平成２７年米子市議会
９月３日（木）
発言順

1

氏

名

【会派名又は呼称名】

戸田

隆次

【改進】

９月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 米子市の保育料について
(1) 地方創生における出生率向上について
(2) 近隣市との比較について
(3) 保育料における第２子からの無料化について
２ 鳥大との連携強化について
(1) 鳥大との連携に係る現状について
(2) 鳥大との連携強化について
(3) 湊山球場用地の有効活用について
３ 山陰歴史館の建設計画について
(1) 山陰歴史館の建設計画に係る経緯について
(2) 同館の建設に係る必要性・有益性等について
(3) 市民への周知・理解について
(4) 施策の優先・選択方針について

2

稲田

清

【信風】

１ 平成２６年度「部・局の運営状況の検証と総括」及び平成２７年
度「部・局の運営方針と目標」について
(1) 米子市の市政運営及び総括について
(2) 地域防災対策の向上と災害情報伝達施設の整備・更新につい
て
(3) 中心市街地の活性化の推進について
(4) 地方創生関連施策と移住定住施策の推進について
(5) 中海・宍道湖・大山圏域市長会による広域連携の推進につい
て
(6) 鳥取県西部地域の広域連携の推進について
(7) 企業誘致・産業開拓等の促進について
２ 子育て・教育環境の充実について
(1) ５歳児健診の在り方検討会について
(2) 子育て・教育関連施設のあり方と利用について

3

田村

謙介

【蒼生会】

１ 米子市の災害対策について
(1) 台風発生時における対応について
(2) 津波発生時における対応について
(3) 急傾斜地対策の指定範囲について
(4) 防災行政無線デジタル化について
(5) 消防団について
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平成２７年米子市議会
９月３日（木）
発言順

3

氏

名

【会派名又は呼称名】

田村

謙介

【蒼生会】

９月定例会 各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

２ 伯耆の国よなご文化創造計画について
(1) 前期計画の実施状況について
(2) 後期計画の進捗状況について
(3) 山陰歴史館の今後について
(4) 米子城跡保存管理計画について
(5) 市民による諮問委員会について

4

安達

卓是

【信風】

１ 障がい者への福祉施策の充実について
(1) 重症・中等度肝硬変患者への認定基準拡大による福祉サービ
スについて
(2) 精神障がい者、発達障がい者への雇用促進について
(3) 鳥取地方最低賃金審議会答申による関係事業所への具体的支
援策について
２ 地域農業の振興策について
(1) 白ネギなどの特産野菜普及拡大について
(2) 希少野菜の農産物流通モデルへの向上策について
(3) 弓浜農業未来づくりプロジェクト事業などについて

5

伊藤ひろえ
【信風】

１ 自治体における救急救命の取り組みについて
(1) 救急救命体制について
(2) ＡＥＤの設置状況と更新について
(3) 地域での取り組みについて
２ 不登校児童生徒の対応について
(1) 米子市の対応について
(2) 住み慣れた地域における包括的支援について
３ 米子市の財政について
(1) 現状について
(2) 今後のあり方について

6

三穂野雅俊
【蒼生会】

１ 米子駅南北自由通路等整備事業について
(1) 現在の素案について
(2) 今後のスケジュールについて
(3) 先進事例について（岩見沢駅、延岡駅、徳山駅）
(4) パブリックコメントについて
(5) 新駅ビルについて
(6) グルメプラザについて
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平成２７年米子市議会
９月４日（金）
発言順

7

氏

名

【会派名又は呼称名】

岩﨑

康朗

【蒼生会】

９月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 国土強靭化地域計画連携型調査について
(1) 国土強靭化地域計画共通課題連携型調査の現状認識と必要性
について
２ 米子市版地方創生総合戦略について
(1) 米子市版地方創生総合戦略の進捗状況について
(2) 米子市版地方創生総合戦略の課題について
(3) 米子市版地方創生総合戦略の地域連携事業について
３ 第３次米子市行財政改革大綱実施計画について
(1) 組織機構について
(2) 民間活力の活用について
(3) 特別会計の経営健全化について
(4) 公共施設社会インフラ等の老朽化対策の推進について
(5) 歳入確保策の推進について

8

尾沢

三夫

【蒼生会】

１ 中学校教科書の採択について
(1) 要望書の取り扱いについて
(2) 道徳教育教材の取り扱いについて
２ 米子駅南北自由通路について
(1) パブリックコメントについて
(2) 新駅ビル建設について

9

門脇

一男

【蒼生会】

１ 消防活動体制の整備計画について
(1) 米子市消防団の活動内容と課題について
(2) 消防団並びに消防設備の整備充実について
(3) 機能別団員、機能別分団について
(4) 消防団協力事業所表示制度について
(5) 住宅用火災警報器の普及について
(6) 米子市水防団の活動について
２ 米子市無線放送施設更新事業について
(1) 現有の無線放送施設の役割について
(2) デジタル化への更新の背景について
(3) 現在の進捗状況と今後のスケジュールについて
(4) 今後の整備方針と課題について
３ ヌカカ（干拓虫）対策について
(1) 本年度の発生状況、成虫の調査状況について
(2) モニター調査、アンケート調査等の結果について
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平成２７年米子市議会
９月４日（金）
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9

氏

名

【会派名又は呼称名】

門脇

一男

【蒼生会】
10

三鴨

秀文

【蒼生会】

９月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

(3) 沖縄県久米島の状況について
(4) 今後の対策について
１ 今後の公のあり方について
(1) 地域活動の活性化と行政コストの削減について
(2) 地域内分権の推進について

11

矢田貝香織
【公明党議員団】

１ 高齢者対策について
(1) 地域包括ケアシステムについて
(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について
２ 障がい者支援について
(1) 発達障がい児者の総合的な支援について
(2) 障がい者と家族の居場所づくりについて
(3) スポーツの推進について
３ 中学校部活動について
(1) 鳥取県西部地区大会について
(2) 部活動に伴う費用負担について

12

安田

篤

【公明党議員団】

１ 国民健康保険について
(1) 国民健康保険の構造的問題について
(2) 市町村の役割分担について
(3) 一般会計からの繰り入れについて
(4) 収納率の向上について
２ 災害に強いまちづくりについて
(1) 避難体制について
(2) 地域防災の充実強化について
(3) 消防団器具庫倉庫の総点検について
(4) 消防団員の確保の推進について
３ 人口激減社会と米子市の将来について
(1) 先進例などの取り組みについて
(2) 人口流出について
(3) 女性の就労環境の整備について
４ 産業廃棄物の最終処分場について
(1) 今後のスケジュールについて
(2) 地元の意見・要望について
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目

平成２７年米子市議会
９月８日（火）
発言順

13

氏

名

【会派名又は呼称名】

岡田

啓介

【改進】

９月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 小中学校へのエアコン設置事業について
２ 経済政策全般について
３ 米子城跡整備事業について
４ 地方創生総合戦略について

14

矢倉

強

【希望】

１ スポーツ振興課の新設について
(1) 国のスポーツ庁設置に伴い本市のスポーツに対する取組姿勢
の見直しについて
(2) 中学校のスポーツ部活動の抜本的な見直しについて
(3) 競技スポーツの強化策について
２ 市長の政治姿勢について
(1) 国の政治へのかかわり方について
(2) 弓浜半島の高速道路問題について
①地元各自治体の取組姿勢について

15

前原

茂

【公明党議員団】

１ 無人ヘリコプターによる水稲病害虫防除について
(1) 当市における無人ヘリコプターによる農薬散布の認識につい
て
(2) 近隣への周知方法について
２ ヌカカ（干拓虫）の調査状況について
(1) 幼虫及び成虫の調査状況について
(2) 今後のスケジュールについて
３ ディスレクシア（識字障がい）について
(1) 当市におけるディスレクシアへの対応について
(2) 小中学校における対応について
４ 災害時における避難所について
(1) 避難所におけるペット対策について
(2) 福祉避難所運営マニュアルについて

16

今城

雅子

【公明党議員団】

１ 環境教育の取り組みについて
(1) 米子市の環境教育の取組状況について
(2) 環境教育と体操服リサイクルの活動について
２ 健康教育の取り組みについて
(1) 米子市の健康教育の取り組みについて
(2) 児童生徒に対するがん教育について
３ 子どもの感染症予防対策について
(1) 米子市における子どもの予防接種について
(2) ロタウイルス感染症に対するワクチン助成について
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平成２７年米子市議会
９月８日（火）
発言順

17

氏

名

【会派名又は呼称名】

岡村

英治

【日本共産党米子市議団】

９月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 産廃処分場計画は白紙撤回を
(1) 事業主体の変更に伴う問題について
(2) 住民の声を県に届ける市の責務について
２ 子どもの利益第一の保育に
(1) 新制度移行に伴う問題について
(2) 小規模保育園へのチェック体制について
３ 「保険あって介護なし」の改善を求める
(1) 要支援はずし
(2) 特養ホーム入所が原則要介護３以上に
(3) 利用料２割負担に
(4) 低所得者の施設利用者の食費・部屋代補助の削減

18

村井

正

【信風】

１ 公共施設等総合管理計画について
(1) 計画の背景について
(2) 策定状況について
(3) 人口ビジョン中間取りまとめ、３次総素案等との整合につい
て
(4) 中期財政見通しとの関係について
(5) 固定資産台帳の整備状況について
(6) 道路・橋りょう等の都市計画マスタープランとの関係につい
て
(7) 保育所施設等に係る子ども・子育て支援事業計画との関係に
ついて
(8) 学校施設等に係る教育振興基本計画との関係について
(9) 人口減少を食いとめる計画か
(10)個別計画の策定状況について
(11)新規の施設の計画があるのか

２ 災害遺児手当について
(1) 事業の概要について
(2) 事業の実績について
(3) 県の助成、他自治体の状況について
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平成２７年米子市議会
９月９日（水）
発言順

19

氏

名

【会派名又は呼称名】

土光

均

【希望】

９月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

目

１ 島根原子力発電所問題について
(1) 中国電力に対する安全協定改定の協議状況について
①これまで、いつ、どこで、どのような協議を行ってきたの
か
２ 産業廃棄物処分場建設計画について
(1) この計画に対する、米子市の立場・対応について
①市民の声を事業主体に届けることに関して、これまで何を
してきたのか
②計画地内の市有地の取り扱いをどうするつもりなのか

20

遠藤

通

【改進】

１ 市政運営と市長の政治姿勢について
(1) 湊山球場と史跡公園化問題について
①保存管理計画について
②史跡の追加指定について
③国指定区域の整備計画について
④地方創生事業と鳥取大学について
⑤事業計画と市民参加について
(2) 米子駅南北一体化事業について
①事業計画と市民参加について
②駅ビル問題について
③パブリックコメントについて
④県の財政負担について

21

山川

智帆

【希望】

１ 人口減少時代における都市計画について
(1) 制度について
(2) 補助金について
(3) 決定権限について
(4) 公と民の契約のあり方について

22

国頭

靖

【希望】

１ 外から見ても住む人にとっても魅力あるまちづくりについて
(1) 人口減少対策について
(2) 働く場所の提供について
(3) 交通施策について
(4) 活性化策について
２ 教育現場の取り組みについて
(1) 不登校について
(2) いじめについて
(3) 学力向上について
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平成２７年米子市議会
９月９日（水）
発言順

22

氏

名

【会派名又は呼称名】

国頭

靖

【希望】

９月定例会

各個質問一覧表

午前10時開議
質

問

項

３ 飼育または飼い主のいない犬猫に対する施策について
(1) 現在の取り組みについて
(2) 動物愛護教育の学校での実施について
４ 中海等環境に対する取り組みについて
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目

