
【代表質問者・会派名：　今城　雅子　・　公明党議員団】

1 市長の政治姿勢について

2 特別会計について

3 安心・安全なまちづくりと自主防災組織の推進について

4 北朝鮮拉致被害者・家族の支援について

5 公共施設の長寿命化と整備の方針について

6 公衆施設トイレのユニバーサルデザイン化について

7 公共施設のバリアフリー化について

8 原子力防災対策について

9 鳥取大学医学部との連携及び支援体制の強化について

10 市本庁舎の将来像への取り組みについて

11 自治会加入率の向上について

12 ふるさと納税について

13 災害廃棄物処理計画と事業継続計画について

14 産業廃棄物最終処分場の建設問題について

15 ヌカカ対策について

16 動物愛護について

17 医療費の適正化と健康対策について

18 がん検診受診率向上への取り組みについて

19 認知症対策について

20 地域包括ケアシステムの充実と高齢者支援について

21 障がい者（児）の自立と社会参加について

22 子どもの貧困対策について

23 子ども・子育て施策について

24 農業振興について

25 皆生温泉の活性化について

26 中心市街地活性化について

27 観光施策とインバウンド対策について

28 市営住宅の長寿命化について

29 空き家対策について

30 下水道事業の諸課題について

31 障がい者スポーツの推進について

32 学校での防災教育と防災訓練、地域との連携について

33 学校におけるＩＣＴ教育について

34 学校の学習環境について

35 市立図書館の今後の運営のあり方について

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問

６月２１日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

- 1 -



【会派名:公明党議員団】

発言順 氏　　　名

1 前 原 茂 １ヌカカ対策について

(1)現在まで判明していることについて

(2)今年度の事業内容について

(3)発生源の特定について

２農業振興について

(1)農産物の地域ブランド推進について

(2)市場及び消費者のニーズ把握について

(3)６次産業化について

(4)若手生産者の育成について

３皆生温泉の活性化について

(1)宿泊客数の減少の要因について

(2)皆生温泉の魅力発信について

４中心市街地活性化について

(1)米子駅南北自由通路等整備事業について

(2)角盤町エリアの活性化について

2 矢 田 貝 香 織 １原子力防災対策について

(1)ＵＰＺ圏内の住民を対象とした避難訓練について

(2)緊急速報メールの活用について

(3)全市的また広域での一斉避難訓練について

２安心・安全なまちづくりと自主防災組織の推進について

(1)ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置と管理について

(2)住民情報の共有の在り方について

３学校での防災教育と防災訓練、地域との連携について

(1)住民の防災意識向上に向けた防災教育について

(2)学校と地域との連携について

４障がい者（児）の自立と社会参加について

(1)ヘルプカード・ヘルプマークの導入について

(2)ヘルプマークの普及啓発について

５地域包括ケアシステムの充実と高齢者支援について

(1)「地域包括」の考え方について

(2)地域包括支援センターへの支援について

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２１日（水）



【会派名:公明党議員団】

発言順 氏　　　名

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２１日（水）

3 安 田 篤 １自治会加入率の向上について

(1)自治会加入の必要性について

(2)モデル事業の事例と成果について

(3)協定の効果と実績について

２産業廃棄物最終処分場の建設問題について

(1)主な意見書の内容について

(2)見解書についての意見照会について

(3)今後のスケジュールについて

(4)市有地の提供に関する判断について

３子ども・子育て施策について

(1)保育料の所得制限について

(2)保育料の減額について

(3)待機児童について

４空き家対策について

(1)危険な状態の空き家に対する市の措置について

(2)相続人が確認されない場合の対応について

(3)補助金について

５下水道事業の諸課題について

(1)下水道管の老朽化について

(2)道路下の空洞化の調査について

(3)浄化槽の設置について

６学校の学習環境について



【代表質問者・会派名：　戸田　隆次　・　改進】

1 市長の施政方針及び政治姿勢について

(1) 第３次米子市総合計画推進に係る基本的な考え方について

(2) 市長の選挙公約の具現化について

2 予算編成と財政問題について

(1) 土地開発基金の廃止に係る事務手法について

(2) 商工業振興資金貸付事業について

(3) ふるさと納税事業について

3 主要施策について

(1) 米子駅南北自由通路等整備事業について

(2) 湊山球場の有効活用について

(3) 鳥取大学医学部との連携強化について

(4) 内陸型工業団地の整備促進について

(5) 生活排水処理対策について

(6) 保育料の軽減化等について

(7) 子ども子育て包括支援センターの整備について

(8) 米子市公共施設等総合管理計画について

(9) 小中学校へのエアコン整備について

(10)市営住宅の整備・供給について

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問

６月２２日（木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目



【会派名:改進】

発言順 氏　　　名

1 岡 田 啓 介 １ふるさと納税事業について

(1)ふるさと納税額の近年の推移

(2)前年度までの課題と今年度の取組状況

２米子市公共施設等総合管理計画について

(1)公共施設等総合管理計画に対する市長の見解

(2)行政財産と普通財産に対する考え方

(3)普通財産の管理コスト並びに現在価値

(4)普通財産として寄付を受けた財産管理の手法

３小中学校へのエアコン整備について

(1)エアコン整備の必要性

(2)エアコン整備計画を作成する必要性

(3)小中学校における学習環境を充実させるための整備計画の必

要性

４市営住宅の整備・供給について

(1)今年度の市営住宅の募集予定戸数

(2)前年度の総応募数

(3)前年度までの入居率に対する考え方

(4)市営住宅の役割をどのように考えているか

2 遠 藤 通 １伊木市長の政治姿勢と市政運営について

(1)鳥大医との面談について

(2)史跡指定について

(3)市長と市議会の関係について

２主要施策について

(1)米子駅南北一体化と自由通路事業について

(2)公有財産管理について

(3)県「産廃計画」と市「最終処分場」について

(4)中国横断自動車道岡山米子線の境港市までの延伸計画につい

て

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

６月２２日（木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目



【代表質問者・会派名：　渡辺　穣爾　・　蒼生会】

1 市長の政治姿勢について

(1)

①住んで楽しいまちづくり等

②シビックプライドについて

（2）市長の選挙公約実現に向けた取り組みとそのスケジュールについて

（3）新市長による行財政改革の取り組みについて

（4）自治体における危機管理について

2 総務部

(1) 防災減災への取り組み推進について

①防災力の向上について

②米子市国民保護計画について

③原子力防災について

（2）公の施設の今後のあり方について

①公共施設等総合管理計画について

②各施設について

（3）市役所改革について

①市役所が一丸となって課題へ取り組める体制について

②贈収賄事件について

（4）シティプロモーションの推進について

（5）行政財産の目的外使用及び貸し付けについて

（6）市有街灯について

（7）政治・行政への関心・期待の低下について

（8）指定管理について

3 淀江支所

(1) 淀江振興本部の設置について

(2) 淀江地域の活性化策について

4 企画部

(1) 公共交通の利便性向上対策（循環路線の設置検討など）について

(2) 高齢者の運転免許証自主返納の支援について

(3) 中海・宍道湖・大山圏域の連携強化について

(4) 国・県との連携強化について

(5) 鳥取大学医学部との連携強化について

(6) 地域の自治活動の推進（地域づくり事業）について

(7) 地方創生総合戦略の推進について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２３日(金）

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問

市長の目指す米子市の将来像について



5 市民人権部

(1) 産業廃棄物最終処分場について

6 福祉保健部

(1) 在宅での子育て支援の充実について

(2) 認知症・フレイル対策、介護予防の推進について

(3) 少子化対策の推進、子ども総合窓口の設置について

①なかよし学級について

(4) 地域包括ケアシステムの構築について

7 経済部

(1) 起業や新事業を展開しやすい環境整備について

(2) 中小企業振興条例制定に向けての検討について

(3) 農業の振興について

①耕作放棄地対策について

②農業基盤整備、地域特産のブランド化の推進について

③地域ブランディング創りについて

(4) 皆生温泉の街並み整備の推進について

(5) 大山開山１３００年へ向けた取り組みについて

(6) 観光行政の推進について

(7) 企業誘致について

(8) 地籍調査事業について

8 建設部

(1) インフラ整備の推進について

①安倍三柳線について

②米子駅の南北一体化推進について

③米子駅周辺（地下駐車場、カーニバルコート）について

④米子境港間の高速道路の検討について

⑤中海架橋について

(2) 中心市街地と郊外の一体的な発展を目指したまちづくりについて

①髙島屋東館について

②旧市役所周辺について

③都市計画について

(3) 国土強靭化地域計画の策定について

9 下水道部

(1) 生活排水対策事業について

10 教育委員会

(1) 米子城跡保存活用計画について

①山陰歴史館との一体的整備活用について

②美術館・図書館の充実と振興について



(2) 教育環境の整備について

①学校運営経費について

②教員の多忙感解消への取り組みについて

③障がい児童・生徒への支援強化について

(3) 外部講師の活用による部活動の充実について

(4) 家庭教育の支援について

(5) 小学校、中学校及び特別支援学校における教職員の働き方について

(6) 米子市民体育館について

(7) 公民館のあり方について



【会派名：蒼生会】

発言順 氏　　　名

1 三 鴨 秀 文 １淀江振興本部の設置と活性化策について

(1)淀江振興本部の役割について

(2)具体的な活性化策について

２地域の自治活動の推進（地域づくり事業）について

(1)今後の公のあり方について

(2)公民館の活用策と今後のあり方について

2 門 脇 一 男 １防災力の向上について

(1)米子市消防団について

(2)工業団地のインフラ整備について

２農業振興について

(1)荒廃農地が抱える諸問題について

(2)農地中間管理事業について

(3)農地利用最適化推進委員について

(4)農地付き空き家について

(5)国家戦略特区・農業特区への取り組みについて

3 三 穂 野 雅 俊 １市役所が一丸となって課題へ取り組める体制について

(1)具体的な施策について

２米子駅南北自由通路等整備事業について

(1)今後の事業の進め方について

３贈収賄事件について

(1)どのように終結させるのかについて

４市有街灯について

(1)一括管理について

５地籍調査事業について

(1)具体的な将来計画について

4 田 村 謙 介 １観光行政の推進について

(1)シティプロモーションの推進について

(2)これまでの振り返りについて

(3)外部人材の登用について

(4)米子下町観光の推進について

(5)市内誘客策について

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２３日（金）



【会派名：蒼生会】

発言順 氏　　　名

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２３日（金）

4 田 村 謙 介 ２米子城跡周辺の整備活用について

(1)観光振興に寄与できうる施設整備について

(2)インバウンド対策について

(3)図書館・美術館の観光活用策について

(4)下町観光ガイド機能の強化について

5 岩 﨑 康 朗 １公共施設のあり方について

(1)米子市民体育館の今後のあり方について

(2)体育・文化施設の利便性の向上について

２福祉政策について

(1)地域包括ケアシステムの構築について

(2)地域公共交通機関のあり方について

(3)聴覚障がい者に対する防災情報対応について



【代表質問者・会派名：　中田　利幸　・　信風】

1 市政運営について

(1) 市政運営の基本姿勢について

①行政経営における基本的な考え方と組織運営について

②住民との向かい方について

（2）行財政改革の取り組みについて

①現在の行政組織の評価と課題について、どのように考えているか

②公共施設等総合管理計画について

2 総合計画について

(1) 総合計画の今後について

①いきいきプランと今後の取り組みについて

②各地区の特性を活かした「ダイナミック・シティ米子」の推進について

(2) 職員人材育成基本方針について

①方針策定から今日までの取り組みについて

②これからの行政需要における人材のあり方について

③スキルとモチベーションのアップへの取り組みについて

3 くらしの計画について

(1) 福祉政策について

①米子市地域福祉計画（第４期）について

②障がい者就労支援策について

(2) 経済政策について

①農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想について

②米子市地産地消推進計画について

③地産外消について

4 まちづくり計画について

(1) 都市計画について

①中長期の目標（ビジョン）について

②民間活力の引き上げと土地の活用について

(2) 中心市街地活性化基本計画について

①本市における地価の動向について

②角盤町エリアの位置付けと活かし方について

(3) 公共交通について

①地域公共交通会議の状況について

②バス路線の見直しについて

(4) 防災及び災害時の施策について

①自主防災組織について

②雪害対策について

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問

６月２７日(火）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目



5 教育について

(1) 学力向上への教育環境について

(2) 情操教育について

(3) 学校図書について

(4) 障がいのある児童・生徒の教育について

6 文化行政について

(1) 地域ごとの文化・歴史の掘り起こしと再評価について



【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

1 伊 藤 ひ ろ え １地域防災について

(1)防災の体制について

(2)要援護者支援について

(3)研修・講習について

２子育て支援について

(1)子ども・子育て支援計画について

(2)待機児童解消の可能性について

(3)在宅育児支援について

(4)寡婦控除のみなし適用について

３健康増進について

(1)健康増進計画について

(2)健康増進施策について

2 稲 田 清 １教育環境の充実について

(1)米子市教育振興基本計画後期計画及び米子市子どもの読書

活動推進ビジョン（第三次計画）について

(2)図書館及び図書機能の充実について

２庁舎等機能のあり方について

(1)市庁舎の駐車場等の機能について

(2)庁舎機能の統合について

３淀江地域の振興策について

(1)淀江振興本部の設置について

(2)淀江地域におけるまちづくり推進について

3 安 達 卓 是 １地域交通（バス）の実効性のある路線化実現について

(1)買い物困難者、高齢者などへの移動手段の福祉サービスの充

実について

(2)隣接市の循環バスを米子市内へ乗り入れの実現について

２弓浜地域への下水道事業の普及拡大について

(1)弓浜部への下水道事業の延伸計画について

３障がいのある方々に係る地域総合支援センター（仮称）化構想に

ついて

(1)地域の課題を含む地域総合支援センター（仮称）化構想につ

いて

平成２９年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

６月２７日（火）
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3 安 達 卓 是 (2)相談業務などの支援体制や人的体制について

(3)就労（継続）支援事業に係る利用者の就労継続、定着化につ

いて

４弓浜地域の農業振興策について

(1)西部の白ネギ産地の維持、拡大策、担い手などの育成につい

て

(2)ネギ黒腐菌核病対策について

５本市の人事政策について

(1)年齢、男女の分布構成及び人材研修・育成について

(2)定年制（条例）について



発言順 氏　　　名
【呼称名】

1 岡 村 英 治 １淀江に産業廃棄物管理型最終処分場をつくらせてはならない

 【日本共産党 (1)淀江に産業廃棄物管理型最終処分場をつくる計画についての

　   米子市議団】 市長の認識

(2)米子の水源が汚染される危険性についての市長の認識

２どの子にも健やかな成長を保障する学校教育に

(1)新学習指導要領への対応について

(2)親の経済力の差を教育の格差にしない

(3)教員の多忙化解消

３「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する生活保護行政に

(1)「小田原市ジャンパー事件」についての認識

(2)生活困難者の立場に立った生活保護行政に

４市民に開かれた市政にするための情報公開のあり方について

(1)市長の情報公開についての認識

(2)「庁議」の市行政における位置づけと情報公開

2 矢 倉 強 １市長の政治姿勢について

【華胥】 (1)目指すべき地域行政のあり方について

①市町村合併について

②広域行政について

(2)市長の立つ位置について

①議会との関係について

②第三次総合計画について

③原発と基地について

④環境政策について

3 杉 谷 第 士 郎 １「商売繁盛のまちづくり」と「弱者に優しいまちづくり」への

【コモンズ】 取り組みについて

(1)新ＪＲビルに導入する行政機能について

①どのような行政機能の導入を考えているか

②新ＪＲビルの整備促進に向けた協議体制はどうするか

(2)駅南ＪＲ土地の活用促進に向けた米子市の支援策について

①駅南広場整備と並行した駅南ＪＲ土地の活用促進が必要で

　はないか

②米子市の支援策のあり方について

平成２９年米子市議会　６月定例会　各個質問
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【呼称名】
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3 杉 谷 第 士 郎 (3)だんだん広場・グルメコートの再活用検討について

【コモンズ】 ①新ＪＲビルの整備促進と並行した再活用の検討を行うべき

(4)髙島屋東館の活用に向けた取り組みについて

①無償譲渡に向けたスケジュールはどうなっているか

②活用事業計画の策定はどうするのか

(5)立地適正化計画策定の検討が必要ではないか

①（1）～（4）の事業を踏まえ、「商売繁盛のまちづくり」

　と「弱者に優しいまちづくり」には立地適正化計画の策定

　が求められないか

4 土 光 均 １贈収賄事件に関連する事項について

【希望】 (1)昨年の判決文の指摘に対しての見解

(2)これまでの調査の経過・あり方に関しての見解

２淀江産業廃棄物処分場建設計画について

(1)この計画のこれまでの進め方（事業センター、米子市の対

応）について

(2)安全性の確認の方法、市民に理解を得る方法について

(3)計画地内の米子市有地の土地活用のあり方について

5 国 頭 靖 １市長の政治姿勢について

【希望】 (1)地域の活性化策について

(2)市内の公共交通について

(3)市の食育施策について

(4)口腔フッ化洗浄について


