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■ お知らせ ■
「中川健作さんを偲び・
語る会」以下の要領で
開きます。
日にち：９月６日（日）
場所
米子コンベンションセ
ンター
時間：２時～６時
(上記の時間帯のう
ちご都合のいい時
間におこし下さい)
※ 礼服では な く平服
でお気軽にお立ち寄
り下さい。
※詳しくは別紙の案内
をご覧下さい。

５月３０日に中川健作さんがなくなりました。

活かされるように、今から備えておかなけれ

５月の連休前までは、周りがひやひやしなが

ばなりません。そんなに遠くない時期にそれ

らも、ほぼ通常の生活をされていました。

は、やってきます。

それまで、議会の様子を中川さんに報告
したり、アドバイスをもらったりで、「ともに議

●産廃問題

員活動」をしている感じでした。

淀江町に計画されている産業廃棄物処分

もうそれができなくなった今、中川さんが信

場に関して、鳥取県、環境管理事業センター

条としてきた「いのち・人権・平和・環境を何

が計画を進めるにつれて、様々な問題が明

よりも大切にする」「市民派議員を貫く」に改

らかになっています。この計画に対する米子

めて思いをよせ、中川さんの遺志を継ぐべく、

市の市政も、市民の安全・安心を守る立場

様々な問題を見据えていきます。

から見て多くの問題点が見えてきました。

実は、この「かわらばん（議会報告）」を、各
議会ごと皆さんにお届けするということもその

●その他の問題

ひとつですが、現在のところ、その約束は果

大きな予算を伴う、「米子駅自由通路等事

たせてはいません。自戒するとともに、新た

業」や「米子城跡整備事業」も議会でいろい

な気持ちで取り組んでいきますので、今後と

ろ議論されていますが、ともすれば、市民が

もよろしくお願いします。

蚊帳の外に置かれ、「物事が決まってから、
ていねいな説明を受けるだけ」ということに

●原発問題

なりがちです。

川内原発１号機が再稼働され、「原発ゼロ

計画についての情報を市民の皆さんに伝

の暮らし」が１年１１ヶ月で、途切れてしまい

えること、市民の皆さんの声を議会での議論

ました。

の中に反映させることが、重要だと考えます。

中国電力は、島根原発(２号機)の再稼働
に向けて着々と事を進めています。私たち

日常の議員活動、そして、「かわらばん」「市

はその動きを注視し、い ずれ来るであろう

政報告会」「議案検討会」等を通してそれら

「再稼働に対しての是非の判断」時に、まっ

を実践していきたいとおもっています。

とうな答えが出せるように、その声が市政に
この広報紙は、米子市議会政務活動費を使って発行しています
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に対して、賛成討論をしました。

３月議会

議会の役割は、議案、請願、陳情に対して賛

「各個質問」をしました

請があった場合、時間の許す限り応じる。」

た議員のそれぞれの数）で決まります。

と繰り返し言ってきていますが、実際は,

この土地（計画地内の市有地）を産廃処

しかしながら、『よなご市議会だより』に

会いたくない団体等に関しては、いろんな

分場として使用するのは「協定違反」では

は、可否の結果だけは掲載されます

理由をつけて「会わない」という対応をし

ないかとただすと、当局はそれを認めまし

が、どの議員が賛成したのか反対した

てきています。

た。

のかの情報は掲載されません。以前か

今回そのことをただすと、

申すること
②淀江町地域において必要と
認めることについて、市長に意

かこれまで議員の過半数の賛同は得られませ

と認めました。自分の方針、考えに異論を

た。また、米子市は、これまで「この計画

んでした。

唱える人たちと積極的に対話する姿勢が市

は県が進めているものなので、市は第三者

長には求められるはずです。

的立場である」と言い続けてきましたが、

その情報を載せています（P4参照）。これを、

●淀江の地内に計画されている産廃処分場

いわば、計画地内の「大地主」である以上

議会として公式に情報提供してほしいという陳

計画について質問しました。

それは通用しません。

※そういうこともあり、この「かわらばん」では、

情です。

淀江町を初めとする周辺住民のこの計画
に対する不安の声に真摯に対応すべきです。

６月議会

「陳情」討論をしました

が結んでいる安全協定と内容が異なり不十分
「各個質問」をしました

関して、中国電力は立地自治体には事前了解

●５月３０日になくなった中川健作さんの、「米

を求めるのに対し、本市には事前報告が規定

子駅南北一体化事業」についての生前の発言

されているだけである。

を市長に紹介しコメントを求めました。

んだ」という議論なしに、いきさつ上やむを得

ものへの改訂が必要」と言っているが、協議が

ず、県も都市計画道路も整備したこともあり、

進んでいない。また、その協議の内容も明らか

米子市は県からもせかされ、なし崩し的にこ

にされていない。原発特別委員会にその内容

の計画が動き出した。この間、市民の中での
議論は一回もやられていない。
今回は、いい機会。

「陳情」討論をしました
「米子市議会発行の『よなご市議会だより』に各
議委員の議決結果掲載を求める陳情」

に対して採択すべく賛成討論をしました。
この法案の問題点は以下の２点でである
ことを主張しました。
① 時の政権が恣意的に憲法解釈をしたと

「本当にこの駅を、みんなでどういう風につくる

市長は、ことあるごとに「立地自治体と同様な

を報告するように約束させました。

「安全保障関連法案を撤回・反対する陳情

中川健作さんは、このように述べていました。

これでは、島根原発の再稼働の判断の時米
子市民の「意思」が反映されない恐れがある。

これまで、そのことをあいまいにしたま
まこの産廃処分場計画が進められていまし

現在の安全協定は、松江市など立地自治体

なものである。たとえば、島根原発の再稼働に

ようとしています。

「内容によっては、会わないこともある。」

して様々な意見を述べる役割があることは重要

全協定について＞

この土地を、今回、産廃処分場に転用し

ら市民の要望はあったのですが、なぜ

見を述べることができることの二

＜島根原発に関する米子市と中国電力との安

います）

の賛否の表明（賛成した議員、反対し

①市長の諮問に応じて審議、答

で、この役割があることを市長に再確認しました。

●市長の政治姿勢を問いました。
市長は、これまで本会議でも、「面会等要

地域審議会の役割として

特に②について、淀江町の住民が市長に対

外には使用しないという「覚書」を結んで

否の決定をするところです。その可否は各議員

＜地域審議会について＞

つがある。

ことになる。

いうこと
② その政権が、違憲ではないという根拠
として「限定的な集団自衛権行使だから」
ということ
この計画地内には、米子市の市有地が半
分近く存在します。

今までのいきさつをご破算にして、先進地の

この土地は、旧淀江町時代に,一般廃棄

事例なども見て、みんなで議論をすべき。そう

物の処分地として、環境プラント工業(株)

しないと本当に無駄使いになる。とんでもない

に委託管理させていたものです。（それ以

ですが、 何が「限定的」かと言うことに
関して、言葉遊びのような「曖昧さ」があ
るということ
質問の動画は、ＨＰで見ることができます。

http://dokohitoshi.mimoza.jp
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