
【代表質問者・会派名：　国頭　靖　・よなご・未来】
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令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問

６月２１日(月)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢について

人口減少、少子化対策について

交通基盤の充実と歩いて楽しいまちづくり

災害に強いまちづくりと脱炭素社会への取組の推進

市民が主役の共生社会の構築

教育の充実と子育てしやすいまちづくり

稼げる経済圏の再構築

歴史と文化に根差したまちづくり

規制緩和について

公共交通について

自治会加入率について

スポーツ健康まちづくり

行財政改革について

食育について

がん対策について

国民健康保険事業について

介護保険事業について

男女共同参画、ジェンダーフリーについて

島根原発２号機の稼働の是非に関して

犯罪被害者支援について

コロナ対策について

ヤングケアラーについて

認知症対策について

環境政策について

ヌカカ対策について

高規格道路米子・境港線と中海架橋について

企業誘致について

市の東京事務所設置について

地元企業の事業継承について

農業への支援について

上下水道について

教育について
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【会派名:よなご・未来】

発言順 氏　　　名

1 矢　倉　　　強 １

２

３

2 西　川　章　三 １

(1)学校・行政の認知の必要について

(2)ヤングケアラーの支援について

(3)こども総本部としての取組について

２

(1)諸手当の数、中身、額について

(2)諸手当の見直しについて

(3)下水道事業との統合・方向性について

3 土　光　　　均 １

(1)原発の安全性について

島根原子力発電所問題について

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

６月２１日(月)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

ヤングケアラーについて

水道事業について

市長の政治姿勢について

子育てしやすいまちづくりについて

歴史と文化に根差したまちづくりについて
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【代表質問者・会派名：　中田　利幸　・信風】

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

(1)

(2)

(3) 中小企業者等振興行動計画について

3

(1) 現状における課題認識について

(2) 地域共生社会への対応について

4

(1) 風水害対策のこれまでの取組について

(2) 市街地等防災化計画について

5

(1) 米子城跡の保存・活用の進捗状況について

(2) 市内各地域の史跡等の保存・活用について

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問

６月２２日（火）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

コロナ禍における本市の取組について

稼げる経済圏の再構築について

本市における感染状況の傾向と対策について

市役所業務や窓口での対応状況について

市民生活の変化と健康への影響について

本市経済への影響の把握状況について

経済活動の業態別状況に応じた今後の対策

現状認識と再構築の基本的な構想について

教育と子育て環境の充実について

災害に強いまちづくりについて

歴史と文化に根差したまちづくりについて

課題と再構築への進め方について
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【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

1 伊　藤　ひろえ １

(1)目的とその効果について

(2)行政手続の簡素化について

(3)市民サービスの向上について

２

(1)不登校の実態と分析について

(2)教育と福祉の一体化について

(3)居場所づくりについて

３

(1)差別や偏見をなくす施策について

(2)啓発の強化について

2 安　達　卓　是 １

(1)市の施設の利用促進について

(2)今後の計画や取組について

２

(1)精神障がい者に係る新たな市の医療費助成について

①制度の内容や手続について

３

(1)コロナ禍の農業生産品の産地化推進について

①主な地元野菜の生産から消費の流れについて

(2)本市の圃場整備事業の取組について

①皆生、富益、淀江地区の進捗について

農業政策について

について

障がい者の健康と福祉サービスについて

令和３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（火）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

バリアフリー法の一部改正による障がい者用トイレの適正利用

不登校の居場所づくりについて

コロナ禍における人権施策について

スマート窓口について

4



【代表質問者・会派名：　石橋　佳枝　・日本共産党米子市議団】

1

(1)

(2)

2

(1)

(2)

3

(1)

(2)

(3)

4

(1)

(2)

(3)

5

(1)

(2)

(3)

6

(1)

(2)

(3)

7

(1)

(2)

8

産業廃棄物処分場建設に反対を

医療の負担軽減で健康と命を守る

「生理の貧困」への取組を

自然と環境を守る政策を

経済と産業政策について

生存と健康の支えとなる生活保護を

ジェンダー平等について

美保基地の危険について

島根原発２号機の稼働に反対を

①Ｃ２輸送機のスプリング落下事故について

②土地利用規制法案は廃案に

①高齢者の本人負担の原則１割を守れ

②子どもの均等割の廃止を

市民の要求に応える介護保険に

①「国民の権利としての生活保護」の周知を

②安心してエアコンを使えるよう夏季加算の創設を

保育所統廃合計画の見直しを

美保地区の小学校の統廃合は住民とともに慎重な審議を

西部広域行政管理組合の一般廃棄物処理施設計画の見直しを

小規模農業、家族農業の振興策を

中海の再生は米子市の重要な課題

中小・零細企業の生業を守れ

安心して暮らせる社会保障を

子どもの成長を保障する保育と教育を

核兵器禁止条約の批准・署名を国に求める

市民の平和と安全を守る

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問

６月２３日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

新型コロナウイルスの感染拡大を収束させる

行政のデジタル化について

米子市の新型コロナウイルス対策について現状と課題

デジタル関連法への米子市の対応と「米子市個人情報保護条例」

医療現場の体制拡充のために医療機関へ市の助成を

米子市の導入の見通し
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【会派名：日本共産党米子市議団】

発言順 氏　　　名

1 岡　村　英　治 １

(1)扶養照会に関する３月３０日付厚生労働省通知について

２

(1)カード普及率についてどう考えているか

(2)年度替わりにＩＣチップ登録変更手続で市民窓口が混雑

３

(1)美保中校区の学校統廃合による義務教育学校化による影響

(2)「小規模特認校制度」について

2 又　野　史　朗 １

(1)ワクチン接種について

(2)ＰＣＲ検査について

２

(1)男女共同参画について

(2)健康保険証の氏名表記について

３

(1)ごみ処理量について

(2)熱回収（ごみ発電）について

４

(1)環境管理事業センターの事業の進め方について

 

ジェンダー平等と多様性のある社会の実現

西部広域の一般廃棄物処理施設整備基本構想（案）は根本的な

見直しが必要

産業廃棄物処分場建設計画の中止を求めて

新型コロナウイルス対策

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

６月２３日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

マイナンバーカードとＩＣチップ登録変更

学校統廃合問題について

生活保護の扶養照会はやめよ
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【代表質問者・会派名：　稲田　清　・蒼生会】

1

2

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

(1)

(2) コロナ禍における人権、福祉及び経済への対策について

②淀江傘２００周年記念事業の実施について

スポーツ健康まちづくりについて

①サイクリストの聖地化事業の推進について

②新体育館整備の推進について

ワクチンの接種状況と今後の対応について

稼げる経済圏の再構築について

①皆生温泉の海遊リゾート構想の推進について

②遊休農地の解消と農業基盤整備の促進について

歴史と文化に根差したまちづくりについて

①米子城跡三の丸広場等の保存活用と整備の推進について

交通基盤の充実と歩いて楽しいまちづくりについて

①高速交通網の整備促進について

②地域交通体系の確立について

③米子駅周辺整備の推進について

災害に強いまちづくりと脱炭素社会への取組の推進について

①地域の防災活動を通じた地域づくりについて

②消防団活動の充実と団員数の確保について

③脱炭素社会への取組の推進について

市民が主役の共生社会の構築について

①拉致被害者の早期帰国の実現について

②障がい福祉の充実について

教育の充実と子育てしやすいまちづくりについて

①ふるさと教育の推進について

②フリースクールへの支援について

③インクルーシブ教育の推進について

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問

６月２５日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢について

財政状況と予算編成について

「住んで楽しいまちづくり＜第二章＞」について

新型コロナウイルス感染症に関する対策について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

5

(1)

(2)

(3)

(4)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

淀江地域における歴史地域資源の活用について

米子市まちづくりビジョンとＳＤＧｓへの取組について

人口ビジョンについて

鳥取大学医学部及び米子工業高等専門学校等との連携について

米子市まちづくりビジョンについて

第４次米子市行財政改革大綱について

家庭教育支援条例について

スポーツ振興とアスリート支援について

都市計画決定された道路と企業誘致について

空き家対策とＵＩＪターンについて

こども総本部（仮称）の設置について

市民への情報提供について

スマートシティ（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０）と５Ｇの活用について

ヌカカ（干拓虫）対策事業について

介護予防とフレイル対策の推進について

ウォーカブル推進都市について

中海・錦海かわまちづくり計画について

米子市立図書館３０周年と今後の図書館の在り方について

米子市立学校校区審議会と小中学校の校区について

上下水道事業の効率的な組織運営について
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

1 奥　岩　浩　基 １

(1)ＭａａＳについて

(2)防災について

(3)教育について

(4)市役所業務ＩＣＴ化について

２

(1)スポーツツーリズムについて

(2)競技力向上について

(3)施設活用について

３

(1)災害時の対応について

(2)まちなかの駐車場について

2 三　鴨　秀　文 １

(1)本事業をきっかけとした今後の展開について

(2)後継者育成における県との連携について

２

(1)時宜にかなった情報提供について

(2)情報提供における媒体について

3 田　村　謙　介 １

(1)南口整備後の賑わい創出策について

２

(1)三の丸駐車場完成後の現状と問題の解決について

３

(1)かわまちづくり計画に付随すべき周辺整備について

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

６月２５日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

スマートシティ（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０）と５Ｇ活用について

スポーツ振興とアスリート支援について

ウォーカブル推進都市について

淀江傘２００周年記念事業の実施について

市民への情報提供について

米子駅周辺整備の推進について

米子城跡三の丸広場等の保存活用と整備の推進について

中海・錦海かわまちづくり計画について
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

６月２５日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

4 渡　辺　穣　爾 １

(1)新体育館検討委員会での議論について

(2)県連携モデルのさらなる推進について

(3)駐車場問題について

２

(1)整備された安倍三柳線・葭津和田線の効果について

(2)都市計画決定された道路の今後の整備について

(3)整備路線沿線の土地利用について

３

(1)市長の空き家に対する（現状と地域の資源）認識について

(2)コロナ後を見据えた空き家を活用したＵＩＪターンについて

(3)空き家と就農等連動した取組について

5 門　脇　一　男 １

(1)消防団の団員数の確保について

(2)防災ラジオの普及促進について

(3)旗ヶ崎工業団地内の防災整備について

２

(1)新規就農者の育成について

(2)遊休農地の解消策について

３

(1)本年のヌカカの発生状況について

(2)幼虫の駆除について

(3)新たな取組について

6 森　谷　　　司 １

(1)コロナ禍の中での児童虐待、不登校などの実態について

(2)子育て支援の予算について

(3)家庭の役割、家庭教育支援の取組について

２

(1)皆生温泉の全国的知名度・人気の分析及び振興ビジョンの総

括について

(2)ウィズコロナの中での山陰及び地元を呼び込む展望について

家庭教育支援条例について

皆生温泉の活性化について

新体育館整備の推進について

都市計画決定された道路企業誘致について

空き家対策とＵＩＪターンについて

ヌカカ（干拓虫）対策事業の取組について

災害に強いまちづくりについて

遊休農地の解消について
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問に係る関連質問

６月２５日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

7 尾　沢　三　夫 １

(1)昨今の扶助費に占める介護給付費について

(2)フレイル対策の重要性について

(3)官民連携の手法ＰＦＳについて

２

(1)今年鳥大医学部は７５周年　なぜ米子に決まったのか

(2)１０年後をめどに新しい病院建設思考

(3)地域活性化のエンジンについて

介護予防とフレイル対策の推進について

鳥取大学医学部との連携について
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【代表質問者・会派名：　今城　雅子　・公明党議員団】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２８日（月）

令和３年米子市議会　６月定例会　代表質問

地区防災計画の普及施策について

災害時のトイレの対策について

市長の政治姿勢について

地域公共交通政策について

自治会加入率の促進について

ＬＧＢＴなどの性的マイノリティの方たちへの支援について

マイナンバーカードの普及促進について

避難情報に関するガイドライン等の改定について

原子力災害対策について

公共施設等の老朽化対策について

公共施設等のトイレ整備について

移住定住の施策について

ヌカカ対策について

動物愛護について

地域共生社会の実現に向けた取組について

障がいのある方への日常生活用具給付等の見直しについて

認知症に対する支援強化について

市民後見人について

新型コロナウイルス感染症陽性者と家族の生活支援について

今後の新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報発信について

各種がん検診の受診率について

小中学校の学習環境改善のさらなる推進について

学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションの推進について

地域で支える子ども・家庭支援について

地元観光戦略について

鳥取県・米子市新体育館整備について

農業振興について

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進について
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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

(1)福祉避難所の指定と開設について

(2)要配慮者の避難行動支援について

２

(1)多職種・多部局の協力体制の構築について

(2)市民への説明について

(3)認知症の方を地域で支える取組について

３

(1)ロービジョン者への支援について

(2)日常生活用具の給付について

2 前　原　　　茂 １

(1)ＬＧＢＴなどの方たちへの支援について

(2)パートナーシップ制度について

２

(1)狂犬病予防注射について

(2)動物愛護管理推進計画について

３

(1)発生抑制対策（モデル事業）について

(2)今後のヌカカ対策について

3 安　田　　　篤 １

(1)「地区防災マップ」作成のモデル地区について

(2)自主防災組織の支援体制について

(3)防災士の拡充について

２

(1)「自治会加入促進の手引き」の活用状況について

(2)自治会加入相談窓口の実績について

(3)「自治会加入促進の手引き」の配布活用について

３

(1)公民館への出張申請受付について

(2)日曜日の利用状況と今後の普及促進について

４

(1)米子市市民後見フォーラムについて

(2)「成年後見制度利用支援事業」について

令和３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２８日（月）

障がいのある方への日常生活の支援策について

市民後見人について

ＬＧＢＴなどの性的マイノリティの方たちへの支援について

地区防災計画の普及施策について

自治会加入率の促進について

重層的支援体制の推進について

避難行動支援と福祉避難所・福祉スペースの確保について

動物愛護について

ヌカカ対策について

マイナンバーカードの普及促進について
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発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 戸　田　隆　次 １

【政英会】 (1)市長の公約について

(2)市政の課題について

２

(1)中海架橋の必要性について

(2)同事業の進捗状況等について

３

(1)子どもの出生状況及び人口の推移について

(2)不妊治療費の支援拡充について

４

(1)同事業に係る他市の動向及び比較・検証について

(2)子ども食堂運営・活用状況について

(3)子育て世帯への支援拡充について

2 岡　田　啓　介 １

【政英会】 (1)現在の設置状況について

(2)設置計画について

２

(1)担当課の勤務状況と改善策について

３

(1)現在の進捗状況について

(2)現在の改善点について

４

(1)現在の進捗状況について

コロナ禍における市役所の組織体制について

中心市街地と郊外の一体的な発展を目指す施策について

米子城跡整備計画について

小中学校の特別教室へのエアコン設置について

新型コロナウイルス感染対策に係る支援事業拡充について

令和３年米子市議会　６月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２９日（火）

中海架橋について

不妊治療に対する支援拡充について

市長の施政方針について
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発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

令和３年米子市議会　６月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月２９日（火）

3 遠　藤　　　通 １

【一院クラブ】 (1)上下水道の「広域化」、「共同化」について

(2)上下水道の統合と民間委託について

(3)下水道の包括的民間委託導入について

(4)上下水道の統合と人事交流について

２

(1)本庁舎の借地交渉の現状と展望について

(2)ふれあいの里の活用について

(3)旧庁舎の新館跡地利用について

３

(1)予算説明書、公共施設等総合管理計画（個票）の未記載につ

いて

(2)根拠法令に基づかない事業・施設の在り方について

根拠法令に基づく事業と施設の在り方について

上下水道の効率的な組織運営について

「庁舎再編ビジョン」について
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