
午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 矢田貝香織 １高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について

【公明党議員団】 (1)定期予防接種の接種率について

(2)医療費削減効果について

(3)今後の取り組みについて

２子ども子育て支援について

(1)相談窓口の設置について

(2)地域の子育て支援拠点について

３発達障がい児（者）支援について

(1)発達障がい児（者）の実態把握について

(2)早期発見と継続した支援について

(3)専門の相談支援体制の充実について

2 尾沢　三夫 １市民から愛され親しまれるまちづくりについて

【蒼生会】 (1)道路名称の愛称化についての考え方

２サイクルバス運行実証実験について

(1)サイクルトレイン、サイクルバスの活用について

３高速道路４車線化について

(1)４車線化に対する機動的な対応について

４米子境港間の自動車専用道路について

(1)境港の港湾整備に伴う物流道路について

3 三鴨　秀文 １イオン米子駅前店に係るイオンからの提案について

【蒼生会】 (1)過去からの経緯と現状について

(2)提案を受けての本市の考え方について

(3)米子市男女共同参画センターの今後について

２法曹有資格者の地方自治体職員への登用について

(1)職員の民間人材の登用に対する本市の考え方について

(2)その後の調査研究の状況について

(3)今後の本市の方針について

３行政不服審査制度の見直しについて

(1)本市における現在の準備の状況について

(2)第三者機関の広域設置について

(3)迅速かつ的確な行政処分への取り組みについて

4 稲田　　清 １米子市の農業について

【信風】 (1)環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）による影響について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

１２月４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】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

１２月４日（金）

4 稲田　　清 (2)第一次産業（主に農業）に対する取り組みについて

【信風】 ２地域の安心・安全と避難体制について

(1)平成２７年１０月に実施された避難訓練について

(2)地域の安心・安全に係る取り組みについて

３子育て・教育環境の充実について

(1)子ども・子育て支援新制度等について

(2)５歳児健診の在り方検討会の答申への対応について

(3)教育現場等における支援体制について

5 戸田　隆次 １米子市の保育料について

【改進】 (1)近隣市との比較について

(2)出生率向上における施策について

(3)保護者負担の軽減（第２子からの無料化等）について

２都市計画道路について

(1)都市計画道路の現状・分析について

(2)都市構造に係る都市計画道路の見直し（廃止等）について

(3)都市計画道路関係住民への周知について

３鳥大との連携強化について

(1)鳥大との連携に係る現状について

(2)湊山球場用地の有効活用について

(3)鳥大との連携強化及び施策の優先・選択方針について

４小中学校の学習環境の改善について

(1)小中学校の学習環境の現状について

(2)空調設備・飲料水設備の改善・整備について

6 田村　謙介 １米子駅南北自由通路等整備事業について

【蒼生会】 (1)現在までの進捗状況について

(2)今後の市民のかかわりについて

(3)工事費の積算根拠について

(4)米子市関西事務所の活用について

２米子市の観光政策について

(1)米子市の情報発信について

(2)米子城跡整備事業について

(3)現在ある観光資産の利活用について

(4)外国人観光客の誘致について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 門脇　一男 １化学物質過敏症対策について

【蒼生会】 (1)化学物質過敏症に対する認識について

(2)患者数等の把握について

(3)本市の取り組みについて

(4)今後の対策について

２農業振興施策について

(1)荒廃農地（耕作放棄地）対策について

(2)農地中間管理事業について

(3)全国農地ナビの利活用について

(4)市民農園について

３ヌカカ（干拓虫）対策について

(1)これまでの調査、取り組みについて

(2)アンケート調査等の結果について

(3)沖縄県久米島のヌカカ対策について

(4)本市の今後の対策について

8 三穂野雅俊 １米子駅南北自由通路等整備事業について

【蒼生会】

9 岩﨑　康朗 １米子城跡整備事業について

【蒼生会】 (1)米子城跡整備事業の必要性について

(2)医大とのかかわり方について

２これからの高齢者福祉のあり方について

(1)地域包括ケアの段階的展開について

(2)地域包括ケア政策の方向について

(3)医・介・住の協働体について

(4)地域包括ケアシステムの構築について

３まちづくり人材と自治体の役割について

(1)地方創生法の「まちづくり」「人」について

(2)地域に飛び出す自治体職員のあり方について

10 伊藤ひろえ １待機児童対策について

【信風】 (1)潜在的待機児童の把握について

(2)待機児童解消に向けた方策について

２介護予防の取り組みについて

(1)要介護認定者の推移について

平成２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月７日（月）
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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２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月７日（月）

10 伊藤ひろえ (2)介護予防の取り組みについて

【信風】 ３認知症高齢者の対応について

(1)認知症高齢者の推移について

(2)医療との連携について

(3)安心して徘徊できるまちへの取り組みについて

４ごみの減量化と資源化の取り組みについて

(1)基本的な考え方について

(2)今後のあり方について

(3)具体的な取り組みについて

11 安達　卓是 １障がい者支援に係る福祉サービスの充実について

【信風】 (1)成年後見制度において市長申し立ての実態と課題について

(2)生活困難に係るケースワークと就労支援の取り組みについて

①３分野の障がい者対応について

(3)障害者優先調達推進法に係る本市の実績と今後の取り組みに

ついて

①取組分野（種類）の拡大策について

②本市の外郭団体などとの連携強化について

２地域公共交通政策（バス）の推進について

(1)県西部地域公共交通網形成計画の取り組みについて

(2)弓浜地域にかかわる具体的な路線の実現について

12 土光　　均 １淀江町に計画されている産業廃棄物処分場について

【希望】 (1)角副市長の６月議会においての産廃最終処分場関係自治会の

動向に係る発言について

(2)淀江町地内に産廃処分場ができることについて、米子市とし

てのメリット、デメリットについて

２島根原発問題について

(1)市長の福島第一原発と被災地の訪問について

(2)安全協定についての協議の進捗状況について

(3)避難計画において安定ヨウ素剤の事前配布について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 岡村　英治 １地域の環境を守り、生かす

【日本共産党米子市議団】 (1)中海の再生と地域産業の振興

(2)産廃処分場は環境を壊す

２ＴＰＰからの撤退を求めよ

(1)「大筋合意」で農産物への影響はどうなる

(2)国会決議、自民党の選挙公約に反する

(3)食の安全と食料主権を放棄する

３市立図書館のあり方を探る

(1)市民にとってあるべき図書館像

(2)市立図書館としての２５年間の蓄積の評価

(3)指定管理者問題に対する市の方針の明確化

４１８歳選挙権を政治参加のきっかけに

(1)高校生、大学生に対する主権者としての啓発

(2)鳥大医学部、米子高専に投票所設置を

14 杉谷第士郎 １国認定を受けた米子市中心市街地活性化基本計画における事業の

【コモンズ】 推進について

(1)商都米子再興戦略・キッズサポート施設整備事業の推進につ

いて

・米子市と米子高島屋の連携内容について

(2)山陰歴史館整備事業の推進について

(3)合銀米子支店跡建物の活用の可能性について

(4)米子駅及び周辺地区の活性化の推進について

・ＪＲビルの事業主体について

・イオン米子駅前店３階スペースの運営について

・だんだん広場及びカーニバルコートについて

15 岡田　啓介 １下水道事業について

【改進】 ２市営住宅について

３中心市街地の土地利用について

４湊山球場跡地の利用について

16 湯浅　敏雄 １健康寿命に関する米子市の方針について

【蒼生会】 (1)健康寿命に対する考え方について

(2)がいなみっく体力トレーニングについて

(3)健康対策課の仕事の内容について

平成２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月９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２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月９日（水）

16 湯浅　敏雄 (4)インフルエンザ予防接種について

【蒼生会】 (5)肺炎球菌予防接種について

(6)ピロリ菌除菌について

(7)人間ドックについて

(8)米子医療センター・がん相談支援センターとの連携について

17 前原　　茂 １スマートフォンを利用した行政サービスについて

【公明党議員団】 (1)アプリを使った地域問題の解決について

(2)他市での実施状況について

(3)実証実験について

２空き家対策について

(1)空き家に対する市民からの苦情数について

(2)市の対応について

(3)条例と特別措置法について

３引きこもりの支援について

(1)市における状況把握について

(2)自立支援に向けた対策について

18 今城　雅子 １女性の活躍推進への取り組みについて

【公明党議員団】 (1)女性活躍推進法の施行について

(2)女性の活躍に対する本市の取り組みについて

(3)女性の活躍を支援する本市の施策について

２健康対策への取り組みについて

(1)健康診断の受診率について

(2)健康マイレージ・ポイント制度の導入について

３介護支援ボランティア事業について

(1)介護支援ボランティア事業の状況について

(2)ボランティア受入施設の増加への取り組みについて

(3)介護支援ボランティアの増加への取り組みについて

(4)全市的に展開していくための具体的な取り組みについて
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 山川　智帆 １公と民の契約のあり方について

【希望】 (1)出資法人の位置づけについて

(2)過去の契約及び今後の方針について

２老人憩の家入浴施設休止について

(1)他の代替施設との位置づけについて

(2)今後の方針等利用者との対話について

20 村井　　正 １米子がいな創生総合戦略について

【信風】 (1)住みやすさの情報発信について

(2)米子駅を中心とした活性化策について

(3)企業誘致の体制について

(4)制度融資の実施主体について

(5)農業の多様な担い手づくりについて

(6)シティセールスについて

(7)総合戦略の全庁での取り組みについて

(8)外部団体や民間企業などとの連携について

(9)まちの価値が高まる４要件、安全・利便・環境・教育につい

て

(10)職員の健康管理について

２教育のＩＣＴ化について

(1)ＩＣＴ化の計画について

(2)教職員の事務負担軽減について

(3)ふるさと納税の活用について

21 国頭　　靖 １市長の政治姿勢について

【希望】 (1)シティセールスについて

(2)米子自動車道について

(3)米子駅南北自由通路事業について

22 遠藤　　通 １次世代のまちづくりと市長の政治姿勢について

【改進】 (1)湊山球場の跡地と史跡指定について

(2)鳥取大医学部の環境整備問題について

２南北一体化と新駅ビル計画について

(1)３者協議の経過について

(2)市の行政機能と財政負担について

３市借地料裁判について

(1)判決について

平成２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月１０日（木）
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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２７年米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月１０日（木）

23 矢倉　　強 １湊山球場問題と医大を生かしたまちづくりについて

【希望】 (1)今日までの経過について

(2)野球場を廃止するための条件について

(3)今後の取組方針について

２米川の通年通水問題について

(1)環境問題について

(2)防火対策について

３都市計画区域の解消について

(1)将来都市像に合致したものに

24 安田　　篤 １教育施策の諸課題について

【公明党議員団】 (1)教育委員会制度改革について

(2)少人数学級について

(3)教育課程の独自性について

(4)教育相談体制について

(5)発達障がい児童生徒について

(6)子どもの安全対策について

２公契約のあり方について

(1)公共工事の入札不調について

(2)指定管理者制度について
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