
発言順
氏　　　名
【会派名】

1 三鴨　秀文 １危険家屋の適正な管理について

【仁】 (1)「米子市空き家等の適正管理に関する条例」の制定意義に

ついて

(2)危険家屋状況調査事業の成果と今後について

(3)「助言又は指導」から｢代執行｣までの標準処理期間について

(4)危険家屋の所有者等の相続人の確定について

(5)危険家屋の所有者等の推定相続人の把握について

(6)米子市空き家等対策審議会の役割について

(7)危険家屋対策事業の今後について

２法曹有資格者との関係のあり方について

(1)行政における法曹有資格者の活用の意義について

(2)法曹有資格者の供給面と需要面との変容について

(3)行政における法曹有資格者の役割について

(4)行政における法曹有資格者の活用に向けた課題について

(5)行政における法曹有資格者との協働について

2 岩﨑　康朗 １新年度予算編成方針について

【蒼生会】 (1)平成２４年度決算指摘事項を踏まえて

(2)重要課題政治方針決定について

２スポーツ･観光の振興について

(1)生涯スポーツの振興について

(2)観光振興について

3 伊藤　ひろえ １学校現場が抱える課題と対策について

【よなご会議】 (1)学校支援の取り組みについて

(2)学校施設の改善について

２米子市における若者の雇用政策について

(1)実態把握について

(2)米子市における取り組みについて

３交通安全施策について

(1)シートベルト着用の徹底について

(2)チャイルドシート助成制度の検討について

４障がい者支援について

(1)支援計画の進捗状況について

(2)精神障がい者への支援について
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発言順
氏　　　名
【会派名】

4 笠谷　悦子 １少子化対策について

【公明党議員団】 (1)子ども・子育て支援新制度について

(2)妊娠･出産･子育てへの連続的支援について

(3)児童虐待の実態について

２介護保険制度について

(1)地域包括支援センターの役割･強化について

(2)地域支援事業の見直し･充実について

(3)サービス付き高齢者向け住宅･住所地特例適用について

(4)介護ボランティア制度導入の進捗状況について

３学校施設の耐震化･天井等落下防止対策について

(1)小中学校のつり天井点検調査後の結果･判断について

(2)小中学校施設の耐震化等早期実施について

5 稲田　　清 １子育て環境の充実について

【よなご会議】 (1)米子市子ども･子育て会議について

(2)米子市５歳児健診の在り方検討会について

２教育環境の充実について

(1)不登校と発達障がいの関係について

(2)発達障がいへの対応について

(3)土曜日授業について

(4)色覚検査について

３鳥取県手話言語条例について

(1)米子市の取り組みについて

４中海架橋について

(1)中海架橋について

6 原　　紀子 １市営住宅の火災について

【公明党議員団】 (1)対応について

(2)火災保険について

２空き家対策について

(1)現状と課題について

３婚活支援について

(1)取り組み状況と効果について

４雑誌スポンサー制度について

(1)導入状況と課題について
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7 中川　健作 １島根原発広域住民避難計画について

【市民派】 (1)拡散シミュレーションと避難の範囲について

(2)長期帰還困難対策について

(3)避難訓練について

(4)その他の課題について

２島根原発２号機の新規制基準適合性審査申請について

8 門脇　邦子 １未婚のひとり親家庭への支援について

【ムスカリ】 (1)ひとり親家庭の現況について

(2)寡婦控除について

(3)みなし寡婦控除適用について

２審議会等について

(1)審議会等の公開について

(2)委員の重複について

３指定管理者の第三者評価について

(1)現況と課題について

9 小林　重喜 １来年度予算編成方針について

【よなご会議】 (1)基本的な考え方について

(2)マイナス５％シーリングの財政効果について

(3)消費税率アップの増税効果について

(4)来年度の地方交付税の見込みについて

(5)自主財源の確保策について

(6)来年度の重点施策等について

①ＪＲ米子駅南北一体化事業について

②島根原発２号機の「新規制基準適合性審査」事前報告に

ついて

③山陰合同銀行旧米子支店跡の活用について

④メガソーラー（崎津）施設のあり方について

２米子鬼太郎空港の利用促進策について

(1)スカイマーク参入の効果について

(2)新路線等にかかる今後の対応策について
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10 岡村　英治 １都市計画道路安倍三柳線について

【日本共産党米子 (1)同路線の計画からの経緯、当面の事業計画について

市議会議員団】 (2)関係住民から寄せられている声について

(3)国道４３１号までつなげる必要性があるのか

２非常勤職員の待遇の改善を求めて

(1)公益通報による是正措置について

(2)勤務条件通知書の徹底について

(3)時間外勤務手当の支給実態について

３住宅リフォーム助成制度の創設検討を

(1)住宅新築着工件数の推移と今後の見通しについて

(2)消費税増税の地域経済への影響をどうとらえているか

(3)仕事起こしに役立つ住宅リフォーム助成制度の創設を

11 石橋　佳枝 １いまこそ原発ゼロへの転換を

【日本共産党米子 (1)福島原発事故の収束、汚染水対策を国の責任で急ぐことを

市議会議員団】 求める

２市民生活を壊す「税と社会保障の一体改革」に反対を

(1)生活保護の改悪が、どれだけの市民に影響を及ぼすか

(2)介護保険の改悪をやめ、人間が大事にされる社会に

12 松田　　正 １市営大垣住宅について

【蒼生会】 (1)地域審議会での議論について

(2)修繕計画の内容について

(3)淀江環状線について

２子どもたちの学習と健康について

(1)正しい日本地図について

(2)フッ化物洗口事業について
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氏　　　名
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13 岡本　武士 １明道公民館の建設について

【よなご会議】 ２口利き記録制度について

３自立財政再建計画の確立について

14 松本　松子 １淀江産廃処分場建設に反対し、市民の声に応えるよう求めて

【日本共産党米子 (1)市長は市民の声を直接聞く必要があるのではないか

市議会議員団】 ・強引な進め方で地域のコミュニティを壊してはならない

(2)
市民を対象にした説明会を開くよう県に要求すべきではない
か

(3)産廃処分場は、子孫への時限爆弾である

(4)事業者による環境アセスメントでは科学的に正しい結果が

得られないのではないか

(5)産廃処分場を市場任せにすることは問題である

(6)
命にかかわる問題は、住民投票で決めるのが原則、住民の意
志
で決めるべき

(7)金で同意を得ることはやめ、拡大生産者責任の法制化を

国に求められたい

２市営大垣住宅の建てかえの約束を守ることを求めて

(1)合併の条件を破り、地域審議会の意見も聞かず住宅廃止

計画をつくった重大な問題という認識はあるか

(2)地域審議会にかけないでなぜ入居者の意向調査に入ったのか

(3)建てかえをしない場合の住宅の改修、安全確保、耐震補強

はどうするのか

３負担増と給付減をはかる国の｢社会保障改革｣と保育の民営化に

反対し、保育の充実を求めて

(1)政府の「社会保障制度改革・プログラム法案」の保育の

「改革」という名の切り捨てに反対を

(2)公立保育所のさらなる民営化はやめるべき

(3)待機児童は公立（認可）保育所の増設で解消を

(4)低所得階層の保育料が改善されていない、早期に引き下げを

要求する
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発言順
氏　　　名
【会派名】

15 遠藤　　通 １米子駅南北一体化事業について

【一院クラブ】 (1)方向づけについて

(2)事業手法について

(3)事業主体について

(4)事業費と財源確保について

(5)覚書について

(6)計画の検証（経緯）について

２公民館非常勤職員の就労条件について

(1)任用について

(2)再任用と定年について

(3)雇用条件の変更協議について

３図書館の業務委託契約について

(1)委託契約について

(2)併任辞令について

(3)就労実態について

４下水道受益者負担金について

(1)検討委員会の進捗状況について

(2)行政サービスの公平性について

５湊山球場廃止後の跡地利用について

(1)跡地活用に市民の意見を募ることについて

(2)鳥取大学医学部の支援について

16 国頭　　靖 １地域活性化･観光推進策について

【よなご会議】 (1)ゆるキャラ・ヨネギーズの取り扱いについて

(2)白ねぎブランドの発信について

(3)米子市の食による情報発信について

(4)ご当地ナンバーについて

２環境問題について

(1)環境学習の学校での取り組みについて

(2)浸透ます、貯水タンク設置等の取り組みについて
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発言順
氏　　　名
【会派名】

17 野坂　道明 １流通業務団地の騒音規制について

【蒼生会】 (1)規制基準の設定の経緯について

(2)現状の問題点と見直しについて

２一般廃棄物収集運搬業務について

(1)委託契約の内容について

(2)委託業者の執行状況について

(3)委託業務の契約方法について

３公共施設･インフラの適正管理について

(1)ストックの現状と更新費用について

(2)事後保全と予防保全について

(3)公共施設、ストックのマネジメント計画について

４中海架橋について

(1)費用便益調査について

(2)米子･境港地域道路のあり方勉強会について
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発言順
氏　　　名
【会派名】

18 矢倉　　強 １スカイマークの参入による新たな航空時代への対応について

【よなご会議】 (1)米子鬼太郎空港を拠点とした交通網の整備について

(2)空港周辺地域の活性化対策について

２米子市の大阪事務所体制の見直しについて

(1)米子市の情報発信や企業誘致などの前線基地にふさわしい

体制の整備について

３米子市社会福祉協議会の組織改革について

(1)時代に合わなくなった点が多々見受けられる、市は調査し

見直しを提言すべき

19 尾沢　三夫 １環日本海時代と地域の活性化について

【蒼生会】 (1)陸路、海路、空路の全てを持つこの地域の将来のために

インフラ整備が必要

２国土強靭化計画と山陰道及び米子道の今後について

(1)米子道の４車線化の促進について

(2)通行量を増やすため、無料化に向けて再度実証実験を求める

(3)山陰道の４車線化の促進について

３超高速鉄道（山陰新幹線、伯備新幹線）構想について

(1)山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議発足の内容と

今後について

20 渡辺　穣爾 １美保基地への大型輸送ヘリ配備について

【蒼生会】 (1)米子市としてのこれまでの取り組みについて

(2)今後の取り組みについて

２国の大型補正予算について

(1)米子市としての方針について

21 湯浅　敏雄 １障がい者の社会参加を促す障害者基本法について

【蒼生会】 (1)米子市の現状について

・障がい者の各種割引制度について

・障がい者の雇用について

２米子空港多路線化に向かって米子市の課題について

(1)スカイマーク就航に当たって、空港周辺の交通アクセス

について
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発言順
氏　　　名
【会派名】

22 中田　利幸 １流通業務団地の政策的評価と今後の取り組みについて

【仁】 (1)経過と現状について

(2)事業評価と政策評価について

(3)今後の課題と取り組みについて

２地産外消へのふるさと納税の活用について

(1)ふるさと納税の税収効果と税収活用について

(2)ふるさと納税のメリットについて

(3)米子方式の特徴・効果と手法の活用について
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発言順
氏　　　名
【会派名】

23 山川　智帆 １原子力防災訓練の検証について

【虹】 (1)情報伝達について（課題と対応）

(2)医療、交通、飲料水の制限等を踏まえた広域連携について

２まちづくりに関する市民アンケートの検証について

(1)年代別のアンケート分析について

(2)年代別のアンケート分析を踏まえた対応・仕組みについて

24 安田　　篤 １産業廃棄物の最終処分場について

【公明党議員団】 (1)生活環境影響調査書について

①調査項目について

②処理水放流について

③地下水の影響について

④騒音・振動について

⑤粉じんの飛散について

⑥悪臭について

⑦地震の影響について

(2)搬入検査計画について

①搬入前の審査について

②受付段階での審査について

③埋め立て段階での検査について

④搬入ルートについて

(3)地元自治会への対応について
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