
【代表質問者・会派名：岡村　英治・日本共産党米子市議会議員団】

1 国の悪政からの防波堤となる市政を

(1)

(2)

2 市民の暮らし、福祉・医療を守る市政を

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3 保育・教育の充実した子育て応援の市政を

(1)

(2)

(3)

(4)

4 地域の環境、豊かな郷土を守る市政を

(1)

(2)

(3)

(4)

5 まちの活性化、地域産業の振興を図る市政を

(1)

(2)

(3)

(4)

6 市民本意で公平・公正な市役所とするために

(1)

(2)

(3)

(4)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月４日(火)

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問

平和憲法を守り、「集団的自衛権の行使」など解釈改憲の動き、Ｃ‐２配備

ＴＰＰ参加、消費税増税に反対し、地域農業の暮らし、経済を守る

いのちと健康を守る国民健康保険に

など美保基地の機能強化に反対する

介護の切り捨てに反対しお年寄りの生きがいとなる制度に

保健師の増員で市民のいのち・健康を守る

生活保護の切り下げに反対し、老齢加算の復活を求める

公営住宅の縮小・廃止をやめ、大垣住宅の建て替え、希望者が入りやすい

誰もが手軽に移動できる公共交通機関の充実

公立保育所を充実し、保育料の軽減で子育て支援を

住宅の整備

子どもの健やかな成長をはぐくむ学校教育を

誰もが安心して放課後を過ごせる学童保育の充実

子どもの利益第一の教育制度の確立

大海崎・森山両堤防の開削などで水質浄化を図り、豊かな中海を回復させる

大山山麓の淀江産業廃棄物最終処分場計画に反対する

ごみの減量化に向けた取り組みを促進させる

同和事業を終結し、公平・公正な行政を

市職員の働きがいのある職場をつくる

灰溶融施設の破たんをどう受けとめるか

島根原発１・２号機の再稼働反対・廃炉を求め、３号機の運転開始に反対する

中小企業予算の拡充を求め、住宅リフォーム助成制度の導入などで地域経済を

家族農業の振興と後継者の育成

公契約条例の制定で地元企業の経営と雇用を守る

ＪＲ米子駅南北一体化は住民の理解と納得の上で

合併協定でうたわれた淀江支所の機能を堅持活用し、施設の有効活用を

活性化させる
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【会派名　：　日本共産党米子市議会議員団　】

発言順 氏　　　名

1 石橋　佳枝 １医療・介護「総合確保推進」法案に反対を

(1)高度急性期病棟のベッド数を減らし、看護師配置の多い

病棟を減らすことに反対を

(2)要支援１、２で通所介護、訪問介護を利用している人の、

生活と介護の実態を調査・把握すべき

２いのちと健康を守る国民健康保険に

(1)申請減免の実施要綱から「就労困難」を削除し、収入が

大きく減少した加入者の支援を

(2)高額療養費の受領委任払制度を、保険料滞納があっても

使えるようにすべき

(3)２９年度から国が施行しようとする広域化に反対を

３国と自治体の責任で、介護を保障する介護保険を

(1)国庫負担を増やすことを求め、市も一般財源を繰り入れて、

保険料・利用料の引き下げを

(2)本人非課税なら保険料の減免を、市独自の施策で

(3)一定収入のある被保険者の利用料負担２割に引き上げる

ことに反対を

(4)特養の増設を、また要介護２以下の特養からの締め出し

に反対を

(5)米子市の介護保険の策定委員会の開催状況について

４島根原発１・２号機の再稼働、３号機の運転開始に反対を

(1)中国電力・規制庁ともに認めている、“苛酷事故が起こる

ことを止めることができない”「新基準」による国の審査

を認めるのか

(2)避難計画がまだ不十分なうちに原発再稼働を認めて、事故が

起こったとき誰が住民の安全といのちに責任を持つのか

(3)使用済み核燃料の処理はまだ全く目途が立たない。この状態

で再稼働を進めていいのか。誰がその始末に責任を負うのか

2 松本　松子 １市民の健康増進のために脳ドック検査の導入を求める

２大垣住宅の建て替えと淀江支所の活用を求める

３公立保育所の充実と保護者負担の軽減を求める

(1)少子化・子どもの貧困や発達障がいなど子どもをめぐる

問題について

(2)公立保育所の存在意義と充実について

(3)民営化を中止し、正規の保育士による保育保障について

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月４日(火)

- 2 -



【会派名　：　日本共産党米子市議会議員団　】

発言順 氏　　　名

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月４日(火)

2 松本　松子 (4)保育料の引き下げを求める

４産業廃棄物管理型最終処分場建設の中止を求める

(1)住民の同意が得られていないことについて

(2)水源地の近くに処分場をつくってはならない原則について

(3)塩川のダイオキシン濃度の上昇と環境ホルモンの影響に

ついて

(4)環境アセスメントの問題について

(5)岡山市御津虎倉の産廃処分場「建設差し止め」について

(6)全市民への説明会を求める
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【代表質問者・会派名：　野坂　道明　・　蒼生会　】

1 政治姿勢について

(1)

(2)

2 総務部所管の事業について

(1) 行財政改革の推進について

(2) 職員適正化計画について

(3) 入札業務について

(4) 防災対策について

3 人権政策局所管の事業について

(1)

4 淀江支所所管の事業について

(1)

5 企画部所管の事業について

(1) バス運行事業について

(2) 中心市街地活性化について

(3) 新しい公共と協働のまちづくりについて

(4) 広域連携の推進について

(5) 中海架橋について

(6) 国・県要望について

6 市民生活部所管の事業について

(1)

7 環境政策局所管の事業について

(1) 温暖化対策について

(2) ごみの収集業務と資源化について

(3) 米子市クリーンセンターや最終処分場等の運営について

8 福祉保健部所管の事業について

(1) 福祉保健センターの運営について

(2) 子ども・子育て支援新制度について

(3) 認知症対策について

(4) 介護予防事業と地域福祉活動の推進について

9 経済部所管の事業について

(1) 企業誘致と地域経済の活性化について

(2) 観光・スポーツ振興について

淀江の魅力発信について

徴収強化と滞納対策について

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問

３月５日(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

合併後の市政運営について

今後の市政課題について

男女共同参画センターについて

- 4 -



【代表質問者・会派名：　野坂　道明　・　蒼生会　】

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問

３月５日(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

(3) 農業振興について

10 教育委員会所管の事業について

(1) 所管施設の移管について　　

(2) 施設の耐震化について

(3) 教育委員会制度改革について

(4) 土曜日授業について

(5) いじめ問題とネットリテラシー教育について

(6) 拉致問題に関する教育について

(7) 小中一貫教育について

(8) 特別支援教育の推進について

11 下水道部所管の事業について

(1)

12 水道局所管の事業について

(1)

13 建設部所管の事業について

(1) 米子駅南北一体化事業について

(2) 安倍三柳線の整備について

(3) 道路・橋りょう等の整備について

地方公営企業法の運用について

新庁舎の整備について
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【会派名：  蒼生会　】

発言順 氏　　　名

1 渡辺　穣爾 １消防団について

(1)消防団活動の現状について

(2)今後の考え方について

２農業問題について

(1)各計画・構想について

(2)生産調整廃止に向けた市の取り組みについて

2 松田 　　正 １教育行政について

(1)土曜日授業について

(2)ネットリテラシー教育について

(3)北朝鮮による拉致問題に関する教育について

２合併後の諸課題について

(1)合併の成果について

(2)積み残された課題について

3 尾沢　三夫 １合併１０周年事業について

(1)合併１０周年を迎え、旧淀江町の町民憲章、旧米子市民憲章を

見直し、新市市民憲章の制定について

4 岩﨑　康朗 １新しい公共の推進に向けた協働のまちづくりについて

(1)地域づくり推進事業について

(2)地域コミュニティの再生について

２特別支援教育の推進について

(1)入学前健診の現状と課題について

(2)「学びの支援ガイドブック」について

(3)第４回米子市５歳児健診の在り方検討会について

(4)本市における特別支援教育の充実を求めて

5 渡辺　照夫 １新たな農業・農村政策が始まる中で、本市の取り組み姿勢はどうか

(1)農地中間管理機構と人・農地プランとの連携について

(2)経営所得安定対策の見直しと、その影響対策は

(3)水田フル活用と米政策見直しと、その対応について

(4)日本型直接支払制度創設についての対応について

２市長の政治姿勢について

(1)合併目的は、達成できたと評価されているのか

(2)大型事業の取り組み方針について

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月５日(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名：　伊藤ひろえ　･　よなご会議　】

1 市長の政治姿勢について

(1) 市民とのコミュニケーションについて

(2) 政策決定の手法について

(3) リーダーの視点について

2 持続可能な財政運営について

(1) 財政の見通しについて

(2) 米子市公共下水道特別会計の将来見通しについて

(3) 国民健康保険特別会計について

3 安心・安全なまちづくりについて

(1) 避難計画について

(2) 自主防災組織の取り組みについて

(3) 自治会の加入促進について

(4) 原発の再稼働について

(5) 地籍調査について

4 地域資源を活かし、賑わいを創出するまちづくりについて

(1) 米子市における雇用の創出について

(2) 定住策の取り組みについて

(3) 地域交通について

(4) 主要課題の進捗状況について

(5) ふるさと納税について

5 行政改革について

(1) 民間資金等活用事業の推進について

(2) 駐車場事業の見直しについて

(3) 都市計画の見直しについて

6 福祉・健康・人権について

(1) 健康寿命の延伸について

(2) 認知症対策について

(3) 在宅医療・在宅介護の推進について

(4) 米子市における共生社会の考え方について

(5) 本人通知制度について

(6) ＤＶ、児童虐待などあらゆる暴力防止の取り組みについて

7 子育て環境の充実について

(1) 少子化対策について

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問

３月６日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名：　伊藤ひろえ　･　よなご会議　】

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問

３月６日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

(2) 保育料の軽減について

(3) 待機児童対策について

8 教育環境の充実について

(1) 発達障がいの支援について

(2) 食教育の推進について

(3) 中学校給食の進捗状況について

9 環境について

(1) 環境基本計画の進捗状況について

(2) ごみゼロの取り組みについて

(3) ＰＭ2.5について

(4) ロタウィルスなど感染症対策について

(5) 環境学習について

10 住みよい米子市をめざして

(1) 市民満足度（CS）の向上について

(2) 職員のメンタルヘルス対策について
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【会派名：　よなご会議　】

発言順 氏　　　名

1 小林　重喜 １米子市政の主要課題の進捗状況について

(1)米子駅南北自由通路等整備事業について

(2)鳥取大学医学部関係について

(3)米子城跡整備事業について

(4)山陰歴史館、市庁舎新館及び旧合銀米子支店について

(5)中海架橋構想について

2 西川　章三 １本人通知制度の検討状況について

(1)登録対象者を外国住民に広げる要望について

(2)登録者の更新手続について

(3)運用開始の時期について

3 稲田　 　清 １安心・安全なまちづくりについて

(1)地域の防災体制について

(2)災害時の対応について

２子育て環境の充実について

(1)保育料等の軽減について

(2)米子市５歳児健診の在り方検討会について

３教育環境の充実について

(1)発達障がい等への対応について

(2)土曜日授業について

(3)教育行政について

４ふるさと納税について

(1)ふるさと納税の動向について

(2)今後の展開について

4 国頭　 　靖 １地域交通について

(1)だんだんバスの運用について

２都市計画の見直しについて

(1)線引きについて

３住みよい米子市をめざして

(1)がんに強いまちづくりについて

5 岡本　武士 １悪化する財政、急げ構造改革

２雇用問題について

３経常収支比率の見直しについて

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月６日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名：　よなご会議　】

発言順 氏　　　名

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月６日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

6 矢倉 　　強 １市長の政治姿勢について

(1)諸事業と財政運営との整合性について

(2)米子空港周辺の活性化対策について
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【代表質問者・会派名： 安木　達哉　・　公明党議員団　】

1 市長の政治姿勢について

(1) 公の施設の利活用について

(2) 自治体のオープンデータ推進の取り組みについて

(3) 自治体主体の「クラウドファンディング」による資金調達について

(4) 市道安倍三柳線について

(5) 企業誘致と推進計画について

(6) 中心市街地の活性化について

(7) 図書館・美術館の充実について

(8) 市営住宅について

(9) マイナンバーの取り組みについて

(10)環日本海圏域と中海・宍道湖・大山圏域の広域連携について

(11)婚活サポート事業について

(12)地元企業対策について

2 財政の健全化対策について

(1)

3 暮らしの安全対策について

(1) 防災・減災等に資する「国土強靭化基本法」を受けて地域計画の策定について

(2) インフラ老朽化対策・長寿命化計画について

(3) 安心の自転車社会に向けての対策（保険加入）について

(4) 市民自治活動の推進について

(5) 公共交通（バス事業）について

4 子育て支援策の取り組みについて

(1) 子育て支援策について

(2) 子育て王国とっとりについて

5 市民の健康と障がい者福祉について

(1) 介護保険（介護予防・地域包括ケアシステム）について

(2) 市民の健康づくりについて

(3) がん対策の取り組みについて

(4) 障がい者雇用対策及び自立支援策について

(5) 障がい者の芸術・文化について

(6) 低所得者対策について

6 小中学校の諸問題について

(1) 小中学校の諸課題について

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問

３月７日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

 行財政改革について
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【代表質問者・会派名： 安木　達哉　・　公明党議員団　】

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問

３月７日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

(2) 中学校給食実施（食物アレルギー対策）について

(3) 学校施設の安全（耐震化及び防災機能の強化）について

7 観光振興策について

(1) 国内外からの誘客対策について

(2) 皆生温泉の街づくりについて

(3) 水鳥公園の現状と課題について

8 環境問題について

(1) 産業廃棄物の最終処分場について

(2) ＰＭ2.5大気汚染対策について

(3) 小型家電リサイクル法について

(4) 公共下水道事業の着実な推進について

(5) 側溝の清掃について
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【会派名:　公明党議員団　】

発言順 氏　　　名

1 原　 　紀子 １市長の政治姿勢について

(1)婚活サポート事業との連携について

２暮らしの安全対策について

(1)消防団の処遇改善について

(2)震災に強いまちづくり促進事業について

３市民の健康と障がい者福祉について

(1)「健康マイレージ」の取り組みについて

(2)臨時福祉給付金について

(3)子育て世帯臨時特例給付金について

(4)児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて

(5)遺族基礎年金の父子家庭への拡大について

2 笠谷　悦子 １市長の政治姿勢について

(1)図書館の充実について

①　「読書通帳」の導入について

②　図書館組織のあり方について

(2)がん対策の取り組みについて

２環境問題について

(1)レアメタルボックス回収について

３小中学校の諸問題について

(1)土曜日授業について

(2)にこにこサポート支援事業について

(3)小中学校の要保護・準要保護について

(4)いじめ対策について

(5)英語教育改革スケジュールについて

3 安田　 　篤 １環境問題について

(1)産業廃棄物の最終処分場について

①　今後のスケジュールについて

②　事前説明会について

③　意見照会について

④　住民との協定について

(2)公共下水道事業の着実な推進について

①　今後の下水道事業会計の推移について

②　水洗化率の向上について

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月７日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名:　公明党議員団　】

発言順 氏　　　名

平成２６年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月７日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

3 安田　 　篤 ③　包括的民間委託について

④　合併処理浄化槽の拡大について

２小中学校の諸課題について

(1)中学校給食実施について

①　事業スケジュールと進捗について

②　食物アレルギー対策について

③　淀江共同調理場について

④　給食食器について

３市長の政治姿勢について

(1)公の施設の利活用について

①　施設白書について

②　公会堂の利活用について
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発言順
氏　　　名
【会派名】

1 中川　健作 １島根原発について

【市民派】　 (1)避難計画について

(2)再稼働への対応について

(3)原発政策について

２中海再生について

(1)中海会議について

2 三鴨　秀文 １子育て支援の拡充について

【仁】 (1)今後の方針について

(2)子ども・子育て支援新制度について

(3)各事業について

(4)今後の取り組みについて

3 杉谷　第士郎 １山陰歴史館整備事業について

【コモンズ】　 (1)事業の進捗状況について

(2)旧庁舎建物の対応について

(3)合銀米子支店建物の対応について

２米子駅南北一体化事業の推進について

(1)米子駅周辺整備室の業務について

(2)駅南地区への民間事業誘致について

(3)国の「都市再生特別措置法と地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律の一部改正」への対応について

３明道公民館の新築移転要望への対応について

(1)要望対応への進捗状況について

(2)耐震改修を行う場合の条件について

(3)新築移転を行う場合の条件について

4 中田　利幸 １高齢社会対策について

【仁】 (1)高齢化の現状と課題について

(2)健康維持対策と介護予防策について

(3)居住環境改善策について

２経済活性化と雇用創出について

(1)これまでの取り組みと課題について

(2)今後の取り組みについて

平成２６年米子市議会３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１０日(月)
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発言順
氏　　　名
【会派名】

平成２６年米子市議会３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１０日(月)

5 門脇　邦子 １男女共同参画推進について

【ムスカリ】　 (1)市職員の採用とクォータ制（割り当て）導入について

(2)女性職員の管理職への登用とポジティブアクションについて

(3)男女共同参画推進センターの運営のあり方について

(4)男女共同参画推進の先進的な取り組みについて

２市民自治推進について

(1)市民自治基本条例制定後の取り組みと課題と対策について

①市民間討議の必要性と実現について

②協働事業「千葉レポ」の提案について

３教育行政について

(1)土曜日授業についての考え方について

(2)小学校における英語教育について

４在宅医療・介護について

(1)米子市における取り組みの現況と課題と対策について

①　在宅医療の背景（ニーズなど）、目的、実施主体、

　　対象者など

②　今後の在宅医療の課題と対策について

③　在宅医療連携拠点事業について

6 山川　智帆 １まちづくりにおいて本市の目指すべき将来像について

【虹】　 (1)都市計画について

①　ＪＲ南北等整備方針について

②　線引きの意義、問題点について

③　空家等遊休資産の活用策について

④　医療ネットワークの進捗について

⑤　雇用施策（就職ナビ）と教育との関連性について

7 遠藤　 　通 １市政運営と市長の政治姿勢について

【一院クラブ】 (1)湊山球場跡地の活用について

(2)鳥取医大の支援について

２都市計画道路市道安倍三柳線について

(1)事業計画について

(2)投資効果について
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