
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コロナ禍での対人援助従事者への支援の考え方について

【公明党議員団】 (1)介護・障がい者支援施設の感染症発生に備えた体制の構築に

ついて

(2)対人援助従事者の宿泊先確保について

２防災減災対策について

(1)避難所の開設と周知、運営について

(2)要配慮者の避難と避難所での支援について

３ロービジョンケア（視覚障がいがあるために生活に何らかの支障

を来している人に対する支援）について

(1)生活の不自由さを軽減する日常生活用具について

(2)「バリアフリー」と「福祉のまちづくり」について

2 中 田 利 幸 １安心・安全なまちづくりについて

【信風】 (1)本市における犯罪発生の実態について

(2)犯罪防止の取組について

２米子駅前ショッピングセンターについて

(1)施設の状況について

(2)今後の取組について

３ヌカカ対策について

(1)今年のヌカカ発生と被害の状況について

(2)今後の対策について

４ウィズコロナでの高齢者の健康対策について

(1)感染回避と高齢者の健康について

(2)認知症予防への影響について

(3)健康維持の取組について

3 稲 田 清 １市道安倍三柳線とまちづくり戦略について

【蒼生会】 (1)市道安倍三柳線の延伸開通について

(2)まちづくり戦略について

２部（局）の重点課題の取組状況と目標について

(1)企業誘致の推進について

３行財政改革とスマート自治体への転換について

(1)行財政改革について

(2)スマート自治体への転換について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和２年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

９月２日（水）
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和２年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

９月２日（水）

4 戸　田　隆　次 １新型コロナウイルス対策に係る各支援について

【政英会】 (1)コロナウイルス対策に係る検証

(2)低所得層に対する上・下水道使用料金の減免について

(3)カフェ・レストラン等への支援拡充について

２淀江地区の農業環境整備について

(1)淀江地区の農業環境整備に係る現状・今後の方針について

(2)住民の要望に対する淀江支所－本庁との連携強化

３旧米子勤労者体育センターの今後の運営方針について

(1)同センターの今後のアウトライン（運営方針）について

(2)同センター周辺の利活用・グランドデザイン作成について

４新米子市民体育館の整備について

(1)同体育館の建設整備スケジュールについて

(2)イニシャルコスト・ランニングコストの負担割合について

5 伊　藤　ひろえ １福祉の相談窓口について

【信風】 (1)包括的な支援体制の構築に向けた取組について

(2)断らない相談体制について

(3)地域づくりに向けた考え方について

２食品ロス削減の取組について

(1)食品ロス削減推進法について

(2)家庭系食品ロスの取組について

(3)庁内の連携体制について

３水道料金の集金方法について

(1)料金体系について

(2)毎月集金について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和２年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

９月２日（水）

6 岡　村　英　治 １西部広域の「広域可燃物処理計画」について

【日本共産党 (1)西部広域が各自治体に１０月までに回答を求めてきている内

　 米子市議団】 容

(2)平成１６年６月議会での議決の内容

(3)焼却施設の長寿命化・延命化との整合性

(4)ごみ排出量削減の「ごみ処理基本計画策定指針」等との整合

性

２下水道汚水処理水の放流先検討について

(1)米子市下水道事業における国交省の事業概要について

(2)事業実施により期待されるコスト面を含めた効果について

(3)事業を実施に移す場合の課題について

３コロナ禍での施設利用者のプライバシー保護について

(1)公共施設利用者に対する名簿記載について

(2)図書館、市民プール、公民館等における扱いについて
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 安　達　卓　是 １障がい者支援について

【信風】 (1)成年期の発達障がい者支援について

①家族を含めた相談体制の取組について

②地域連携・総合的な支援について

(2)障害者優先調達法施行後の取組について

①新型コロナ禍と今後の取組について

(3)就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所の平均賃金について

２身体と心の健康づくり・介護予防について

(1)地域福祉プランの推進の考え方と体制づくりの方針について

３農業振興対策について

(1)今期の長雨による白ネギや野菜全般への影響について

(2)弓浜部の地下水位と用水・排水対策について

8 岡　田　啓　介 １空き家、特定空家の対応状況について

【政英会】 (1)空き家、特定空家の推移について

(2)現在行っている対応策について

(3)本市のまちづくりとの関連性について

２米子駅前ショッピングセンターの運営について

(1)米子駅前ショッピングセンタービルの管理状況について

(2)現在の収支並びに将来の収支計画について

３民間活力、公民連携の活用状況について

(1)指定管理者制度の利点について

(2)公民連携事業の取組状況について

４市庁舎の今後について

(1)本庁舎の賃貸借契約に関する交渉状況について

(2)市庁舎の今後について

令和２年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月３日(木)
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令和２年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月３日(木)

9 安　田　　　篤 １米子インター周辺工業用地整備について

【公明党議員団】 (1)販売状況について

(2)工業用地整備補助金の返還について

(3)今後のスケジュールについて

(4)新たな工業団地についての進捗状況について

２マイナンバーカードの普及促進について

(1)マイナンバーカードの交付枚数率について

(2)窓口交付体制について

(3)出張申請サービスの現状と広報について

(4)マイナンバー促進事業について

(5)マイキープラットフォームの活用について

３防犯カメラの設置について

(1)市役所本庁舎防犯カメラの運用状況について

(2)肖像権やプライバシーの保護について

(3)公共の場所での防犯カメラの設置数について

(4)ガイドラインの運用について

10 奥　岩　浩　基 １ウィズコロナ社会について

【蒼生会】 (1)「新しい生活様式」について

(2)感染対策について

(3)人権配慮について

(4)経済対策について

(5)スーパーシティについて

(6)ウィズコロナ社会実現へ向けて

２河川・公園の維持管理について

11 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)開発協定の認識及び説明責任について

12 又　野　史　朗 １新型コロナウイルス対策

【日本共産党 (1)財源の負担について

米子市議団】 (2)ＰＣＲ検査体制について

(3)ＧｏＴｏトラベルキャンペーンの弊害について

２産業廃棄物処分場建設計画の中止を求めて

(1)住民対応について

(2)地下水調査について
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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必要な介護を安心して受けられる介護保険を求めて

【日本共産党 (1)「負担あって介護なし」の介護保険制度を改めよ

　 米子市議団】 (2)介護の切実な問題の解決を

(3)第８期の介護保険のさらなる改悪をストップ

２保育所統廃合民営化はやめ、子ども最優先の保育を

(1)保育における公の責任を守る

(2)地域に保育所があるということについて

(3)小規模の保育所について

(4)淀江・宇田川統合園建設地の土質調査について

３障がいのある人を支える制度の充実を

(1)就労支援について

(2)生活支援について

14 門　脇　一　男 １防災減災への取組について

【蒼生会】 (1)防災情報の伝達方法について

(2)コロナ禍での避難所の開設について

(3)防災ラジオの導入について

２荒廃農地対策について

(1)荒廃農地の対策と現況について

(2)農業基盤整備事業、農地対策事業の進捗について

(3)洋芝以外の新たな作物の導入について

(4)ヌカカ対策事業との連携について

(5)農業への企業参入の検討状況について

15 今　城　雅　子 １健康対策の取組について

【公明党議員団】 (1)各種健康診査、がん検診の受診率について

(2)子宮頸がんワクチン接種について

２安心して住み続けられるまちづくりについて

(1)管理不全の空き家対策について

(2)地域の住環境の改善対策について

(3)立地適正化計画について

(4)まちづくりとして取り組む住宅政策について

令和２年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月７日(月)
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令和２年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月７日(月)

16 矢　倉　　　強 １新型コロナ後への備えについて

【よなご・未来】 (1)地域の防衛施設等への市民の認識と東アジア情勢

①コロナ後の東アジアの不安定化と危機意識について

(2)コロナ経済不況と本市の財政運営の見直しについて

17 遠　藤　　　通 １米子－境港間の高規格道路要望と中海架橋構想の対応について

【一院クラブ】 (1)高規格道路の要望活動の現況と要望の主旨について

(2)中海架橋構想の対応について

２市政運営と市長の政治姿勢について

(1)道路新設改良事業並びに日本中央競馬会事業所周辺環境整備

事業及び特定防衛施設整備調整交付金事業について

(2)法定外公共物管理と占用許可の対応について

(3)普通財産の管理と有効活用について

(4)弓ヶ浜公園の管理と整備について

18 田　村　謙　介 １安心安全な街づくりについて

【蒼生会】 (1)国県要望について

(2)情報連絡体制の強化について

(3)自主防災組織の連携について

(4)米子市原子力防災車の活用について

(5)青パト配備について

２米子城跡の復元と街づくりについて・４

(1)まちなかイベントへの広報支援について

(2)出山郭の整備について

(3)追加整備の可能性について

(4)湊山球場の閉場イベントについて

(5)整備計画に対する市長の取組について
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