
午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 安達　卓是 １地域福祉施策について

【信風】 (1)第４期米子市地域福祉計画について

①買い物難民について

②市役所の福祉化について

２障がい者福祉のサービスについて

(1)県が行う事業所工賃３倍向上の取り組みと市内のサービス事

業所について

(2)障がい福祉サービス等の利用計画の策定事業について

(3)多目的トイレの増設について

３地域農政の振興策について

(1)気候変動に対応した飛砂防止対策事業の実施について

2 稲田　　清 １子育て環境の充実について

【信風】 (1)出生率及び出生数について

(2)待機児童について

(3)就園奨励費について

(4)家庭的保育等について

(5)就学前施設（保育所、幼稚園等）への入所状況について

(6)米子市公共施設等総合管理計画を踏まえた就学前施設のあり

方について

２教育環境の充実について

(1)５歳児健診実施に向けた取り組みについて

(2)発達障がいに対する取り組みについて

(3)通級指導教室について

(4)通学路の安全対策について

(5)学校施設の安全対策及び維持管理について

３自転車の活用について

(1)サイクリング道路について

(2)自転車の活用状況について

3 戸田　隆次 １米子市公共下水道事業について

【改進】 (1)公共下水道事業の現状・課題について

(2)都市計画（まちづくり）との整合性について

(3)集落排水事業の推進、合併浄化槽の補助金制度拡充について

(4)公共下水道事業推進に係る本市の姿勢について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

６月１４日（火）
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

６月１４日（火）

3 戸田　隆次 ２米子市教育振興基本計画について

【改進】 (1)学校施設の現状について

(2)学校施設の改善（大規模改修）について

(3)大規模改修工事整備計画策定について

３子どもに関する人権教育について

(1)いじめ・不登校について

(2)フレンドリールームの活用状況について

(3)支援拠点・子ども食堂の整備・拡充について

4 門脇　一男 １ふるさと納税について

【蒼生会】 (1)これまでの実績と今後の事業概要について

(2)ポータルサイトの活用について

(3)返礼品について

(4)がいなよなご応援基金について

(5)お礼状について

(6)企業版ふるさと納税について

２ヌカカ（干拓虫）対策について

(1)これまでの取り組みの成果と今後の対策について

(2)今年度の発生状況、被害状況について

(3)他機関との連携について

(4)生息地調査、生態調査について

(5)久米島の取り組みについて

(6)天敵、忌避植物の研究について

(7)啓発用リーフレットの活用について

３鳥取型低コストハウスの被害について

(1)事業導入の経緯と実績について

(2)大風による被害状況について

(3)県との連携について

(4)今後の対策について

5 岩﨑　康朗 １国土強靭化地域計画の必要性について

【蒼生会】 (1)アクションプラン２０１６の地域計画策定推進と取組支援に

ついて

(2)本市における国土強靭化地域計画の策定について

(3)災害時個別避難支援計画の現状と課題について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

６月１４日（火）

5 岩﨑　康朗 ２発達障がいの困難ケース等における鳥取県西部広域型総合支援の

【蒼生会】 必要性について

(1)誰もが支えあう地域の構築に向けた福祉サービスについての

現状と課題について

(2)発達障がいの困難ケース（問題が複合しているケース）等に

ついての認識と家族全体の支援について

(3)問題行動等に総合的・長期的に対応できる仕組み「鳥取県西

部広域型総合支援センター」の実現と支援人材育成について

３観光行政について

(1)大山開山１３００年と日本遺産登録による観光振興について

(2)山陰ＤＭＯ及び鳥取県西部地域ＤＭＯ推進について

(3)サイクリングを活用した広域観光連携について

6 矢田貝香織 １温熱環境と健康について

【公明党議員団】 (1)熱中症への対策と啓発について

(2)ヒートショックへの対策と啓発について

２地域包括ケアシステムについて

(1)米子市総合事業について

(2)ケア会議の現状と分析について

(3)地域の担い手について

３母子手帳の改善について

(1)予防接種の記録について

４スポーツ健康増進について

(1)地域の活力としてのスポーツ振興について

(2)障がい者の競技スポーツについて
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 三穂野雅俊 １都市公園及び体育施設の指定管理について

【蒼生会】 (1)現在の状況について

(2)今後の進め方について

２市長の政治姿勢について

(1)第３次総合計画について

(2)まちづくり講演会について

３米子市社会福祉協議会について

(1)米子市とのかかわりについて

４米子駅南北自由通路等整備事業について

(1)現在の状況について

(2)今後の進め方について

8 杉谷第士郎 １米子市における地域包括ケアシステムの取り組みについて

【コモンズ】 (1)取り組みの進捗状況について

(2)地域ケア会議の取組方針について

２危険空き家対策の進捗状況について

(1)国の特別措置法に対応した米子市特定空家等対策審議会につ

いて

(2)今後の空き家対策について

３米子駅周辺地区の活性化の推進について

(1)イオン米子駅前店３階スペースについて

(2)米子グルメプラザについて

9 伊藤ひろえ １地域コミュニティの維持・再生について

【信風】 (1)自治会加入の現状と課題について

(2)要援護者支援について

２生活習慣病予防対策について

(1)医療制度改革について

(2)米子市国民健康保険特定健康診査等実施計画について

(3)健診と保健指導のあり方について

10 田村　謙介 １米子城跡整備事業について

【蒼生会】 (1)史跡指定先送り報道について

(2)今後の影響、方向性について

(3)市民合意を得る方法について

(4)他市との連携について

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１５日（水）
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１５日（水）

10 田村　謙介 ２ヌカカ対策について

【蒼生会】 (1)これまでの対策の総括について

(2)沖縄県との連携について

(3)細目網戸設置に対する助成制度創設について

３防犯灯・街路灯の設置基準について

(1)これまでの設置状況について

(2)ＬＥＤ灯への切替補助について

(3)自治会加入率の低下に伴う諸問題について

(4)ミッシングリンクの解消について

11 岡村　英治 １ＴＰＰ交渉の情報開示

【日本共産党米子市議団】 ２住民の安全を保持するために

(1)島根原発１号機の廃炉計画

(2)島根原発周辺の活断層調査

(3)耐震基準の地域差解消

(4)淀江産廃処分場計画

３保育の質を高めるために

(1)保育士の配置基準

(2)小規模保育事業

４貧困の連鎖を断ち切るために

(1)子どもの貧困対策

12 前原　　茂 １小中一貫教育について

【公明党議員団】 (1)本市における取組状況について

(2)その問題点について

(3)施設一体型の可能性について

２動物愛護について

(1)本市における担当部署について

(2)県事業への対応について

３ヌカカ対策について

(1)本年の発生状況について

(2)産学官連携について

- 5 -



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 三鴨　秀文 １障がい者の自立と社会参加の推進について

【蒼生会】 (1)国の潮流について

(2)本市の施策と取り組みについて

(3)今後の展開について

２地域経済の活性化について

(1)事業承継支援の必要性について

(2)地方創生に向けての本市の取り組みについて

(3)民間施設を活用した地域活性化の取り組みについて

３家庭教育支援について

(1)全国の状況について

(2)教育委員会の取り組みについて

(3)今後の展開について

14 岡田　啓介 １中心市街地に対する施策について

【改進】 (1)にぎわい創出施策の現状について

(2)空き家対策の現状について

(3)やよい事業停止に伴う影響について

２都市政策について

(1)市街化調整区域の見直しについて

(2)米子駅南側の開発計画について

３教育施設等の整備状況について

(1)小中学校へのエアコン整備計画について

(2)公民館の整備状況について

４子ども・子育て対策について

(1)市内幼稚園からの要望に対する対応状況について

５基金の繰替運用について

(1)基金繰替運用と基金取り崩しの違いについて

15 遠藤　　通 １米子城跡の保存活用計画について

【改進】 (1)活用計画の基本的な考え方について

(2)指定区域の整備計画について

(3)都市計画との整合について

(4)土地活用の市民合意について

２市営住宅の管理と空室対策について

(1)長寿命化計画と建替・改善事業について

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１７日（金）
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１７日（金）

15 遠藤　　通 (2)河崎、青木、博労町等の事業実態について

【改進】 (3)空室の修繕について

３公有財産の管理と処分について

(1)米子駅前開発（株）の出資金について

(2)米子市開発公社の普通財産貸付について

(3)グルメプラザ建物と貸付について

16 山川　智帆 １市長の政治姿勢について

【希望】 (1)市長任期の総括と残り期間の取組方針について

①米子駅南北自由通路等整備事業について

②湊山球場について

③中心市街地及び駅前の人の流れについて

④空き家対策について

２本市及び公社等の資産評価、管理、見積り等のあり方

(1)駅前イオンについて

(2)ふれあいの里駐車場について

(3)大篠津産業道路沿い用地について

17 土光　　均 １産業廃棄物処分場建設計画について

【希望】 (1)計画地における米子市所有の土地について

２島根原子力発電所問題について

(1)安定ヨウ素剤事前配布の必要性と課題について

18 今城　雅子 １安心・安全なまちづくりについて

【公明党議員団】 (1)熊本地震への米子市の対応について

(2)米子市地域防災計画について

(3)指定避難所、指定緊急避難所の運営について

(4)自治体アプリを使った住民参画について

(5)災害廃棄物処理計画策定の推進について

２若者の政策形成過程への参画について

(1)若者議会の開催と若者の審議会等への参画について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 矢倉　　強 １市長の政治姿勢について

【希望】 (1)不祥事と市長、副市長の責任問題について

①平成２６年９月定例会での私の質問への答弁と平井工業問

題について

(2)スポーツ振興による本市の活性化について

①スポーツ庁設置に伴う本市の機構改革について

２日野川、法勝寺川の堤防決壊への備えについて

(1)河川改修やハザードマップの見直しについて

20 国頭　　靖 １本市の経済施策について

【希望】 (1)雇用状況について

(2)企業誘致対策について

(3)本市の今後の施策について

２自治会の考え方について

(1)組織率について

(2)本市のかかわり方、今後について

平成２８年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２０日（月）
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