
午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 稲　田　　　清 １教育環境の充実について

【政英会】 (1)子育て・教育関連施設等の安全対策について

(2)通学路の安全対策について

(3)安心安全のための情報伝達について

２子育て環境の充実について

(1)５歳児よなごっ子健診の現状について

(2)５歳児よなごっ子健診実施後の受け皿体制について

３地域の課題と経済の活性化について

(1)角盤町エリアのにぎわい創出について

(2)淀江地域の振興について

(3)バス交通の充実について

2 三　鴨　秀　文 １地域経済活性化に向けた取り組みについて

【政英会】 (1)中小企業の振興に関する条例の制定について

(2)事業承継支援について

２子どもたちの自治力向上を目指した取り組みの充実について

(1)米子市版小中一貫教育について

(2)今後の方向性について

3 門　脇　一　男 １弓浜地域における諸課題について

【政英会】 (1)ヌカカ（干拓虫）対策について

(2)荒廃農地対策について

(3)農業分野における特区提案について

(4)圃場の排水対策について

(5)崎津がいなタウンの残地の状況について

(6)南崎津川の河口閉塞問題について

4 安　達　卓　是 １障がい者支援に係る福祉サービス施策について

【信風】 (1)就労継続支援事業について

①支援事業に係る利用者の離職・定着動向、対策について

②事業者、利用者についての国県市の関わり方（指導）と制

　度の導入について

(2)事業所工賃と鳥取県の最低賃金制度について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

７月１７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３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

７月１７日（火）

4 安　達　卓　是 ２地域農業（特産野菜の栽培・経営）の振興策について

【信風】 (1)旧来型の営農のあり方について

①現状課題と遊休農地対策について

②後継者育成及び新規就農者の課題について

３ヌカカ（干拓虫）の今後の具体的な対応について

(1)対策事業の成果と今後の対応及び事業化への方向性について

5 前　原　　　茂 １ヌカカ（干拓虫）対策について

【公明党議員団】 (1)今年の発生状況について

(2)今年度の調査内容と今後の対策について

２投票率の向上について

(1)市議会議員選挙について

(2)期日前投票について

３公共施設トイレの洋式化について

(1)小中学校・公民館・集会場の状況について

(2)改修時における補助事業について

４公共交通の利用促進について

(1)運転免許自主返納者バス利用推進事業について

(2)交通政策検討チームでの検討状況について

6 矢田貝　香　織 １生活を支える公共交通の充実について

【公明党議員団】 (1)公共交通の充実・再編について

(2)高齢者の自動車運転免許の自主返納について

２切れ目ない子ども・子育て支援について

(1)５歳児健診について

(2)こども総合相談窓口について

(3)「ふれあいの里」の機能について

３地域を包括する支え合いのあり方について

(1)介護保険事業と地域包括支援センターについて

(2)地域福祉計画・地域福祉活動計画について

(3)地域福祉の拠点について

４地域の防災減災対策の向上について

(1)災害時の情報発信について

(2)避難場所について

(3)住民・学校・企業との連協強化について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 戸　田　隆　次 １内陸型工業団地整備計画について

【政英会】 (1)若者の定住化・雇用の確保に係る施策について

(2)企業進出意向の現状分析について

(3)工業用地適地選定について

(4)市街化区域の変更について

(5)新たな工業用地の確保に係る今後の事務スケジュールについ

て

２米子ハイツ体育館に係る今後の方針について

(1)米子ハイツ体育館の利用状況等について

(2)同体育館を閉館とする考え方について

(3)同体育館の今後の利活用について

(4)大高・県地区の避難場所指定について

３中海架橋の建設促進について

(1)中海架橋に係る知事要望等について

(2)本事業の進捗に係る市長の政治姿勢について

４大山道路のゲート設置について

(1)観光客の誘客化について

(2)大山道路のＰＲについて

8 土　光　　　均 １島根原子力発電所について

【よなご・未来】 (1)安全協定改定の必要性について認識を問う

(2)就任以来、改定について中国電力とどのようなやりとりをし

てきたのか

(3)中国電力の言う「島根原発３号機の稼働の必要性」について

の市長の見解を問う

２淀江産業廃棄物処分場建設計画について

(1)市が県に要請した「地下水の影響等施設の安全性について十

分に確認する」ことに関しての県の対応についてどういう認

識か

(2)次期一般廃棄物最終処分場についての検討状況、進捗状況の

説明を求める

(3)県内においての産業廃棄物管理型最終処分場の整備の緊急性

についてどのように認識しているか

平成３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月１８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３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月１８日（水）

9 奥　岩　浩　基 １人口減少問題について

【政英会】 (1)今後の出生数について

(2)若者の人口流出について

２投票率低下について

10 伊　藤　ひろえ １人口減少対策について

【信風】 (1)転出入の理由と分析について

(2)対策と展望について

２子育て支援について

(1)妊娠出産から切れ目のない支援体制の構築について

(2)保育料の軽減について

３利用者の立場に立った事業展開について

(1)三輪山の清水（旧「小波上の泉」）について

(2)高齢者の運転免許自主返納に対する支援について

(3)公民館使用の利便性向上について

11 田　村　謙　介 １米子市の観光・インバウンド対策について

【政英会】 (1)新体制となった観光課について

(2)内浜産業道路沿いの駐車場整備について

(3)外国人観光客に対する本市の施策について

(4)周辺ＤＭＯとの協調について

(5)在住外国人による観光オブザーバー委嘱について

(6)境港市クルーズフェリー客の市内誘致策について

(7)観光バス・タクシー実証実験について

２災害に強いまちづくり施策について

(1)西日本豪雨災害について

(2)米子市の対応について

(3)災害時対策本部の通信手段について

(4)危険区域への情報伝達手段について

(5)避難勧奨に対する米子市の考え方について

(6)国土強靭化地域計画の策定について

12 岡　田　啓　介 １中心市街地活性化について

【政英会】 ２急傾斜地対策について

３教育行政について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 石　橋　佳　枝 １介護保険の改善を求めて

 【日本共産党 (1)介護保険料・利用料の負担軽減を

　 米子市議団】 (2)年金で入れる介護施設を

(3)障害者総合支援法と介護保険の関係について

２払える国民健康保険料に

(1)１世帯１万円の引き下げを

(2)申請減免の要項を変え市民の救済を

(3)資格証の発行、短期証の窓口留め置きをやめよ

３ヌカカ（干拓虫）の対策について

(1)調査の状況について

(2)発生を抑える対策を

４原発はゼロに

(1)福島原発事故の現状

(2)エネルギー基本計画と原発ゼロ基本法案

(3)島根原発２号機の再稼働について

(4)島根原発３号機の新規制基準適合性審査について

(5)安全協定と避難計画について

14 又　野　史　朗 １産業廃棄物処分場建設計画の中止を求めて

 【日本共産党 (1)米子市独自での調査、研究、指導を

　 米子市議団】 (2)豊かな自然、おいしい水、おいしい空気を守る

２農業支援について

(1)米子の産業の活性化

(2)米子市民の健康、命を守る

３ごみ袋代の引き下げについて

(1)米子市民から見たごみ袋代

(2)ごみ袋代の引き下げへの努力を

４通学路の防犯灯、街路灯について

(1)暗くて危険な通学路に防犯灯、街路灯の設置を

15 岡　村　英　治 １淀江に産廃処分場はいらない

 【日本共産党 (1)米子市水道局福井水源地への影響

　 米子市議団】 (2)「小波上の泉」への影響

平成３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月２０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３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月２０日（金）

15 岡　村　英　治 ２ブロック塀の危険性を取り除く

 【日本共産党 (1)大阪北部地震でのブロック塀倒壊事故を受けての市としての

　 米子市議団】 対応

(2)通学路のブロック塀、民間撤去に補助を

３子育て支援の充実を

(1)学校給食費の無償化

(2)子どもの医療費窓口負担の完全無償化

(3)子どもの貧困実態調査

(4)学校トイレの洋式化の推進

(5)「置き勉」に対する認識

16 遠　藤　　　通 １市議会議員選挙と自治会推薦について

【一院クラブ】 (1)投票率と投票所について

(2)自治会の候補者推薦活動について

(3)認可「地縁団体」の活動について

２公有財産の管理と活用について

(1)毎年度ごとの管理について

(2)貸付契約と管理について

(3)保有財産の有効活用について

(4)淀江地区の福祉施設用地について

17 今　城　雅　子 １地域とつくる安心・安全なまちづくりについて

【公明党議員団】 (1)住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の促進について

(2)ブロック塀等の安全点検について

(3)通学路の総合的な安全点検について

(4)地域生活道路の総合的な安全点検について

２健康対策と介護予防への取り組みについて

(1)各種検診事業の取り組みについて

(2)フレイル予防事業の現状と効果について

(3)認知症検診の導入について

３環境対策について

(1)一般廃棄物処理の総量抑制について

(2)資源ごみ盗難防止の更なる啓発について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月２０日（金）

18 国　頭　　　靖 １西日本豪雨について

【よなご・未来】 (1)市の初動対応について

(2)今後の対策について

２市道安倍三柳線について

(1)今後の進め方について

３公共交通のあり方について

(1)市の考え方について
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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過去・現在・未来　わたしたちのまちの都市計画

【よなご・未来】 (1)各種選挙の市長としての関わり

①憲法第９３条「二元代表制」等についての理解

(2)島根原発３号機と公約の関連性について

①本市から中国電力への言い分

②本市から鳥取県への言い分

③本市から島根県への言い分

20 矢　倉　　　強 １環日本海時代の受け皿づくりについて

【よなご・未来】 (1)ファズ用地の確保と地域産業振興について

(2)境港への高速道路建設について

２水資源の確保対策について

(1)水源かん養林の確保と保存対策について

(2)賀祥ダムの水源としての活用の現状と対策について

３市長の政治姿勢について

(1)地方自治体の首長としての取るべき姿について

21 中　田　利　幸 １高齢者の身元保証にかかわる問題について

【信風】 (1)高齢者の身元保証要求の実態と課題について

(2)対応策について

２公共交通網再編の取り組みについて

(1)取り組み状況について

(2)再編への進め方について

(3)バス利用促進の取り組みについて

３米子駅周辺再整備の取り組みについて

(1)米子駅（交通結節点）の都市機能における考え方について

(2)米子駅周辺再整備の位置づけについて

(3)周辺再整備の進め方について

平成３０年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月２３日（月）
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