
 

いつも皆様方のご支援を賜り、厚く感謝申し上げ

ます。活動報告第４号が出来ましたので、ご報告い

たします。     動画はこちらからご覧ください → 

  2 期目の主な役職  （ 平成３０年１２月１７日 ～ 現在 ）       

会派：会派新生 （ 副幹事長・副会計 ） 

委員会：議会広報委員会委員長 文教経済委員会副委員長 

その他：山陰新幹線整備促進鳥取市議会議連盟 会計庶務 

  

         【 令和元年 ９月議会 】             

   「 認知症の方の見守り推進を 」           

問認知症の方が行方不明になった場合、警察を通じて

防災行政無線で情報提供の呼びかけが出来るが、本

市では、「休日は放送しない要綱」と、トリピーメールで

情報があれば「放送しない運用」を行っており問題であ

る。要綱と運用の早期見

直しと、各自治会長への

説明会が必要と考える

がどうか。 

答（市長）防災行政無線

で、行方不明者の情報

を放送する基準などに

ついて、関係者の調整

後、運用要綱の見直し、

その後、速やかに鳥取

市自治連合会を通じて、

説明の場を設けたい。県

警との連携はもとより、

全庁的に取り扱いを整

えるとともに、しっかり周

知徹底を図ることで、よ

り効果的に地域での行

方不明者発見につなげ

ていきたい。 

(令和元年 9/6 日本海新聞) 

 「 認知症地域支援推進員の増員を 」       

問認知症に関し、地域ぐるみの対策や、適切な専門家

につなげる仕組みづくり等を推進する、「認知症地域支

援推進員」が重要な役割を担っているが、なかなか配

置が進んでいない現状である。今後の対策を尋ねる。 

答（市長）高齢者の増加に伴い、認知症はさらに増加

見込みであり、だれでも安心して暮らし続けていける地

域づくりは、本市の重要課題。本市では、地域包括支

援センター拡充の取組を進めており、より地域と密着し

たセンターを目指し、本年 6 月より試行的に委託を開

始している南包括支援センターに続いて、令和 2 年度

は、中央包括支援センター、東包括支援センターの担

当分野の一部を分割再編し、北中、中ノ郷中、東中、

西中の 4 中学校区に新たな委託型センターを設置す

るとともに、気高、鹿野、青谷の西地域も委託型の包括

支援センターとするよう進めている。これにあわせ各包

括支援センターに、認知症地域支援推進員を配置する

など、さらに認知症の方を支える地域づくりに力を入れ

ていきたい。 

 
         【 令和元年 ６月議会 】           

 「 地域経済循環構造を軸に経済施策を 」    

問『地域経済循環構造』を活用して、これまで提案して

きた「お金」の流れに注目した施策に注力いただきた

い。改めて本市の課題をどのように分析しているのか。 

答（経済観光部長）本市の地域経済循環率は、直近の

2013 年は 91.1％、2010 年比で▲2.8 ポイントと、低下

している。これは（生産面の）付加価値額が、第２次産

業で３割減少したことにより、全体で 2010 年から１割

減少したことなどが大きく影響していると考えている。

特に、（分配面の）本社等への流出で▲625 億円、（支

出面の）企業間取引（県外からの材料調達）で▲660

億円などが課題。今後の施策方針として、➀誘致企業

と地元企業のマッチング促進、②1 次産業の高度化と

食品加工業者の立地支援、③観光客の流入を活かし

た生産性向上、④投資需要の拡大などに注力したい。 

 

「貸出を誘発する補助・助成のさらなる拡大を」 

問地域経済循環創造ガイドライン（平成 25 年総務省）

で、『特に、地方公共団体の支援により、地域金融機関

の融資が誘発されることで、「てこの効果」を期待』とさ

れている。改めて地方創生の第 2 ステージの今こそ、

地域で循環するお金をふやす観点から、融資誘発の

為の、これまでの本市の施策の評価について尋ねる。 

答（市長）平成 30 年度の市内企業の制度融資の新規

実行は、397 件の 48.8 億万円（前年比▲66 件、▲14.6

億円）。本市では、制度融資の活用促進のために、日

本政策金融公庫の資金を活用した場合に利子の一部

を補助する制度もある。本年から、働き方改革の応援

資金、事業承継支援資金を創設した。事業承継支援資

金は、償還利子の３分の２、年上限 10 万円の７年間の

補助する本市独自制度で取り組み始めた。今後、必要

な融資制度の創設・拡充をさらに図るとともに、制度融

資を活用する企業の負担軽減のための鳥取市独自の

制度を前向きに検討したい。 

県内の銀行貸出 11.7 億円（Ｈ24）→14.1 億円（Ｈ30）

 

 

「 1 次産業の企業誘致の促進を 」 

問平成 31 年 1 月の地域経済循環分析によると、本市

から 175 億円（2013）のエネルギー代金の流出があ

る。税制改正で平成 31 年度に森林環境税及び森林環

境譲与税が創設され、今まで手つかずの森林にも、本

市が手を入れ、森林資源の活用が進むことを期待して

いる。建材等の木材需要の高まりや、伐採時に発生す

る枝葉や間伐材チップの木質バイオマス燃料への活

用等にも注目が集まっており、地域経済循環の改善に

つながる今後の本市の取り組みについて尋ねる。 

答（市長）本市の豊富な森林資源をどのように活用し、

林業の成長産業化を図るかが課題である。昨年８月に

県東部の１市４町と森林組合、製材・加工事業者によ

る「千代川流域林業成長産業化推進協議会」を立ち上

げ、①５年後の年間素材生産量を今の倍増の 20 万㎥

までふやす、②林業新規就業者を 50 名増加させる、2

つの大きな目標を立て、新たな森林管理システムの構

築や販路拡大、人材の育成に連携して取り組んでい

る。森林フォーラムの開催や、韓国での木製品の市場

調査等を実施し、輸出も視野に、今後も林業の成長産

業化に向けて連携して取り組んでいきたい。 

 

「鳥取港の強みを生かしたさらなる整備要望」 

問木材輸出の増加策を含め、鳥取港の強みを、さらに

しっかり整備し、より活用を図るべきと考える。現在、県

が「鳥取港長期構想」策定を進めており、このタイミン

グでどのような要望をされるのか尋ねる。 

答（副市長）「鳥取港長期構想」は、鳥取港の 20 年、30

年先の物流や人の流れなど、総合的な港湾のビジョン

をまとめるもの。本年 6 月に第２回の検討委員会があ

り、その中で①原木や原材料等の物流拠点の機能強

化、②大型クルーズ船の受け入れ拡大、③観光振興

拠点として接岸の岸壁の整備、④水深の確保などの機

能強化、また、⑤地域経済の振興・発展を目指した要

望を行った。鳥取西道路の開通や、山陰近畿自動車道

の整備が進展する中、鳥取港の機能強化に対する期



待はさらに高まっていくと考えており、引き続き、国の重

要港湾として、麒麟のまち圏域の産業・観光の振興拠

点にふさわしい港湾となるよう、国や県に対し積極的に

要望していきたい。 

 
         【 平成３１年 ２月議会 】           

「 広範囲な低所得者対策と本市の調査を 」 

問本市の生活保護について、平成 29 年度の保護率

は 16.4％、受給者数は 3,162 人とほぼ横ばい。近年全

国で、200 万円・300 万円未満世帯の増加と、500 万円

未満世帯の増加等から、所得格差の拡大が窺える。厚

労省白書で「格差が経済成長にマイナスの影響を及ぼ

す最大の要因は、低所得世帯とその他の世帯の所得

格差であり、最貧層だけでなく所得階層の下位 40％に

影響を及ぼすことも明らかになった。これは貧困対策

だけではなく、より一般的な低所得者対策が必要」と

し、本市の現状把握とその対策が必要ではないか。 

答（市長）マクロ経済の見地からも、さまざまな要因を

分析し、創生総合戦略や第 10 次総合計画の各施策を

強力に進めるためにも、経済動向等をこれから注視

し、鳥取市としての有効な施策を推進していきたい。 

 

「 民間との『玉づくり』で交付金の獲得増を 」 

問本市は、平成 30 年 12 月に中枢中核都市となり、地

方創生推進交付金の上限金額と申請件数が増加。こ

れまでの交付金獲得推移と、獲得するための積極的な

民間との『玉づくり』について、今後の対応を尋ねる。 

答（市長）具体的に、現在、生活交通創生ビジョンの策

定を進める中、スマホによるＱＲコード決済や、デマンド

タクシー・バスなど、全国で取り組みが進められている

先進事例を参考に是非とも進めたい。有利な財源等を

確保し、中枢中核都市としての機能強化を図り、圏域

全体の地方創生を強力に進めていきたい。 

 
         【 平成３０年１２月議会 】          

   「 経世済民としての所得向上策を 」        

問実体経済に「お金」をふやし、しっかり地域循環さ

れ、所得向上・域内消費につながる対策を行なってほ

しい。これまでの本市の経済対策は、どのような点が

所得向上につながり、経世済民の対策だったのか。 

答（市長）所得向上につながる経済対策として、①「有

利な財源を活用した公共投資」、②「積極的な企業誘

致による雇用創出」、③「制度融資メニュー細分化」、④

「成長産業への支援」などを行ってきた。今後も、労働

生産性の向上、人材確保、事業承継に積極的に取り

組み、地域経済全体の底上げを図りたい。 

①「有利な財源を活用した公共投資」 

 
②「積極的な企業誘致による雇用創出」 

 

③「制度融資について」 

・「小口融資」の手続きの迅速化 

・保証料補助と金利助成の拡大 

・「ふるさと融資」（有利な財源）の有効活用 

・企業立地推進補助金の大幅見直し（県の変更） 

・誘致企業側の発注額に合わせた補助率増加など 

④「成長産業への支援」 

近年の誘致企業の立地状況（令和元年 9 月時点） 

 

  「 公共工事の発注額に関連して 」       

問本市の公共工事について、この 20 年間必要な額を

発注できたか。所得増加・域内消費増加の観点から、

最低落札価格の引き上げ等の取組みの確認と、地元

現場にしっかり利幅が残る今後の取り組みを尋ねる。 

答（市長）本市は、経済対策として、これまで①「公共

工事・公共事業の総量の確保」、②「公共工事の早期

発注」、③「計画的な前倒し発注」等を実施してきてい

る。あわせて④「地元業者への優先的な発注」、⑤「最

低制限価格の引き上げ」等の取り組みを継続的に行

い、地元経済の下支えや、活性化を図ってきた。また、

治水事業や、道路事業などの推進は、何よりも安全・

安心な市民生活を確保するために、非常に重要な取り

組み。ミッシングリンク問題や、相次ぐ台風や大雨等々

により、千代川水系の治水対策も強力に進めるため、

国の予算総枠を確保する取り組みを、あらゆる機会を

捉えて、しっかりと取り組んでいく。 

 

         【 平成３０年 ９月議会 】           

「 より行動をおこす情報伝達の整備・支援を 」 

問特に、大雨の際、屋外の防災行政無線の音は聞こ

えないとの声を多く聴く。このため、防災行政無線で流

れる音声を変換して、町内有線で放送する対策をして

いる町内がある。災害時に自分事として命を守る行動

を起こす際、大変有効と思われるこの組みを拡大させ

るため、支援対象にしてはどうか。 

答（市長）近年全国で大きな災害が多発している中、災

害情報の伝達は命を守る行動を促すうえで重要性がま

すます高まっている。時間や場所を問わず停電時でも

起動する防災ラジオ付きの機器の導入研究を進めて

おり、提案内容を含め、できるだけ早い時期に最善策

を見極めたい。 

  
         【 平成３０年 ６月議会 】          

「空家対策計画策定でまちづくり促進を」 

問空家の数は、この 20 年間で約 2 倍となり増加傾向

にある。自治会や町内会による空き家活用の促進や、

リノベーションの推進のためにも、本市も国の有利な財

源が活用できる「空家等対策計画」を、早急に策定が

必要と考えるがどうか。 

答（市長）本市の「空家等対策計画」については、現

在、策定に向けて取り組んでいるところであり、国の有

利な制度も最大限活用しながら、まちの活性化にしっ

かり取り組まなければならないと考えている。 

（注）国の平成 30 年度予算額の空き家対策総合支援事業

は 27 億円。補助率は、公共団体が 1/2、民間事業者等（町

内会含む）が 1/3 で、各自治体で「空家等対策計画」を策定

し活用事例が増加している。 

空き家の現状（総務省・国交省 H25・26 年調査推計） 

 

 


