９２９２９２投票区投票区投票区投票区・・・・投票所投票所投票所投票所としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。今後今後今後今後においにおいにおいにおい
てはてはてはては、、、、社会環境社会環境社会環境社会環境のののの変化変化変化変化のののの状況等状況等状況等状況等をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、投票区域投票区域投票区域投票区域についてについてについてについて考考考考えていくこととしておえていくこととしておえていくこととしておえていくこととしてお
りますりますりますります。。。。
　　　　ポスターポスターポスターポスター掲示場掲示場掲示場掲示場についてについてについてについて、、、、そのそのそのその設置数設置数設置数設置数はははは、、、、公職選挙法及公職選挙法及公職選挙法及公職選挙法及びびびび政令政令政令政令によりによりによりにより、、、、投票区投票区投票区投票区のののの有権有権有権有権
者数及者数及者数及者数及びびびび投票区面積投票区面積投票区面積投票区面積にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、、、、１１１１投票区投票区投票区投票区５５５５かかかか所以上所以上所以上所以上１０１０１０１０かかかか所以内所以内所以内所以内のののの基準基準基準基準によりによりによりにより算定算定算定算定ささささ
れれれれ設置設置設置設置するものですするものですするものですするものです。。。。しかししかししかししかし、、、、特別特別特別特別のののの事情事情事情事情があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは総数総数総数総数をををを削減削減削減削減することができるこすることができるこすることができるこすることができるこ
ととなっておりととなっておりととなっておりととなっており、、、、林野林野林野林野のののの多多多多いいいい地域地域地域地域ではではではでは原則一集落一箇所原則一集落一箇所原則一集落一箇所原則一集落一箇所としとしとしとし、、、、市街地市街地市街地市街地においてはあまりにおいてはあまりにおいてはあまりにおいてはあまり
近接近接近接近接しないようにしないようにしないようにしないように削減方針削減方針削減方針削減方針をををを設設設設けておりますけておりますけておりますけております。。。。今後今後今後今後においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢、、、、選挙運動選挙運動選挙運動選挙運動のののの
ありありありあり方等方等方等方等のののの状況状況状況状況のののの変化変化変化変化をみながらをみながらをみながらをみながら、、、、設置場所設置場所設置場所設置場所のののの選定選定選定選定とととと併併併併せてせてせてせて選挙選挙選挙選挙のののの都度検討都度検討都度検討都度検討していきましていきましていきましていきま
すすすす。。。。

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会

3333 まちまちまちまち・・・・地域地域地域地域のののの崩壊崩壊崩壊崩壊とととと地方自治地方自治地方自治地方自治のののの後退後退後退後退とととと
なるなるなるなる道州制道州制道州制道州制にににに反対反対反対反対することすることすることすること。。。。 　　　　現在現在現在現在、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて国国国国とととと地方地方地方地方のののの役割分担役割分担役割分担役割分担についてについてについてについて議論議論議論議論されされされされ、、、、道州制道州制道州制道州制におけるにおけるにおけるにおける新新新新しいしいしいしい政府政府政府政府

像像像像がががが検討検討検討検討されているところですがされているところですがされているところですがされているところですが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、地方分権地方分権地方分権地方分権とととと道州制道州制道州制道州制はははは、、、、相互相互相互相互にににに関連関連関連関連
するするするする問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治のののの後退後退後退後退をををを招招招招かないようかないようかないようかないよう全国市長会全国市長会全国市長会全国市長会、、、、全国特例市連絡協議会等全国特例市連絡協議会等全国特例市連絡協議会等全国特例市連絡協議会等
あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通してしてしてして、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして地方地方地方地方のののの意見意見意見意見をををを十分反映十分反映十分反映十分反映するようするようするようするよう要望要望要望要望していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと
考考考考えていますえていますえていますえています。。。。

総務部総務部総務部総務部

4444 憲法改悪憲法改悪憲法改悪憲法改悪にににに反対反対反対反対しししし、、、、第第第第９９９９条条条条のののの平和理平和理平和理平和理
念念念念、、、、第第第第２５２５２５２５条条条条のののの生存権確保生存権確保生存権確保生存権確保、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治
のののの確立確立確立確立などなどなどなど憲法憲法憲法憲法５５５５原則原則原則原則をををを厳守厳守厳守厳守するようするようするようするよう
にもとめることにもとめることにもとめることにもとめること。。。。またまたまたまた、、、、世界平和都市世界平和都市世界平和都市世界平和都市
宣言宣言宣言宣言とととと非核都市宣言非核都市宣言非核都市宣言非核都市宣言のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを生生生生かしかしかしかし、、、、
被爆被爆被爆被爆・・・・戦争体験戦争体験戦争体験戦争体験のののの継承継承継承継承、、、、平和塔平和塔平和塔平和塔のののの伝承伝承伝承伝承
などなどなどなど市民参画市民参画市民参画市民参画によるによるによるによる非核平和非核平和非核平和非核平和のののの行政行政行政行政をををを
推進推進推進推進することすることすることすること。。。。

　　　　憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正についてはについてはについてはについては、、、、適宜判断適宜判断適宜判断適宜判断しししし、、、、国国国国へへへへ要望要望要望要望していきますしていきますしていきますしていきます。。。。
　　　　平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度にはにはにはには、、、、非核平和都市宣言都市非核平和都市宣言都市非核平和都市宣言都市非核平和都市宣言都市としてとしてとしてとして非核平和思想非核平和思想非核平和思想非核平和思想のののの啓発啓発啓発啓発のためのためのためのため、、、、鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市
非核平和都市宣言推進実行委員会非核平和都市宣言推進実行委員会非核平和都市宣言推進実行委員会非核平和都市宣言推進実行委員会をををを通通通通してしてしてして、、、、鳥取市立中央図書館鳥取市立中央図書館鳥取市立中央図書館鳥取市立中央図書館でのでのでのでの原爆原爆原爆原爆パネルパネルパネルパネル展展展展、、、、市市市市
民折鶴運動民折鶴運動民折鶴運動民折鶴運動、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校でのでのでのでの非核平和講演及非核平和講演及非核平和講演及非核平和講演及びびびび市民団体市民団体市民団体市民団体によるによるによるによる朗読劇朗読劇朗読劇朗読劇のののの上演並上演並上演並上演並びにびにびにびに小中学小中学小中学小中学
校校校校へのへのへのへの平和図書平和図書平和図書平和図書のののの贈呈贈呈贈呈贈呈、、、、平和平和平和平和ビデオビデオビデオビデオのののの購入購入購入購入をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。これからもこれらのこれからもこれらのこれからもこれらのこれからもこれらの啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動
をををを継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施しますしますしますします。。。。

総務部総務部総務部総務部

ⅥⅥⅥⅥ．．．．住民住民住民住民がががが主人公主人公主人公主人公のののの地方自治地方自治地方自治地方自治のののの確立確立確立確立
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