
午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 戸　田　隆　次 １旧日野橋について

【政英会】 (1)旧日野橋の現状について

(2)点検管理状況について

(3)今後の方針について

(4)新橋の架け替え工事について

２市民体育館の整備について

(1)市民体育館の現状について

(2)耐震化工事の実施スケジュールについて

(3)県立産業体育館の現状及び今後の方針について

(4)国民体育大会を視野にした県との連携調整事務対応について

３経済活性化（内陸型工業団地整備等）について

(1)若者の定住化対策について

(2)地域未来投資促進法について

(3)生産性向上特別措置法について

(4)創業支援事業計画の策定について

(5)内陸型工業団地の整備について

2 門　脇　一　男 １防災・減災への取り組みについて

【政英会】 (1)避難場所への案内掲示板（立て看板）について

(2)避難場所「米子中央卸団地、米子港埠頭ほか空き地」におけ

る諸課題について

(3)災害時における情報の伝達方法について

２マイナンバー制度について

(1)導入による効果について

(2)マイナンバーカード発行の現況について

(3)宮崎県都城方式について

(4)マイナンバーカードの交付枚数率アップに向けて

(5)今後の本市の取り組みについて

3 又　野　史　朗 １産業廃棄物処分場建設計画について

 【日本共産党 (1)県、センターの対応について

　 米子市議団】 (2)関係住民の不安に応える説明会の開催について

２公立保育所の統合民営化問題

(1)保育園存続の署名について

(2)施設が過剰になるという理由について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和元年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

６月１７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】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和元年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

６月１７日（月）

3 又　野　史　朗 ３ごみ袋代について

 【日本共産党 (1)ごみ焼却施設談合住民訴訟での返還金の活用について

　 米子市議団】 ４真の「地方創生」、地方の活性化のために

(1)東京一極集中について

(2)地域経済循環について

4 岩　﨑　康　朗 １米子市観光の諸課題について

【政英会】 (1)山陰宿泊拠点である米子市の観光宿泊客の現状について

(2)インバウンド活性化策について

(3)大山山麓・日野川流域観光推進協議会事務について

(4)国立公園満喫プロジェクトと本市観光推進について

(5)「中海・錦海かわまちづくり」計画について

(6)米子市観光協会事務と観光課との役割分担について

(7)本市観光振興策の展望について

２地域福祉の振興について

(1)地域福祉の現状と課題認識について

(2)地域懇談会の状況について

(3)米子市社会福祉協議会の現状と課題について

5 稲　田　　清 １米子市版シティプロモーションについて

【政英会】 (1)人口及び出生数と地方創生に係る動きについて

(2)米子市の認知度を高める施策（ブランド化戦略）について

(3)交流人口の拡大について

(4)定住人口の獲得について

(5)「何もない米子」という言葉と米子市のビジョンについて

２米子市版子育てプランについて

(1)幼稚園、保育所、認定こども園と小学校及び中学校における

各施策と連携について

(2)新・放課後子ども総合プランについて

6 奥　岩　浩　基 １都市計画について

【政英会】 (1)用途地区について

(2)市道について

(3)通学路について
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発言順 氏　　　名
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和元年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表
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6 奥　岩　浩　基 ２保育について

【政英会】 (1)保育認定について

(2)統廃合について

(3)学童保育について

①認定について

②現在の待機児童解消について

３公共施設の暑さ・寒さ対策について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 矢田貝　香　織 １「地域とともにある学校づくり」について

【公明党議員団】 (1)地域共生社会の実現に向けた学校の役割について

(2)地域ぐるみの防災・減災対策について

２「地域共生社会」実現に向けた取り組みについて

(1)総合相談支援体制について

(2)子どもの貧困対策について

(3)地域包括支援センターの機能強化について

8 三　鴨　秀　文 １中小企業振興条例の制定について

【政英会】 (1)制定に向けての経過と現状について

(2)必要性の認識の共有について

(3)条例案上程に向けての今後の進め方について

２淀江傘を活かしたまちづくりについて

(1)伝統文化としての位置づけとその継承の現状について

(2)産業としての発展の可能性について

(3)今後の施策の方向性について

9 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)事業所利用者の離職動向と定着への支援サービスについて

(2)障がいのある方の工賃について

２買い物困難者への地域ごとの支援施策について

(1)買い物困難者の実情と具体的な施策について

３地域農業の振興について

(1)圃場整備事業の状況について

①事業内容の地域課題について

(2)高齢者農業への支援策について

10 前　原　　茂 １公共交通政策について

【公明党議員団】 (1)米子市公共交通ビジョンについて

(2)デマンド乗合タクシーについて

２風疹対策について

(1)先天性風疹症候群について

(2)風疹の追加的対策について

３ヌカカ（干拓虫）対策について

(1)本年の発生状況と被害状況について

(2)ヌカカ発生抑制事業（モデル事業）について

令和元年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１８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】

令和元年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１８日（火）

11 伊　藤　ひろえ １登下校時における児童生徒等の安全確保について

【信風】 (1)通学路等における点検について

(2)危険箇所の改善について

(3)防犯灯設置について

２障がい者支援について

(1)制度の周知について

(2)親亡き後の支援について

(3)居場所づくりについて

12 岡　田　啓　介 １地域福祉計画について

【政英会】 ２空き家・特定空家について

３米子・境港間高規格道路について

４淀江産業廃棄物管理型最終処分場計画について
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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公立保育所を守って安全・安心の豊かな保育を

 【日本共産党 (1) 児童福祉法の足元を崩す子ども・子育て新制度

　 米子市議団】 (2) 米子市公立保育所の統廃合・民営化構想について

(3) 待機児の解消について

(4) 保育の無償化について

(5) 保育士の待遇改善を

２国民健康保険料の負担軽減を求めて

(1) 国保料の滞納処分について

(2) 国と自治体の公費投入で国保料の引き下げを

３美保基地の強化に抗議する

(1) 新中期防衛力整備計画と空中給油機６機配備について

14 岡　村　英　治 １１０月からの消費税増税は中止を

 【日本共産党 (1) 複数税率で混乱必至

　 米子市議団】 (2) 地域経済を壊す１０％増税

２憲法の平和条項の遵守を

(1) 戦争で北方領土は返ってくるか

(2) 軍事行動で拉致被害者の帰国は実現するか

３マイナンバーカードの強制やめよ

(1) カードの普及状況とその分析について

(2) 国が進める普及促進策について

４ＳＭＳを使った市税納付のお知らせについて

(1) 取り組みの経緯と狙いについて

(2) 外注業者に委託することのリスクについて

15 田　村　謙　介 １米子市内のにぎわい創出策について

【政英会】 (1) インバウンド誘客に対する本市の考え方について

(2) 二次交通に対する支援策について

(3) 米子駅国際観光案内所の状況について

(4) 地ビールフェスタｉｎ米子について

(5) 米子下町ライトアップ事業について

(6) 米子城跡駐車場整備について

(7) 湊山球場跡地の有効活用について

(8) オリンピックポールの保全について

(9) 淀江地区の観光整備について

令和元年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２０日（木）
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15 田　村　謙　介 (10) 南部地区観光整備の一体化推進について

【政英会】 (11) 観光に資する市民活動への支援について

16 土　光　　均 １淀江産業廃棄物処分場建設計画について

【よなご・未来】 (1) 一般廃棄物第２最終処分場の適正な管理について

(2) 産廃処分場必要性の緊急性について

(3) 計画地内の半分を占める市有地についての米子市の考え方に

ついて

(4) 関係住民以外の地元住民への対応について

17 遠　藤　　通 １美保基地の軍備増強と市長の政治姿勢について

【一院クラブ】 ２県「産業廃棄物処理計画」と市長の政治姿勢について

３下水道事業の受益者負担金の免除について

４県事業の移転補償の対応について

５公有財産の資産管理と契約履行について

18 今　城　雅　子 １安全・安心なまちづくりについて

【公明党議員団】 (1) 新警戒レベルの運用とタイムライン策定について

(2) ブロック塀等の安全点検と撤去・改修の進捗状況について

(3) 女性防災リーダー育成の取り組みについて

２持続可能な地域づくりについて

(1) 市営住宅の適正戸数と入居状況について

(2) 自治会の担い手不足解消について

３自転車の安全対策について

(1) 自転車の活用を支える安全対策について

(2) 自転車保険加入の実情と本市の取り組みについて
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 尾　沢　三　夫 １米子市における少子化問題について

【政英会】 (1)現在の課題と問題点

(2)少子化の原因と実態

(3)将来への展望と対策

２米子市における活性化の一考察について

(1)皆生温泉で出会った達人たちの言動について

20 国　頭　　靖 １市の行政改革について

【よなご・未来】 (1)改革の視点、進め方について

(2)個別の項目について

令和元年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２１日（金）
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