平成２７年米子市議会
６月１５日（月）
発言順

1

氏

名

【会派名又は呼称名等】

岩﨑

康朗

【蒼生会】

６月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 国土強じん化地域計画について
(1) 国土強じん化地域計画の現状認識と必要性について
(2) 国土強じん化地域計画の法的位置づけについて
(3) 国土強じん化地域計画の課題について
２ ドクターヘリの鳥取県西部配置について
(1) ドクターヘリの鳥取県西部配置における現状認識について
(2) 米子市配備における課題について
３ スポーツ観光振興について
(1) スポーツ観光振興の意義と本市の役割について
(2) ジャパンエコトラック第１号認定地としての本市の受け入れ
態勢について

2

伊藤ひろえ
【信風】

１ 出産・育児支援について
(1) 現状と課題について
(2) 切れ目のない包括的支援について
(3) ひとり親支援について
２ 学校施設の改善について
(1) 現状と課題について
(2) 学校施設の改善計画について
３ まちづくりについて
(1) 地域のコミュニティ維持について
(2) 高齢者の社会参加について

3

安達

卓是

【信風】

１ 障がい者支援に係る福祉サービスの充実について
(1) 障害者差別解消法が施行されるに当たり市役所全庁で取り組
む内容及び合理的配慮について
(2) 平成２４年度から実施されてきた「相談支援の充実を図るた
めの連続研修会」による人材養成後の米子市、西部圏域での
サービス等利用計画書策定の実績について
(3) 市による事業所への指導監査の実状について
２ マイナンバー制度の全体計画及び具体的取り組みについて
(1) 個人番号を知らせる通知カードの本人交付について
(2) 交付に当たりＤＶなどの交付トラブル対応策とその内容につ
いて
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平成２７年米子市議会
６月１５日（月）
発言順

氏

名

【会派名又は呼称名等】

安達

卓是

【信風】

６月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

(3) 自治体としてのメリット及び住民の利便性向上の具体のもの
について
(4) 今後、国や本市による広報のあり方について

4

門脇

一男

【蒼生会】

１ 生活排水処理対策について
(1) 公共下水道事業の進捗状況と今後の方針について
(2) 公共下水道の課題、問題点について
(3) 他の生活排水処理事業との比較検討について
２ ヌカカ（干拓虫）対策について
(1) 現在の成虫の発生状況と今後の事業方針について
(2) 幼虫の調査結果について
(3) 今後の対策について
３ 荒廃農地（耕作放棄地）対策について
(1) 近年の面積の推移と現況認識について
(2) ノイバラ対策について
(3) 荒廃農地の減少に向けて

5

三穂野雅俊

１ 防犯灯及び市有街灯のＬＥＤ化について

【蒼生会】

２ 防球ネット等整備事業について
(1) 米子市の小中学校の現状について
(2) 事業採択及び設置基準について
３ 米子駅南北自由通路等整備事業について
(1) 米子市における米子駅の位置付けについて
(2) 新駅ビル、南北の開発について
４ 米子城跡保存整備事業について
(1) 今後の予定について
(2) 米子城跡の魅力の発信について
5 米子市中心市街地活性化基本計画について
(1) 活性化の目標及び成果指標について
(2) 山陰歴史館、旧庁舎、旧山陰合同銀行米子支店周辺について

6

矢田貝香織
【公明党議員団】

１ 高齢者支援について
(1) 高齢者の熱中症対策について
(2) 移動・買い物支援事業について
(3) 認知症早期発見、早期対応の取り組みについて
(4) はい徊模擬訓練について
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発言順

氏

名

【会派名又は呼称名等】

矢田貝香織
【公明党議員団】

６月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

２ 子育て支援について
(1) 「子育て王国とっとり」の子育て支援と取り組みについて
(2) 就学支援金について
(3) 中学校総体について
(4) 学校の増改築に伴う標準設備について
(5) 子育て支援の継続について
(6) 貧困対策について
(7) 虐待防止への取り組みについて
３ 地方創生について
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平成２７年米子市議会
６月１８日（木）
発言順

7

氏

名

【会派名又は呼称名等】

稲田

清

【信風】

６月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 安心安全な地域づくりと自治会、公民館等のかかわりについて
(1) 自治会及び自治会長の役割について
(2) 自治会、公民館及び市役所の役割と関係性について
２ 子育て環境の充実について
(1) 保育料の第３子以降の無償化について
(2) 特別医療費の対象者について
(3) 待機児童数の推移と今後の見通しについて
(4) なかよし学級（放課後児童預かり）について
(5) 少子化対策とその実効性について
３ 教育環境の充実について
(1) ５歳児健診のあり方と小中学校との連携について
(2) 小中一貫教育の体制について

8

戸田

隆次

【改進】

１ 内陸型工業団地の整備計画について
(1) 流通団地整備事業の検証について
(2) 企業誘致及び雇用の創出の方策について
(3) 内陸型工業団地の整備計画推進について
２ 米子市弓浜地域老人福祉センター建設用地取得について
(1) 建設用地選定及び取得の経緯について
(2) 建設用地の取得価格について
３ 米子市の保育料について
(1) 保育料の設定根拠等について
(2) 近隣市との比較について
(3) 保育料の値下げ改定について
４ 米子市弓浜コミュニティー広場等の管理体制について
(1) 米子市弓浜コミュニティー広場等の整備に係る経緯について
(2) 管理体制について
(3) 今後の国有財産使用計画等について

9

三鴨

秀文

【蒼生会】

１ 第６期米子市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画について
(1) 第５期計画の総括について
(2) 第６期計画の力点について
(3) 個別施策と今後の取り組みについて
２ 生活困窮者への包括的な支援について
(1) 現状について
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６月１８日（木）
発言順

氏
三鴨

10

名

【会派名又は呼称名等】

６月定例会

午前10時開議
質

問

秀文

(2) 相談体制と対応について

【蒼生会】

(3) 今後の取り組みについて

岡村

英治

【日本共産党米子市議団】

各個質問一覧表
項

目

１ 憲法破壊の「戦争法案」に反対の声を
(1) 平和憲法と相入れない「戦争法案」に反対を
(2) 自衛官募集のための法定受託事務と住基台帳閲覧について
２ 実効性のある「空き家対策」に
(1) 市条例制定以降の取り組みと現状及び課題について
(2) 鳥取県の空き家対策事業との連携について
３ 受給者の立場に立った就学援助に
(1) 給食費補助をせめて元に戻せ
(2) 新入学用品費などの支給時期を必要にあわせて
４ 産廃処分場計画の白紙撤回を
(1) 事業主体の変更で安全性は高まるか
(2) 処分場建設計画の論議は透明性を持たせたものに
(3) 事業決定については住民一人一人の意思を尊重して

11

杉谷第士郎
【コモンズ】

１ 米子市空き家等の適正管理について
(1) 条例に基づく適正管理の進捗状況について
(2) 国の空き家対策特別措置法の施行を受けた米子市の対応につ
いて
(3) 空き家の活用、利用促進に向けた取り組みについて
２ 山陰歴史館整備事業について
(1) 進捗状況について
(2) 第２期中活計画で掲げる文化交流軸形成との連動について

12

前原

茂

【公明党議員団】

１ 軽・中度難聴児に対する助成について
(1) 当市における難聴児の状況について
(2) 軽・中度難聴児の補聴器購入助成について
２ 動物愛護について
(1) 殺処分ゼロを目指す取り組みについて
(2) 道路上における犬猫の死骸処分について
３ ネギ黒腐菌核病について
(1) ネギ黒腐菌核病の状況について
(2) 今後の対策について
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平成２７年米子市議会
６月１９日（金）
発言順

13

氏

名

【会派名又は呼称名等】

今城

雅子

【公明党議員団】

６月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 地域活性化対策について
(1) 地域おこし協力隊事業と今後の取り組みについて
(2) 空き家等対策の推進について
(3) 空き家バンクの活用による移住・定住対策について
２ 健康対策への取り組みについて
(1) 健康診断の受診率向上について
(2) コール・リコールのさらなる推進について
(3) コンビニ検診について
３ 生活困窮者自立支援の取り組みについて
(1) 必須事業と任意事業に対する具体的な取り組みについて
(2) 相談対象者の把握方法と対応について
(3) 本事業の広報について

14

尾沢

三夫

【蒼生会】

１ 市長の政治姿勢について
(1) 合併１０周年について
(2) 地方創生への取り組みについて
(3) 大山開山１３００年祭を迎えるにあたり米子市の取り組みに
ついて
２ 教科書の採択について
(1) 教科書の採択への意見書の取り扱いについて

15

土光

均

【希望】

１ 市長の市民に対しての政治姿勢について
(1) 米子駅自由通路等事業の進め方について
(2) 市民に対する説明責任について
２ 産業廃棄物処分場建設計画について
(1) 処分場計画に対しての地元自治会の動向について
(2) 処分場計画地内に存在する市有地の扱いについて
３ 島根原子力発電所問題について
(1) 避難計画の実効性及び３０ｋｍを超える地域に対しての方策
について

16

村井

正

【信風】

１ 米子の水道について
(1) 安心について
(2) 安定について
(3) 新配水池について
(4) 新庁舎について
(5) 情報発信について
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平成２７年米子市議会
６月１９日（金）
発言順

氏

名

【会派名又は呼称名等】

村井

正

【信風】

６月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

２ 第４９回全国ホタル研究会よなご大会について
(1) よなご大会の意義について
(2) 市としての取り組みについて
(3) 教育委員会の取り組みについて
３ 道路維持補修事業について
(1) 改善方策について
(2) 啓発について
(3) 要望の現状と基準の明確化について

17

岡田

啓介

【改進】

１ 駅前地下駐車場事業について
２ 米子駅南北自由通路等整備事業について
３ 固定資産台帳の整備状況について
４ 淀江庁舎の有効活用について
５ 日本版ＣＣＲＣについて

18

田村

謙介

【蒼生会】

１ 米子市の文化政策について
(1) 美術館に関する諸問題について
(2) 公会堂に関する諸問題について
(3) 図書館に関する諸問題について
２ 米子市の観光政策について
(1) 観光政策、この一年間の振り返りについて
(2) 外国人観光客に対する施策について
(3) 観光客の市内誘致策について
(4) 米子城跡整備事業について
３ 市民からの要望について
(1) 優良農地の取り扱いについて
(2) 国史跡青木遺跡の活用について
(3) 歩車分離信号機について
(4) 地域樹木の伐採について
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目

平成２７年米子市議会
６月２２日（月）
発言順

19

氏

名

【会派名又は呼称名等】

山川

智帆

【希望】

６月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

１ 今後の財政・人口見通しを踏まえた施策の反映について
(1) 選択と集中の基本的な考え方について
(2) 公と民における契約のあり方について
(3) 地方創生（本市版ＣＣＲＣ）の考え方について
(4) 城跡整備計画について
①今後の方針及び時期の見通しについて
②用地の考え方、法的解釈の整理について
③地権者、関係者の協議について
④追加指定範囲の確認について

20

遠藤

通

【改進】

１ 市政運営と市長の政治姿勢について
(1) 米子駅南北一体化事業計画について
(2) 湊山球場地の土地利用と史跡計画について

21

国頭

靖

【希望】

目

１ 地方創生にかかわる取り組みについて
(1) 本市の取り組みについて
(2) 人口対策について
(3) 企業・学校等の誘致について
(4) 特色のあるまちづくりについて
２ 子どもの貧困にかかわる取り組みについて
(1) 本市の取り組み及び考え方について
(2) 今後の取り組みについて
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