
平成２７年米子市議会３月定例会（代表質問／関連質問／各個質問）割当表

発言順 氏  名 会派名又は呼称名等

３月４日(水) 代表質問者 岩　﨑　康　朗 【蒼生会】

関連質問者 1 三穂野　雅　俊

2 門　脇　一　男

3 田　村　謙　介

4 三　鴨　秀　文

5 湯　浅　敏　雄

6 尾　沢　三　夫

３月５日(木) 代表質問者 伊　藤　ひろえ 【信風】

関連質問者 1 稲　田　　　清

2 村　井　　　正

3 安　達　卓　是

4 中　田　利　幸

３月６日(金) 代表質問者 国　頭　　　靖 【希望】

関連質問者 1 土　光　　　均

2 山　川　智　帆

3 矢　倉　　　強

３月９日(月) 代表質問者 安　田　　　篤 【公明党議員団】

関連質問者 1 矢田貝　香　織

2 今　城　雅　子

3 前　原　　　茂

３月１１日(水) 各個質問者 1 戸　田　隆　次 【無所属】

2 遠　藤　　　通 【一院クラブ】

3 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

4 岡　田　啓　介 【無所属】

5 杉　谷　第士郎 【コモンズ】

質問日
質問者



【代表質問者・会派名：  岩﨑　康朗　・ 蒼生会】

1 市長の政治姿勢について

2 本市地方創生の取り組みについて

3 行財政改革の推進について

4 公共施設のあり方について

5 米子市の情報発信について

6 適切な契約事務について

7 マイナンバー制度導入について

8 新年度予算編成方針について

9 米子市組織体制の考え方について

10 合併１０周年を迎えて（淀江支所のあり方について）

11 行政財産の目的外使用・貸付等について

12 島根原発再稼働問題について

13 米子市の防災・減災対策について

14 美保基地陸自大型輸送ヘリの配備について

15 米子市中心市街地活性化基本計画について

16 米子ゴルフ場の土地利用について

17 ふるさと納税について

18 県西部、中海・宍道湖・大山圏域の広域連携強化について

19 公共交通網の確保について

20 鳥大医学部・国立米子高専を活用したまちづくりについて

21 公民館のあり方について

22 拉致問題について

23 米子市の介護・医療制度の充実について

24 地域包括ケアシステムの充実について

25 子ども・子育て支援新制度について

26 障がい者施策の推進について

27 米子市福祉保健総合センター（ふれあいの里）駐車場について

28 産業廃棄物最終処分場について

29 教育改革の推進について

30 学校施設の耐震化について

31 道徳教育の推進について

32 小中一貫教育の推進について

33 スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の活用について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月４日(水)

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問
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【代表質問者・会派名：  岩﨑　康朗　・ 蒼生会】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月４日(水)

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問

34 学校施設の整備について

35 米子市民体育館の整備方針について

36 体育施設の管理運営について

37 山陰歴史館整備事業について

38 明道公民館新築移転について

39 米子城跡整備事業について

40 企業誘致について

41 観光・スポーツ振興について

42 農業振興について

43 耕作放棄地対策について

44 農地中間管理事業について

45 地籍調査事業について

46 法定外公共物の維持管理について

47 下水道事業について

48 米子駅前地下駐車場について

49 米子駅南北一体化について

50 市街化調整区域の開発基準の緩和について

51 空き家対策について

52 市道大谷町６号線について

53 道路・橋りょう等の社会資本整備について

54 米子境港間の高規格道路について

55 中海架橋について
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【会派名：蒼生会】

発言順 氏　　　名

1 三穂野　雅　俊 １職員の人材育成について

(1)現状と今後の方針について

２行財政改革について

(1)地籍調査事業について

(2)法定外公共物の維持管理について

３市道大谷町６号線について

(1)現状と今後の方針について

2 門　脇　一　男 １ふれあいの里の周辺整備について

(1)ふれあいの里駐車場のあり方について

(2)ふれあいの里への進入路について

２米子市公会堂の駐車場問題について

(1)米子市公会堂の駐車場のあり方について

(2)公共交通機関の充実について

３農業振興について

(1)本市の農作物のブランド化について

(2)「全国ねぎサミット」について

４農地中間管理事業について

(1)農地中間管理事業の本市の役割について

(2)農地中間管理事業の今後について

５耕作放棄地問題について

(1)耕作放棄地の色分けについて

(2)インフラを含めた整備について

3 田　村　謙　介 １米子市の情報発信について

(1)広報部門役職員の公募について

(2)若者を中心とした情報発信の仕組みづくりについて

(3)ビッグバナーの活用について

２米子市の介護・医療制度の充実について

(1)高度先進医療治療施設の導入について

(2)介護職員に対する支援策について

３米子城跡整備事業について

(1)追加指定中止の要望について

(2)出山郭・深浦郭を含めた史跡公園化について

(3)観光地としての目玉策・将来ビジョンについて

平成２７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(水)
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【会派名：蒼生会】

発言順 氏　　　名

平成２７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(水)

3 田　村　謙　介 ４米子駅前地下駐車場について

(1)当初見通しの甘さについて

(2)ランニングコストの変化見込みについて

(3)駅前飲食店街・パーキングビルとの連携について

５米子駅南北一体化について

(1)南地区における賑わい創出策について

(2)「山陰の玄関」「山陰の中心｣としての駅構想について

(3)南口バス停について

4 三　鴨　秀　文 １「国土強靭化」への取り組みについて

(1)原子力災害を想定した避難経路としての「米子境港間高規格

道路」という考え方について

(2)万全な避難計画の立案について

(3)近隣市町村との連携について

２「第３次米子市総合計画」と地方創生「地方版総合戦略」との相

関関係について

(1)立案の優先性と上位性について

(2)各計画の力点と整合性について

(3)並立立案することによるメリットとデメリットについて

３「地域包括ケアシステム」構築に向けた取り組みについて

(1)本市の特色について

(2)３つの地域福祉センターの相互関係について

(3)今後の本市の方向性について

5 湯　浅　敏　雄 １マイナンバー制度について

２介護保険制度の変更について

(1)介護の内容について

6 尾　沢　三　夫 １市長の政治姿勢について

(1)伯耆の国文化創造計画の推進について

(2)第３次総合計画への取り組みについて

(3)市長の教育行政への取り組みについて

２米子ゴルフ場の将来について

(1)財源としての成功例－米子ゴルフ場の存在、今後の活用とＰ

Ｒについて
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【会派名：蒼生会】

発言順 氏　　　名

平成２７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(水)

6 尾　沢　三　夫 ３産官学医連携のまちづくりについて

(1)医療充実都市としてポテンシャルを生かしたまちづくりにつ

いて

(2)鳥取大学医学部への支援について

４教育改革の推進について

(1)道徳教育の浸透について

(2)教科書の採択について
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【代表質問者・会派名：　伊藤ひろえ　・　信風】

1 市長の政治姿勢について

(1) 人口減少について

(2) 地方創生について

(3) 島根原発について

2 まちづくり施策について

(1) 総合計画について

(2) 合併後からの１０年間について

(3) ＪＲ米子駅南北自由通路等整備事業と周辺整備について

(4) バス交通について

(5) 防災について

(6) 高齢者におけるインフラ整備について

3 経済政策について

(1) 農業振興について

(2) 雇用の確保拡大について

(3) 若者定住について

4 健康・福祉政策の推進について

(1) 米子市民の健康づくり施策について

(2) 地域福祉計画について

(3) 介護保険制度について

(4) 認知症対策について

(5) 障がい者の自立支援について

(6) 米子市国民健康保険制度について

5 子育て・教育施策の充実について

(1) 子ども・子育て支援新制度について

(2) 保育料の軽減について

(3) ５歳児健診・発達障がいの支援について

(4) 中学校給食の進捗状況について

6 人権政策の推進について

(1) 障がい者虐待について

(2) ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）・児童虐待について

(3) いじめ・体罰について

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問

３月５日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名：　伊藤ひろえ　・　信風】

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問

３月５日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

7 環境政策について

(1) ヌカカ対策について

(2) 中海浄化・利活用について

8 行財政改革について

(1) 財政について

(2) 市民自治基本条例に沿った行政運営改革について

(3) 公共施設の適正配置について

(4) 市民満足度（ＣＳ）の推進について

(5) 職員の意識改革について
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【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

1 稲　田　　　清 １合併後からの１０年間について

(1)伯耆古代の丘公園について

(2)ゆめ基金について

(3)交流事業について

(4)よどえまるごと道草日和について

(5)淀江支所での今後の取り組みについて

２米子市国民健康保険について

(1)保険料引き上げと徴収体制について

(2)法定外繰り入れについて

(3)県への保険者移管とその時期について

３子育て・教育施策の充実について

(1)第３子以降の保育料無償化について

(2)運営費補助金等について

(3)待機児童解消について

(4)子育て施策の今後について

2 村　井　　　正 １防災について

(1)災害時における情報伝達について

(2)急傾斜地崩壊対策事業について

２給食について

(1)中学校給食実施の経緯と課題

(2)給食費の滞納について

３行財政改革について

(1)市民自治基本条例施行後の行政運営について

(2)公共施設の適正配置について

(3)職員の意識改革について

3 安　達　卓　是 １障がい者の権利について

(1)障がい者への虐待について

事業所（福祉施設）と家庭との区分について

(2)発生の傾向について

(3)今後の行政支援策について

(4)本市の人的体制の充実について

(5)市内の主な事業所の法定雇用率について

(6)自立就労継続支援事業所などでの鳥取県の最低賃金について

平成２７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(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

平成２７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(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

3 安　達　卓　是 ２バスなど公共交通政策について

(1)地域ニーズにあった公共交通体系の充実について

３農業振興策について

(1)地域農業協同組合に向けた行政施策について

(2)白ねぎなど本市の特産品のさらなる販売促進強化策について

4 中　田　利　幸 １ＪＲ米子駅南北自由通路等整備事業について

(1)南北自由通路等整備事業と近接地のあり方について

(2)南北一体化事業と現計画の考え方について

(3)開発における誘導促進策について

２高齢化対応のインフラ整備について

(1)今日までの取り組み状況について

(2)今後の取り組みについて

３米子市総合計画の策定について

(1)総合計画の位置づけについて

(2)計画の実行体制について
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【代表質問者・会派名： 国頭　　靖  ・　希望】

1 市長の政治姿勢・市の将来像について

(1) 市長の政治姿勢について

(2) 財政について

(3) 行財政改革について

(4) 交通施策について

(5) 情報公開について

(6) ふるさと納税について

(7) 人口対策・移住定住施策について

(8) 合併後１０年を迎えた今後のまちづくりについて

(9) 他自治体との連携について

2 安心・安全なまちづくりについて

(1) 市内の安全について

(2) 島根原子力発電所について

3 子育て、健康福祉対策について

(1) 子育て施策について

(2) 医療福祉施策について

(3) 食育について

4 市職員の労働環境について

(1) 職員の諸制度について

5 社会資本整備について

(1) 中海架橋について

(2) 道の駅について

6 上下水道事業について

(1) インフラ整備のあり方について

(2) 今後のあり方について

7 教育及び文化について

(1) 教育環境について

(2) 米子城跡保存整備について

8 経済について

(1) 農業施策について

(2) 企業誘致について

(3) 雇用対策について

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問

３月６日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名： 国頭　　靖  ・　希望】

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問

３月６日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

9 環境について

(1) 産業廃棄物処理場について

(2) エネルギー施策について
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【会派名：希望】

発言順 氏　　　名

1 土　光　　　均 １島根原子力発電所問題について

(1)安全協定改定への取り組みについて

(2)避難計画の実効性について及び３０ｋｍを超える地域に対し

ての方策について

２産業廃棄物処分場建設計画について

(1)処分場計画に関しての米子市のスタンスについて

(2)一般廃棄物最終処分場への影響について

３米子市淀江町合併１０周年について

(1)「対等合併」という理念とは

(2)米子市の政策において、淀江町地域の位置づけについて

2 山　川　智　帆 １インフラ整備のあり方について

(1)公共サービスの意義について

(2)エネルギー、水道、下水道の今後のあり方について

２原発とエネルギーのあり方について

(1)安全協定に基づく「地元」の範囲・権限について

(2)子ども避難計画について

(3)蓄電の意義と本市のかかわり方について

３移住定住施策について

(1)意義について

(2)選定に当たっての課題及び今後の対応策について

４史跡米子城整備事業について

(1)期限の確認、でき上がった図面のコンセプトについて

(2)今後考えられる維持管理費等コスト面、便益面の整理につい

て

５ドナー登録推進施策について

(1)広報及び骨髄バンク拡大に資する施策について

3 矢　倉　　　強 １当局と自治会が諸事業の連携を図る現状での諸問題について

２市長の政治姿勢について

(1)将来の市民像について

平成２７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(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名：  安田　　篤  ・　公明党議員団】

1 総務・企画部関係について

(1) 公共施設長寿命化計画について

(2) 市税・国民健康保険料の徴収対策について

(3) 防災対策・防災無線のデジタル化について

(4) 米子市地域防災計画について

(5) 公共交通事業の今後について

(6) 婚活サポート事業について

(7) 自治会加入率の促進について

(8) 防災士の育成について

2 福祉保健部・市民生活部関係について

(1) 健康診断の受診率向上について

(2) 認知症対策について

(3) 高齢者対策について

(4) ふれあいの里の駐車場について

(5) 保健師の増員について

(6) 生活保護と就労支援について

(7) 小児医療費助成制度について

(8) なかよし学級について

3 経済部関係について

(1) ＵＩＪターン対策について

(2) 観光事業・観光スポットについて

(3) 農業振興について

(4) ６次産業化について

(5) 耕作放棄地について

4 教育委員会関係について

(1) 中学校給食について

(2) 米子市民体育館の今後の方針について

(3) 特別支援学級について

(4) 障がいのある子どもたちの生活支援・就学支援について

(5) 災害教育について

(6) ガン教育について

(7) 各種大会の参加に係る支援について

(8) 生涯教育について

(9) 増改築に伴う学校予算の増額について

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問

３月９日(月)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名：  安田　　篤  ・　公明党議員団】

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問

３月９日(月)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

5 建設部・水道局関係について

(1) 南北一体化及び駅周辺開発について

(2) 営繕部門の創設について

(3) 市営住宅の今後のあり方について

(4) 危険家屋の対策について

6 環境政策局関係について

(1) 産業廃棄物の管理型最終処分場について

(2) ヌカカ対策について

7 下水道関係について

(1) 下水道事業について
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【会派名:公明党議員団】

発言順 氏　　　名

1 矢田貝　香　織 １中学校給食について

(1)アレルギー対応食について、学校内での情報は誰が共有する

のか、食べる前の献立確認を利用できないか、具体的な対応

について

２特別支援学級について

(1)通級希望者と受け入れ人数の現状からの見解、今後の拡充に

ついて

(2)本市が任用する学習支援員の拡充について

(3)ＬＤ等専門員の配置拡充について

(4)教員ＯＢや鳥大生等の協力を得る体制強化について

３障がいのある子どもたちの生活支援・就業支援について

(1)中学校卒業後の継続した支援の現状について

(2)生活上の問題把握や地域支援システムの構築について

(3)問題行動に対応できる専門の支援員の育成について

４防災教育について

(1)学校での防災教育の実情について

(2)住民や市内就労者等への避難場所の教育・広報・表示につい

て

５各種大会の参加に係る支援について

(1)中学校教育の一環としての部活動で、大会参加に係る費用の

市・各校・家庭の負担の実情について

(2)平成２７年度から西部地区大会になる背景と周知方法、また

生徒の移動に伴う旅費の負担拡大の対応策について

６増改築に伴う学校予算の増額について

(1)公共施設の増改築に伴う、備品の管理を計画的に行えるよう

な従来の学校配分予算とは別の予算の検討について

(2)寄贈の受け入れの基準・受入方法について

７保健師の増員について

(1)地区担当保健師の、全世代の相談窓口としての業務量につい

て

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月９日(月)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名:公明党議員団】

発言順 氏　　　名

平成２７年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月９日(月)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

1 矢田貝　香　織 (2)専門職として配置されている保健師と各部局の職員が中心に

相談業務が進行していく中でのかかわりについて

(3)保健師を統括し専門的な力を発揮するための「統括保健師」

配置について

2 今　城　雅　子 １防災対策・防災無線のデジタル化について

(1)災害廃棄物対策協定について

２米子市地域防災計画について

(1)避難所及び一時避難所の指定について

(2)一時避難所の指定に対する民間施設への協定について

(3)「避難所マーク」の設置について

３防災士の育成について

(1)防災士の育成事業の取り組みについて

４健康診断の受診率向上について

(1)健康診断の休日、夜間受診の推進について

５米子駅南北一体化及び駅周辺開発について

(1)米子駅周辺の機能の集約とまちづくりについて

3 前　原　　　茂 １ＵＩＪターン対策について

(1)従前のＵＩＪターン対策と移住定住の実績について

(2)新事業の内容と期待される効果について

２農業振興について

(1)農産物のブランド化について

(2)徹底したＰＲについて

３農業の６次産業化について

(1)アドバイス・相談体制について

４耕作放棄地について

(1)圃場整備と地籍調査について

(2)彦名干拓地内の荒廃地について

５ヌカカ対策について

(1)アンケート調査の内容について

(2)今後の対策について
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発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名等】

1 戸　田　隆　次 １下水道整備事業の推進計画について

【無所属】 (1)下水道整備事業に係る現状（起債残高等）について

(2)今後の整備計画について

(3)整備計画の変更について

(4)庁内に検討協議会設置について

２市が管理する公園の維持管理体制について

(1)市が管理する公園の管理状況について

(2)管理基準について

(3)尾高城址の梅園・桜公園等の管理について

(4)公園管理の今後のあり方について

３ふるさと納税寄付金の運用について

(1)ふるさと納税寄付金の現状（基金等）について

(2)ふるさと納税基金の運用について

４米子市クリーンセンター灰溶融施設の運転停止について

(1)灰溶融施設運転停止の検討結果について

(2)焼却灰等の今後の安定的処理体系について

５佐陀川・精進川に係る浸水想定区域の指定の変更について

(1)浸水想定区域の指定変更に係る住民説明会の経過につ

いて

(2)住民からの要望に対する対応について

６鳥大医学部との連携強化について

(1)対策本部における今後の対応方針（市長の姿勢）につ

いて

2 遠　藤　　　通 １平成２７年度予算編成と市長の政治姿勢について

【一院クラブ】 (1)米子城跡整備計画について

(2)地方創生事業計画と鳥取医大について

(3)借地料問題について

(4)ＪＲ米子駅南北一体化事業について

3 岡　村　英　治 １子育て支援の充実について

【日本共産党米子市議団】 (1)就学援助の拡充について

(2)子どもの医療費窓口無料化について

平成２７年米子市議会３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１１日(水)
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発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名等】

平成２７年米子市議会３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１１日(水)

3 岡　村　英　治 ２地域経済の活性化について

【日本共産党米子市議団】 (1)安倍政権「地域創生」では地域は再生できない

(2)小規模企業振興基本法による地域の活性化について

(3)住宅リフォーム助成制度について

３淀江産廃処分場計画の撤回を

(1)事業主体が変更されることについて

(2)「第３期（一般廃棄物最終処分場）予定地」が産廃処

分場計画地になったことについて

(3)産廃処分場建設は切迫した課題となっているか

4 岡　田　啓　介 １都市計画道路について

【無所属】 ２米子城跡整備計画について

３学校現場での事故対応について

5 杉　谷　第士郎 １まちなか振興とビジネス活性化支援事業について

【コモンズ】 (1)平成２６年度の実績について

(2)県との協議の結果について

２空き家活用と就業の場づくりについて

(1)第２期中活計画における市の施策について

(2)地方創生戦略における取り組みについて

３米子駅南北自由通路等整備事業について

(1)米子市中活計画との連携について

４地方創生に向けた米子市の経済戦略について

(1)今後の企業誘致方針について
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