
【代表質問者・会派名　：　村井　正・信風】

1 市長の政治姿勢について

(1) 総合計画について

(2) 地方創生について

(3) 環境、人権及び教育について

2 まちづくり施策について

(1) 都市計画マスタープランについて

(2) 史跡米子城跡整備計画について

(3) ＪＲ米子駅南北自由通路等整備事業について

(4) バス交通について

(5) 防災対策について

(6) 市営住宅長寿命化計画について

(7) 公共下水道事業について

(8) 淀江のまちづくりについて

3 経済政策について

(1) ＴＰＰについて

(2) ふるさと納税について

(3) 若者の雇用政策について

(4) 中心市街地活性化について

4 健康・福祉政策の推進について

(1) 健康寿命の延伸について

(2) 介護予防について

(3) 地域包括ケアシステムについて

5 子育て・教育施策の充実について

(1) 保育料の軽減について

(2) 待機児童対策について

(3) 学校施設の改修について

(4) ５歳児健診・発達障がいの支援について

(5) 人権政策について

6 環境政策について

(1) エネルギーの地産地消について

(2) 一般廃棄物処理基本計画について

7 行財政改革について

(1) 財政について
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(2) 公共施設の適正配置について

(3) 指定管理者制度について

(4) 職員の意識改革について
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【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

1 稲田　　清 １まちづくり施策について

(1)市道安倍三柳線について

２経済政策について

(1)ふるさと納税の実績について

(2)ふるさと納税の活用と考え方について

３子育て・教育施策の充実について

(1)保育料の軽減について

(2)待機児童対策について

(3)５歳児健診・発達障がい等への支援について

2 伊藤ひろえ １地域の暮らしやすさ指標について

(1)米子市の強みについて

(2)情報発信について

２子どもの貧困について

(1)現状について

(2)支援策について

３人権政策について

(1)共生社会における障がい者支援について

(2)性的マイノリティの子どもへの配慮について

(3)性犯罪・性暴力被害者支援について

3 安達　卓是 １人権政策について

(1)障がい者差別について

①虐待の実態、発生の傾向、支援策などについて

②支援の人的体制の充実について

(2)障害者差別解消法施行に伴う体制について

①合理的配慮の体制づくりについて

２一般廃棄物処理基本計画について

(1)可燃ごみの実態について

①減量化計画と実績の傾向について

②収集体制、収集時間などについて

３経済政策について

(1)ＴＰＰ大筋合意後の地域農業施策について

①野菜生産者への取り組みについて

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月２日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月２日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

4 中田　利幸 １ＪＲ米子駅南北自由通路等整備事業について

(1)現在の取組状況と今後のスケジュールについて

(2)今後の課題について

２危険家屋対策について

(1)条例施行までの経過と条例施行後の取り組みについて

(2)今後の取り組みについて
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【代表質問者・会派名　：　山川　智帆・希望】

1 過去・現在・将来のわたしたちのまちの都市計画について

(1) 市長の政治姿勢について

(2) 重点施策について

(3) 予算編成について

(4) 生活基盤・環境について

①主要プロジェクト（行財政改革、公共施設マネジメント）と総合計画、総合戦略

　の位置づけについて

②ごみのあり方について

　・産廃処分場計画について

　・市長の市民に対しての説明責任について

③原子力防災計画について

　・避難先の受入体制について

　・学校等避難計画とその体制について

④食育のあり方について

⑤公共交通施策について

⑥動物愛護について

(5) 先端医療創造都市実現に向けて

①米子駅、駅前イオン、湊山球場、やよいデパート等商業施設エリアの連携、すみ

　分けについて

②人口、面積、財政、経済から見る分析と判断について

③上記②に基づくＣＣＲＣについての考え方の整理について

④圏域のあり方（事務、組織編成、市民との意識共有のあり方）について

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問

３月３日（木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名：希望】

発言順 氏　　　名

1 土光　　均 １産業廃棄物処分場建設計画について

(1)市長の市民に対しての説明責任について

(2)米子市のこの計画に対してのスタンスについて

２島根原子力発電所問題について

(1)避難計画受け入れ先の体制について

(2)学校での避難計画とその体制について（特に安定ヨウ素剤の

服用に関して）

2 国頭　　靖 １行政改革の取り組みについて

(1)公共施設の最適化について

(2)保育園の民営化について

２環境の取り組みについて

(1)中海の浄化対策について

(2)飼い主のいない猫への避妊・去勢への助成について

３食育の取り組みについて

(1)学校給食の完全米飯化について

４公共交通の取り組みについて

(1)改正地域公共交通活性化再生法について

(2)高齢者の運転免許証返納について

3 矢倉　　強 １市長の政治姿勢について

(1)組織改革について

２新年度予算案の編成方針について

(1)具体的な新たな骨太施策について

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月３日（木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名　：　前原　茂・公明党議員団】

1 総務・企画部関係について

(1) 自主防災組織について

(2) 指定避難所及び指定緊急避難所について

(3) 防災行政無線について

(4) 公共施設のバリアフリー化について

(5) 街路灯・防犯灯のＬＥＤ化について

(6) 原子力防災避難訓練について

(7) 移住定住施策について

(8) 自治会加入率について

(9) 動物愛護について

2 市民環境部関係について

(1) 廃棄物等の処分について

(2) ヌカカ（干拓虫）対策について

(3) 産業廃棄物最終処分場について

(4) 医療費の適正化について

3 福祉保健部関係について

(1) がん予防対策と健康診断受診率向上について

(2) 介護保険事業について

(3) 認知症対策について

(4) 介護支援ボランティア制度について

(5) 切れ目ない家族支援について

(6) 発達障がい支援について

(7) 引きこもり支援について

(8) 子どもの貧困対策について

(9) 保育料について

4 経済部関係について

(1) 農業振興について

(2) 観光振興対策について

5 建設部関係について

(1) 市営住宅について

(2) 空き家対策について

6 教育委員会関係について

(1) 障がい者スポーツ推進について

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問

３月４日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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(2) ＩＴ教育について

(3) がん教育について

7 下水道部関係について

(1) 下水道事業について
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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原子力防災避難訓練について

(1)広域の総合的な避難訓練の必要性について

２介護保険事業計画について

(1)介護事業・日常生活支援総合事業について

(2)地域包括支援システム構築について

３認知症対策について

(1)新オレンジプランについて

(2)認知症対応窓口の設置について

４ＩＣＴ教育について

(1)米子市のＩＣＴ教育の現状と活用について

(2)ネット使用に関するルールについて

2 今城　雅子 １医療費の適正化について

(1)後発医薬品の普及促進とジェネリック医薬品推奨薬局制度の

導入について

(2)かかりつけ医、かかりつけ薬局の推進について

２公共施設のバリアフリー化について

(1)公共施設のバリアフリー化の現状について

(2)公共施設のスロープの設置状況と屋根の設置について

(3)オストメイト対応の多機能トイレの設置について

(4)地区体育館トイレの洋式化改修について

３指定避難所及び指定緊急避難所について

(1)避難所及び緊急避難所の指定と避難所マークの設置について

(2)防災機能を備えた総合体育館について

４がん予防対策とがん教育について

(1)がん対策の先進地の取り組みについて

(2)がん教育の充実について

3 安田　　篤 １産業廃棄物最終処分場について

(1)生活環境影響調査について

(2)事業計画書の決定について

(3)来年度の動きについて

(4)一般廃棄物のリサイクル率について

(5)生ごみの減量化について

(6)次期最終処分場の確保について

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月４日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名：公明党議員団】

発言順 氏　　　名

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月４日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

3 安田　　篤 ２保育料について

(1)第３子以降の保育料について

(2)保育料の減額について

３下水道事業について

(1)下水道管の老朽化について

(2)道路下の空洞化の調査について
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【代表質問者・会派名　：　遠藤　通・改進】

1 市政運営と市長の基本姿勢について

(1) 市民参加の市政運営について

①史跡公園計画について

②米子駅南北一体化事業について

③鳥大医の要望について

④県産業廃棄物処理計画について

(2) 平成２８年度の予算編成について

①予算編成と財政問題について

②公共施設等総合管理計画について

(3) 各部の施策について

①保育行政について

②都市政策について

③下水道事業について

④経済政策について

⑤教育政策について

(4) 水道行政について

①水道ビジョンについて

②公共施設管理計画について

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問

３月８日（火）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名:改進】

発言順 氏　　　名

1 戸田　隆次 １米子市の保育料について

(1)第２子からの保育料無料化について

(2)待機児童者の対策について

２内陸工業団地の整備推進について

(1)内陸工業団地の整備推進に係る市長の姿勢について

(2)今後の整備方針について

３米子市中心市街地活性化について

(1)やよいデパートの現状について

(2)同用地の有効活用（規制緩和）について

４米子市公共施設等総合管理計画について

(1)米子市民体育館の耐震審査結果及び今後の方針について

(2)公共建築物施設総量抑制（体育館等）について

2 岡田　啓介 １公共施設等総合管理計画について

(1)各施設の個別計画の策定時期は

(2)重点的に対応すべき施設があるか

(3)維持管理コスト低減のための検討は

(4)各部署とのコンセンサスは取れているか

２下水道事業について

(1)公共施設等総合管理計画と現在の下水道事業との整合性はど

のようになっているのか

３教育行政全般について

(1)今年度の学級崩壊は何クラスであったか

(2)にこにこサポートの今年度予算は十分であったか

(3)エアコン整備は今後どのような計画で進めるのか

(4)５歳児健診について教育委員会としてはどのようにお考えか

４都市計画について

(1)現状と都市計画がマッチしていないことに対する認識は

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月８日（火）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【代表質問者・会派名　：　三鴨　秀文・蒼生会　】

1 市政運営について

(1) 主体性の欠如について

(2) 平成２８年度の市政運営について

2 総務部所管の事業について

(1) 行財政改革の推進について

(2) 職員の人材育成と登用について

(3) 行政事務の適正化について

(4) 防災対策について

(5) 人権政策について

3 淀江支所所管の事業について

(1) 淀江の魅力発信について

4 企画部所管の事業について

(1) 次期総合計画と米子がいな創生総合戦略について

(2) 中心市街地活性化について

(3) 先端医療創造都市よなごについて

(4) 新しい公共と協働のまちづくりについて

(5) 境港市・美保飛行場周辺計画について

5 市民環境部所管の事業について

(1) 国民健康保険事業特別会計の健全化について

(2) 生活環境の改善について

6 福祉保健部所管の事業について

(1) 地域包括ケアシステムの構築について

(2) 子ども・子育て支援について

7 経済部所管の事業について

(1) 地域経済の活性化について

(2) 観光振興について

(3) 農業振興について

8 教育委員会所管の事業について

(1) 所管施設について

(2) 教育環境について

(3) 文化財保護と整備について

9 下水道部所管の事業について

(1) 生活排水対策事業について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月９日（水）

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問
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(2) 未接続問題について

10 水道局所管の事業について

(1) 新庁舎について

11 建設部所管の事業について

(1) 米子駅南北自由通路等整備事業について

(2) 国土強じん化について

(3) 山陰の交通の要衝としてのインフラ整備について

(4) 道路・橋りょう等の整備について
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【会派名：蒼生会】

発言順 氏　　　名

1 田村　謙介 １職員の人材育成と登用について

(1)シティプロモーションについて

(2)先進他都市の事例検討について

(3)組織改編について

２観光振興について

(1)増加する境港市へのクルーズ客船について

(2)市内誘客についての具体的施策について

(3)民間組織との連携・協働について

３文化財保護と整備について

(1)山陰歴史館の整備・運営について

(2)米子城跡整備事業について

(3)シンポジウムの成果について

2 門脇　一男 １防災対策について

(1)自主防災組織について

(2)米子市消防団について

２農業振興について

(1)稲作農業の体質強化策について

(2)荒廃農地対策について

(3)平成２８年度新規事業について

3 湯浅　敏雄 １地域包括ケアシステムの構築について

(1)システムの進捗状況について

(2)在宅医療の取り組みについて

(3)介護予防のあり方について

4 岩﨑　康朗 １米子がいな創生総合戦略について

(1)暮らしやすさ全国第１位の認識について

(2)交通の要衝としての認識について

(3)スポーツコンベンションの認識について

(4)サイクリング活用の推進を視点としたまちづくりについて

(5)インバウンド推進のための拠点整備について

(6)若い世代の定住促進、雇用促進について

(7)子育て支援策について

(8)３世代同居推進について

(9)健康寿命延伸のための取り組みについて

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月９日（水）
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【会派名：蒼生会】

発言順 氏　　　名

平成２８年米子市議会３月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月９日（水）

4 岩﨑　康朗 ２国土強靭化地域計画について

(1)国土強靭化地域計画策定の必要性について

(2)地域計画に基づく関係府省庁の支援について

(3)原発災害避難誘導においての渋滞緩和等の認識について

(4)米子境港間の高規格道路の必要性について

5 尾沢　三夫 １教育環境について

(1)子どもの貧困について

(2)家庭教育の必要性について

(3)米子市の教育問題について

２道路・橋りょう等の整備について

(1)安倍三柳線の整備について

(2)東福原樋口線の整備について

(3)米子市公共施設等総合管理計画との整合について
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発言順 氏　　　名
【呼称名】

1 岡村　英治 １地方創生で米子は住みよくなるか

【日本共産党米子市議団】 ２ＴＰＰからの撤退を求めて

(1)地域の農業生産に与える影響について

(2)ＴＰＰ大筋合意による施策の展開について

(3)地域の食と農を守る取り組みを求めよ

３産廃最終処分場を淀江につくらせるな

(1)市長は住民の声にしっかり耳を傾けよ

(2)地権者である米子市として県、環境管理事業センターに意見

を

４障害者差別解消法をどう施策に生かすか

(1)障害者差別解消法の施行についての認識について

(2)市内における障がい者差別の実態について

(3)障がい者の声を取り入れた施策の展開に

平成２８年米子市議会３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１０日（木）
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