
３月議会定例会（2月20日～3月22日）が開か
れました。主なものを報告します。

私の各個質問は３月８日４番目でした。
事前の質問予定では、
(1) 島根原子力発電所について
・中国電力と結んでいる安全協定の改定の
必要性についての認識を問う
・就任以来、改定について中国電力とどの
ようなやりとりをしてきたか
・この間の中国電力の３号機の新規制基準
適合性審査請求の動きに関して市長の見解
を問う

(2) 淀江産業廃棄物処分場建設計画について
・２月２３日に開かれた「専門家会議」を
米子市としてどのように評価するか
・次期一般廃棄物最終処分場についての検
討状況、進捗状況について、また米子市の
それに対しての姿勢について問う
・県内においての産業廃棄物管理型最終処
分場の整備の緊急性について問う

でしたが、時間の関係で当日は、産廃問題だけ
に関してのやりとりなりました。

＜当日のやりとり＞
［地下水の問題について］
土光：産廃問題に関して、米子市は、県に対し
てどのような意見を出しているか。

答弁：地下水の影響等地元住民の不安･疑問に
答えてほしい旨である。
土光：地下水の影響等とは具体的には、何か
答弁：①処分場の廃液が遮水シートが破れるこ
とにより漏れ出すのではないか②処分場の地下
水がどの方向に流れるのか、下流の水源地に流
れることはないのかということである。
土光：このような不安･疑問に応えるために県
は２月２３日に専門家価会議を開催した。当日
はどのような議論がなされたか。
答弁：①に関しては専門家の見解は示されたが,
②については議論がされていない。
土光：その通りである。当日、地下水の専門家
が欠席で会議が行われ、議論は全くなかった。
米子市として、このまま（地下水の流れに関

しての議論がされないまま）手続きが進められ
ていくことを見過ごすのか。
答弁：県がどのように今後進めていくか見守っ
ていく。
土光：もともと、産廃処分場は
『水源地の上流には作らない』
という設置条件がある。 地形
を見ると、計画地は明らかに水
源地（福井水源地）の上流に位
置している。それにもかかわら
ず、その場所に計画を進めているのは、調査の
結果、処分場下の地下水は水源地方向には流れ
ないと結論づけているからだ。しかし、その調
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私の各個質問（3月8日）

●「米子市議会常任委員会・会議録等のネッ
ト放映・閲覧を求める陳情」
＜以下の理由で賛成しました＞
①常任委員会のライブ・録画中継について
開かれた議会、議会が何をどのように議論し

ているのかを市民に知らせることは必要なこと
です。
市民の側からも、議会が何をどのように議論

しているのかを知りたいという要望があります。
現状では、平日昼間に開催される委員会を

傍聴することができる市民は限られています。
委員会のライブ・録画中継によって、多くの

市民がその様子を見ることができるようになり
ます。
実現のためには、その実施方法の検討、施設

の改修のための予算の計上が必要になりますが、
この陳情を採択することにより、実施を前提で
これからの議論を進めていくという議会の意思
を市民示すことができます。
②委員会の議事録をインターネット上で公開に
ついて
議事録は、現在でも作成されており、市民が

希望すれば閲覧・コピーをすることができます。
しかい、そのためには、市民はわざわざ、議

事録ができているかどうかをまず電話等で確認
し、その後議会事務局まで足を運ぶ必要があり
ます。ネット上に、議事録を、掲載することは、
今すぐにでも実現できます。追加の費用も、
ほぼゼロです。
それが実現すると、市民は、ネットを覗くだ

けで、完成しているかどうか（公開されている
かどうか）確認でき、閲覧でき、必要ならばダ
ウンロード･印刷することができます。
市民の要望があり、より開かれた議会にする

ために、今すぐできることは、やるべきです。

※この陳情は、委員会では賛成多数で採択さ
れたのですが、議会最終日本会議で、「採決を
行わず継続にする」という動議が出され、賛成
多数で可決されました。
この「継続する」ということは､今回が任期

最後（６月には選挙）の議会ですから、事実上

この陳情はもう審議せず結論を出さない（つま
り、ネット中継を実施することに事実上反対）
ということです。
私は、このような｢継続案｣に反対しました。
以下が採決結果です。（起立、○印）が、継続
に賛成した議員です。

＝＝＝編集後記＝＝＝
現在の議員の任期最後の議会が、終わりました。
（６月に市議会議員選挙があります。１７日:告示、
２４日:投開票日）
議会の役割は、市政の課題･問題点を市民のみな

さんにその議論の様子を通じて明らかにし、最終的
には採決により、政策を決定することにあります。
私自身、この4年間で16回の定例会（年4回：3･6･

9･12月議会）で、市政について自分なりに考え、市
民とともに考え、自分の投票行動を決め、その際に
はできるだけ市民のみなさんにその理由を表明する
ように努めめてきました。市民のみなさんからのい
ろいろな意見をいただければ幸いです。
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査結果には、専門家からの異論があり、また過
去に行われている環境影響評価書には「流れる」
という記述もある。
答弁：県が、結論を出されるプロ
セスをしっかり検証していく。
土光：検証して、言うべき時は、
きちっと言っていくという姿勢か。
答弁：はい。
※産廃のそもそもの設置条件である『水源地の
上流には作らない』に関して県がそれをお座な
りにして進めることがないよう言うべきことは

言っていくという答弁を引き出すことができた。

［一廃・産廃
ダブルブッキングの問題について］

土光：現在供用中の一般廃棄物最終処分場はあ
と10年もすれば満杯になることはわかってい
る。
次期処分場を検討中だということだが、目処は
立っていない。市長・副市長はこのことに関し
て市にとって「喫緊の課題である」という認識
を示している。そういう認識で間違いないか。
答弁：その通りだ。
土光：実は、産廃処分場の計画地は、かつて、
淀江町時代に一般廃棄物処分場（第3期計画）
として整備が進められてきた場所である。用
地の確保・地元合意・排水処理施設等、すぐに
でも使える
のではない
かという状
況である。
西部広域

行政管理組
合が次期処
分場を検討しているが、候補地の一つとして検
討すべきではないか。
答弁：候補地を検討するに当たり、排除すると
いうことはない。過去の経緯も確認し、議会に
報告しながら、議論を進めていきたい。
※産廃処分場の予定地（そこは、市有地が半分
近く占める）を、次期一廃処分場の候補の一つ

として検討するという答弁を得た。そうすると、
次期一廃処分場の目処がつかないうちに、米子
市がこの土地を産廃処分場に提供することはあっ
てはならないことである。

●［平成30年度一般会計予算］
この一年の米子市の様々な施策を実施するた

めの予算で、私たちの市民生活に必要な予算も
含まれていますが、私は以下の理由で、反対し
ました。
この予算の中に「米子駅南北自由通路等整備

事業」として7億円余りの予算が含まれている
ため。
この「米子駅自由通路等事業」は総額60億円の
事業で、毎年、その年の経費分の予算が計上さ

れています。
この事業そのものは
①駅北の整備（既存の駅ビルを壊し、新駅ビ
ルの建設を含む）
②駅南の整備
③北と南をつなぐための歩道橋（自由通路）
の建設 という内容です。
目的は
1.米子駅周辺の交通の円滑化
2.歩行者の利便性
3.駅周辺の賑わいの創出
今回、米子市は、次のようにこの計画に関して
大きな方向転換をしました。
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議案･陳情などの採決について

☆新駅ビルに関して、行政は関与しない。
（従来は4階建ての建物にして、3･4階部分を
行政が利用する（お金を出す）というもので
したが、それをやめる。（新駅ビルは2階建
てになる））
☆駅と郵便局の間にある「だんだん広場」「グ
ルメプラザ」を、整備・活用する。
つまり、新駅ビルに関与してお金を使うより、

駅横（向かって左側：これまで余り有効に使わ
れていない空間）の整備に使った方が、市民に
とって意味のあるお金の使い方だと判断したも
のです。
私は、この判断を評価します。
そうすると、これまでの「米子駅自由通路等

事業」も駅横を利用するということを前提に、
計画全体を再検討するが必要があります。
たとえば、これまでは駅北の交通の円滑化を

図るために駅南を整備（送迎用の自家用車、バ
ス･タクシーの利用）し、それをつなぐ自由通
路の整備、ということでしたが、駅横の空間を
整備するなら、そこを利用できます。
そうだとすると、自由通路そのものの必要性
についても再検討を要します。
この総額６０億円の事業は、改めて全体的に

検討する必要があります。
米子市の顔となるべき地域であるからこそ、

市民が愛着を持てる地域になるためにこそ、計
画の検討段階から市民参画が必要です。
市長の言う「有識者と地元経済界」での検討

会では、市民不在です。公募による市民、また
は無作為抽出の市民の参加が必須です。
そういう状況の中で、毎年少しづつ予算を計

上し、市民不在まま計画を実行し、既成事実化
していくということには反対です。

［陳情について］
●「UPZ外の希望する米子市民も安定ヨウ
素剤の事前配布の対象とすることを求める
陳情」＜以下の理由で賛成しました＞
（安定ヨウ素剤事前配布の必要性に関しては､
別チラシを参照）
まずこの右上の地図を見て下さい。
せっかく事前配布を実施するのに「Ａさんに

は配布して、Ｂさんには配布しない」という
のが現在の安定ヨウ素剤事前配布計画です。事
故時の被ばく等の危険性はＡさんＢさん何ら変
わりはないはず。市民感情からも納得できませ
ん。
委員会での、採択しない理由として「国の原

子力規制委員会の指針に基づき、一定の基準で
国・県と連携して統一的に対応すべき」という
文言は、市民にとっては全く空虚に聞こえます。
私たちは、現場の最前線で、現場の状況･住

民の実情を一番知っている地方自治体の職員で
あり、議員です。私たち自身が主体的に判断す
る事柄です。市民の想い・常識を議会が形にす
るのが、議会の役割のはずです。
☆結果：不採択 ＝以下賛否一覧＝

かわらばん(2018.4）

- 3 -



査結果には、専門家からの異論があり、また過
去に行われている環境影響評価書には「流れる」
という記述もある。
答弁：県が、結論を出されるプロ
セスをしっかり検証していく。
土光：検証して、言うべき時は、
きちっと言っていくという姿勢か。
答弁：はい。
※産廃のそもそもの設置条件である『水源地の
上流には作らない』に関して県がそれをお座な
りにして進めることがないよう言うべきことは

言っていくという答弁を引き出すことができた。

［一廃・産廃
ダブルブッキングの問題について］

土光：現在供用中の一般廃棄物最終処分場はあ
と10年もすれば満杯になることはわかってい
る。
次期処分場を検討中だということだが、目処は
立っていない。市長・副市長はこのことに関し
て市にとって「喫緊の課題である」という認識
を示している。そういう認識で間違いないか。
答弁：その通りだ。
土光：実は、産廃処分場の計画地は、かつて、
淀江町時代に一般廃棄物処分場（第3期計画）
として整備が進められてきた場所である。用
地の確保・地元合意・排水処理施設等、すぐに
でも使える
のではない
かという状
況である。
西部広域

行政管理組
合が次期処
分場を検討しているが、候補地の一つとして検
討すべきではないか。
答弁：候補地を検討するに当たり、排除すると
いうことはない。過去の経緯も確認し、議会に
報告しながら、議論を進めていきたい。
※産廃処分場の予定地（そこは、市有地が半分
近く占める）を、次期一廃処分場の候補の一つ

として検討するという答弁を得た。そうすると、
次期一廃処分場の目処がつかないうちに、米子
市がこの土地を産廃処分場に提供することはあっ
てはならないことである。

●［平成30年度一般会計予算］
この一年の米子市の様々な施策を実施するた

めの予算で、私たちの市民生活に必要な予算も
含まれていますが、私は以下の理由で、反対し
ました。
この予算の中に「米子駅南北自由通路等整備

事業」として7億円余りの予算が含まれている
ため。
この「米子駅自由通路等事業」は総額60億円の
事業で、毎年、その年の経費分の予算が計上さ

れています。
この事業そのものは
①駅北の整備（既存の駅ビルを壊し、新駅ビ
ルの建設を含む）
②駅南の整備
③北と南をつなぐための歩道橋（自由通路）
の建設 という内容です。
目的は
1.米子駅周辺の交通の円滑化
2.歩行者の利便性
3.駅周辺の賑わいの創出
今回、米子市は、次のようにこの計画に関して
大きな方向転換をしました。

かわらばん(2018.4）

- 2 -

議案･陳情などの採決について

☆新駅ビルに関して、行政は関与しない。
（従来は4階建ての建物にして、3･4階部分を
行政が利用する（お金を出す）というもので
したが、それをやめる。（新駅ビルは2階建
てになる））
☆駅と郵便局の間にある「だんだん広場」「グ
ルメプラザ」を、整備・活用する。
つまり、新駅ビルに関与してお金を使うより、

駅横（向かって左側：これまで余り有効に使わ
れていない空間）の整備に使った方が、市民に
とって意味のあるお金の使い方だと判断したも
のです。
私は、この判断を評価します。
そうすると、これまでの「米子駅自由通路等

事業」も駅横を利用するということを前提に、
計画全体を再検討するが必要があります。
たとえば、これまでは駅北の交通の円滑化を

図るために駅南を整備（送迎用の自家用車、バ
ス･タクシーの利用）し、それをつなぐ自由通
路の整備、ということでしたが、駅横の空間を
整備するなら、そこを利用できます。
そうだとすると、自由通路そのものの必要性
についても再検討を要します。
この総額６０億円の事業は、改めて全体的に

検討する必要があります。
米子市の顔となるべき地域であるからこそ、

市民が愛着を持てる地域になるためにこそ、計
画の検討段階から市民参画が必要です。
市長の言う「有識者と地元経済界」での検討

会では、市民不在です。公募による市民、また
は無作為抽出の市民の参加が必須です。
そういう状況の中で、毎年少しづつ予算を計

上し、市民不在まま計画を実行し、既成事実化
していくということには反対です。

［陳情について］
●「UPZ外の希望する米子市民も安定ヨウ
素剤の事前配布の対象とすることを求める
陳情」＜以下の理由で賛成しました＞
（安定ヨウ素剤事前配布の必要性に関しては､
別チラシを参照）
まずこの右上の地図を見て下さい。
せっかく事前配布を実施するのに「Ａさんに

は配布して、Ｂさんには配布しない」という
のが現在の安定ヨウ素剤事前配布計画です。事
故時の被ばく等の危険性はＡさんＢさん何ら変
わりはないはず。市民感情からも納得できませ
ん。
委員会での、採択しない理由として「国の原

子力規制委員会の指針に基づき、一定の基準で
国・県と連携して統一的に対応すべき」という
文言は、市民にとっては全く空虚に聞こえます。
私たちは、現場の最前線で、現場の状況･住

民の実情を一番知っている地方自治体の職員で
あり、議員です。私たち自身が主体的に判断す
る事柄です。市民の想い・常識を議会が形にす
るのが、議会の役割のはずです。
☆結果：不採択 ＝以下賛否一覧＝

かわらばん(2018.4）

- 3 -



３月議会定例会（2月20日～3月22日）が開か
れました。主なものを報告します。

私の各個質問は３月８日４番目でした。
事前の質問予定では、
(1) 島根原子力発電所について
・中国電力と結んでいる安全協定の改定の
必要性についての認識を問う
・就任以来、改定について中国電力とどの
ようなやりとりをしてきたか
・この間の中国電力の３号機の新規制基準
適合性審査請求の動きに関して市長の見解
を問う

(2) 淀江産業廃棄物処分場建設計画について
・２月２３日に開かれた「専門家会議」を
米子市としてどのように評価するか
・次期一般廃棄物最終処分場についての検
討状況、進捗状況について、また米子市の
それに対しての姿勢について問う
・県内においての産業廃棄物管理型最終処
分場の整備の緊急性について問う

でしたが、時間の関係で当日は、産廃問題だけ
に関してのやりとりなりました。

＜当日のやりとり＞
［地下水の問題について］
土光：産廃問題に関して、米子市は、県に対し
てどのような意見を出しているか。

答弁：地下水の影響等地元住民の不安･疑問に
答えてほしい旨である。
土光：地下水の影響等とは具体的には、何か
答弁：①処分場の廃液が遮水シートが破れるこ
とにより漏れ出すのではないか②処分場の地下
水がどの方向に流れるのか、下流の水源地に流
れることはないのかということである。
土光：このような不安･疑問に応えるために県
は２月２３日に専門家価会議を開催した。当日
はどのような議論がなされたか。
答弁：①に関しては専門家の見解は示されたが,
②については議論がされていない。
土光：その通りである。当日、地下水の専門家
が欠席で会議が行われ、議論は全くなかった。
米子市として、このまま（地下水の流れに関

しての議論がされないまま）手続きが進められ
ていくことを見過ごすのか。
答弁：県がどのように今後進めていくか見守っ
ていく。
土光：もともと、産廃処分場は
『水源地の上流には作らない』
という設置条件がある。 地形
を見ると、計画地は明らかに水
源地（福井水源地）の上流に位
置している。それにもかかわら
ず、その場所に計画を進めているのは、調査の
結果、処分場下の地下水は水源地方向には流れ
ないと結論づけているからだ。しかし、その調

かわらばん(2018.4）

- 1 -

私の各個質問（3月8日）

●「米子市議会常任委員会・会議録等のネッ
ト放映・閲覧を求める陳情」
＜以下の理由で賛成しました＞
①常任委員会のライブ・録画中継について
開かれた議会、議会が何をどのように議論し

ているのかを市民に知らせることは必要なこと
です。
市民の側からも、議会が何をどのように議論

しているのかを知りたいという要望があります。
現状では、平日昼間に開催される委員会を

傍聴することができる市民は限られています。
委員会のライブ・録画中継によって、多くの

市民がその様子を見ることができるようになり
ます。
実現のためには、その実施方法の検討、施設

の改修のための予算の計上が必要になりますが、
この陳情を採択することにより、実施を前提で
これからの議論を進めていくという議会の意思
を市民示すことができます。
②委員会の議事録をインターネット上で公開に
ついて
議事録は、現在でも作成されており、市民が

希望すれば閲覧・コピーをすることができます。
しかい、そのためには、市民はわざわざ、議

事録ができているかどうかをまず電話等で確認
し、その後議会事務局まで足を運ぶ必要があり
ます。ネット上に、議事録を、掲載することは、
今すぐにでも実現できます。追加の費用も、
ほぼゼロです。
それが実現すると、市民は、ネットを覗くだ

けで、完成しているかどうか（公開されている
かどうか）確認でき、閲覧でき、必要ならばダ
ウンロード･印刷することができます。
市民の要望があり、より開かれた議会にする

ために、今すぐできることは、やるべきです。

※この陳情は、委員会では賛成多数で採択さ
れたのですが、議会最終日本会議で、「採決を
行わず継続にする」という動議が出され、賛成
多数で可決されました。
この「継続する」ということは､今回が任期

最後（６月には選挙）の議会ですから、事実上

この陳情はもう審議せず結論を出さない（つま
り、ネット中継を実施することに事実上反対）
ということです。
私は、このような｢継続案｣に反対しました。
以下が採決結果です。（起立、○印）が、継続
に賛成した議員です。

＝＝＝編集後記＝＝＝
現在の議員の任期最後の議会が、終わりました。
（６月に市議会議員選挙があります。１７日:告示、
２４日:投開票日）
議会の役割は、市政の課題･問題点を市民のみな

さんにその議論の様子を通じて明らかにし、最終的
には採決により、政策を決定することにあります。
私自身、この4年間で16回の定例会（年4回：3･6･

9･12月議会）で、市政について自分なりに考え、市
民とともに考え、自分の投票行動を決め、その際に
はできるだけ市民のみなさんにその理由を表明する
ように努めめてきました。市民のみなさんからのい
ろいろな意見をいただければ幸いです。
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