
【代表質問者・会派名：　戸田　隆次　・政英会】
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小中学校のエアコン整備について

米子市クリーンセンターの整備について

米子市役所等の土地借地契約について

米子市障がい者支援プラン２０１８について

米子市役所障がい者雇用率について

米子市空き家対策について

平成３０年度１０月分例月出納検査関係について

鳥取大学医学部との連携強化　～医療充実都市～　～医・工・官連携～

下水道事業の推進について　～今後の方針・合併浄化槽・農業集落排水～

米子市男女共同参画推進について

米子市公共交通ビジョンについて

上水道事業のコンセッション方式について

中長期財政見通しについて

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問

２月２８日(木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

施政方針について

当初予算編成方針について

道路照明灯整備拡充について

行財政改革の検証について

内陸型工業団地整備について　～市街化区域の見直し変更等～

企業誘致について

米子城整備保存計画について　～湊山球場地有効活用・グランドデザイン～

米子市総合計画の進捗状況について

ふるさと納税基金の活用　～使途の拡大・道路照明灯・城山整備・市民体育館等～

子ども貧困対策について　～こども食堂～

保育園統廃合について

保育士の確保対策について

米子市都市計画マスタープランについて

都市計画道路の整備実施について

だんだん広場の活用計画について

国土強靭化について

中海架橋の整備実施について

米子市民体育館の整備方針について

髙島屋東館の運営進捗状況について

米子駅南北自由通路の事業推進について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

34
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57
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59

60

61

62
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64

65

66

67

68

ヌカカ対策について

地域包括ケアシステムの構築について

シビックプライドの醸成について

教育行政について

小学校・中学校の統廃合について

国を愛する教育について

小中学校におけるフッ化物洗口について

公用車について

地域防災力の向上について

情報発信について（ＨＰ、ＳＮＳ他）

シティプロモーションについて

人口減少対策について　～若者のＵＩＪターン対策について～

児童虐待防止について

今後の公のあり方について

市役所内の業務効率化について

人事制度について

公共施設の照明ＬＥＤ化について

優良田園住宅制度について

中海・錦海かわまちづくり計画について

学校給食用食材について

旧日野橋について

米子ハイツ体育館について

米子市営住宅長寿命化計画について

中海に係る湖沼水質保全計画について

一般廃棄物処理基本計画について

拉致問題について

平成３１年度当初予算の主な事業について

山陰歴史館について

人権施策について

産業廃棄物最終処分場について

伯備（中国横断）新幹線整備計画について

米子市公共施設等総合管理計画について

各行政事務の受付対応について

米子市文化ホールについて

淀江振興について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

農業振興について

地籍調査事業について

米子駅車尾線について

下水道施設の包括的民間委託について

米子市観光政策について

市内の観光整備について　～米子城跡など～

インバウンド政策について

アウトドアスポーツ拠点整備について

スポーツ振興について

５歳児健診と受け皿づくりについて

地域ブランディングと商工業の発展について

外国人労働力の活用について
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【会派名:政英会】

発言順 氏　　　名

1 奥 岩 浩 基 １公用車について

(1)ドライブレコーダーの設置予定について

２人口減少対策（若者のＵＩＪターン対策）について

(1)現状と対策の効果について

(2)中長期の計画について

３シティプロモーションについて

４公共施設の照明ＬＥＤ化について

(1)市役所、市内の公共施設、教育施設の照明ＬＥＤ化率につい

て

(2)年間の廃棄量と廃棄料について

(3)水俣条約について

５市役所内の業務効率化について

６情報発信について

(1)ＨＰ、ＳＮＳなどの取り組みについて

2 門 脇 一 男 １農業振興について

(1)後継者、新規就農者の育成について

(2)荒廃農地対策について

(3)スマート農業について

２小学校・中学校の統廃合について

(1)統廃合に関する国と米子市の方針について

(2)小規模校におけるメリット、デメリットについて

(3)今後のまちづくりを含めた諸課題について

３ヌカカ対策について

(1)沖縄県久米島のヌカカ対策の現況について

(2)ヌカカ抑制対策事業について

(3)今後の課題、対策について

４地域防災力の向上について

(1)火災発生連絡の誤報対策について

(2)機能別消防団員制度について

(3)消防水利位置の把握（アプリ導入）について

(4)消防バイク隊結成について

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月１日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名:政英会】

発言順 氏　　　名

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月１日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

3 田 村 謙 介 １中海・錦海かわまちづくり計画について

(1)観光振興においての位置づけについて

(2)大型バス対応の駐車場スペースについて

(3)「道の駅」「まちの駅」整備について

(4)ウォーターフロント開発について

２市内の観光整備について　～米子城跡など～

(1)市内宿泊施設の現状について

(2)ナイトタイムエコノミーについて

(3)市内まち歩きライトアップについて

(4)米子城入り口の駐車場整備について

(5)便益（ガイダンス）施設について

３インバウンド政策について

(1)在住外国人の提言活用について

(2)山陰ＤＭＯのアプリ誘客システムについて

(3)ＱＲコード決済店舗拡充策について

(4)高速バス路線におけるインバウンド誘致策について

4 岡 田 啓 介 １国を愛する教育について

２小中学校におけるフッ化物洗口について

３米子市観光政策について

４地籍調査事業について

５人事制度について

６米子駅車尾線について

5 稲 田 清 １５歳児健診と受け皿づくりについて

(1)受診の動向と今後の体制づくりについて

(2)民間事業の活用について

２教育行政について

(1)教育現場の多忙の解消と取り巻く環境について

(2)ＩＣＴ（情報通信技術）の活用に向けた動きについて

(3)図書館の運営について

３スポーツ振興について

(1)小学生及び中学生の体力の状況について

(2)自転車の活用について

(3)国民体育大会に向けた動きについて
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【会派名:政英会】

発言順 氏　　　名

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月１日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

6 三 鴨 秀 文 １地域ブランディングと商工業の発展について

(1)まちづくりの観点からの取り組みについて

(2)商工業の振興の観点からの取り組みについて

(3)地域・企業・商工団体等との連携とネットワークの構築につ

いて

２今後の公のあり方について

(1)基本的方向性について

(2)具体的な施策展開について
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【代表質問者・会派名：　山川　智帆　・よなご・未来】

わたしたちの街の都市計画

1

(1)

(2) 基地などの国土防衛機能拡大の受け入れ可能範囲について

(3) 原発と企業誘致についての関連性についての認識

(4) 市職員の不祥事について

2

(1) 人口減について

(2) 産業別就業割合について

(3) 空き家・空き地について

(4) 高齢化・少子化・生産人口の年齢３区分の人口推移について

(5) 大学進学率、大学卒業後地元に帰る率について

(6) 健康診断受診率について

(7) 商都米子の今について

(8) 工業団地の現状について

(9) 水の現状利用率と将来推計及び将来における有効活用について

3

(1) 米子駅の進捗と将来ビジョンについて

(2) 史跡公園と医大の渋滞緩和について

(3) 人口減、高齢化を反映する都市計画について

(4) 産業廃棄物処理場について

(5) 淀江地区のまちづくりについて

(6) 原発について

(7) 米子髙島屋東館無償譲渡後について

(8) 人権政策・本人通知について

(9) 教職員の働き方改革について

(10)外国人労働者の受け入れ態勢のメリット・デメリットについて

4

(1) 医療都市（病床数・医者数・医療福祉分野等）について

(2) 人口減に応じた今後の病院のあり方についての市の認識について

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月４日（月）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

国際情勢から見た日本、鳥取県、米子市に対する政治の考え方及び市長の政治姿勢に

ついて

各種データに基づいた米子市の分析及び対策方針

米子市の諸課題についての現状認識と方針

米子の強みの分析の必要性について

原発や水源、都市ガスなどのテロ対策、警察、自衛隊との連携について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

5

(1) 産業分布目標設定の必要性とそれに基づく公共交通の果たす役割

(2) 都市計画と企業誘致について

(3) 都市計画と市街化調整区域について

(4) 税収の見通しについて

(5) 医大・医療センター・労災・博愛の果たす役割について

米子の将来ビジョンと戦略について
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【会派名:よなご・未来】

発言順 氏　　　名

1 矢 倉 強 １教職員の働き方改革について

(1)市内小中学校教員の残業時間とストレス検査結果について

(2)部活動、課外授業の民間人の受け入れ実態について

２国土防衛協力と市民の生活環境保全について

(1)基地などの防衛機能拡大の受け入れ可能範囲

(2)原発や水源、都市ガスなどのテロ対策

2 西 川 章 三 １市職員の不祥事について

２４年制大学の進学率について

３米子髙島屋東館無償譲渡後について

４人権政策・本人通知制度について

3 国 頭 靖 １淀江地区のまちづくりについて

(1)振興施策について

２企業誘致について

(1)目標値について

(2)市街化調整区域について

３人口減少、地元経済対策について

(1)対策について

(2)労働力不足について

４健康診断の取り組みについて

(1)目標値、対策について

5

(1)目標値について

4 土 光 均 １産業廃棄物処分場建設計画について

(1)手続きが適正に進められているか

(2)米子市のこの計画に対しての説明責任

(3)一般廃棄物最終処分場の適正な運営に関して

２島根原子力発電所問題について

(1)必要性についての認識

(2)安全協定について

(3)避難計画について

(4)市民の意思の反映の仕方について

平成３１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(月）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

空き家対策について
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【代表質問者・会派名：　安田　　篤　・公明党議員団】

1 市長の政治姿勢について

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

30

31

32

33

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月６日（水）

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問

財政の健全化について

安心・安全なまちづくりについて

災害時の情報伝達について

避難所における要配慮者への支援について

公共施設の長寿命化と整備の方針について

公共施設トイレのユニバーサルデザイン化について

公共施設のバリアフリー化について

島根原子力発電所に対する防災対策について

鳥大医学部及び米子高専との連携強化について

障がい者雇用について

移住定住政策について

移動に困難を感じる方々への支援について

ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への支援について

医療的ケア児とその家族への適切な支援について

ヌカカ対策について

市民サービスの向上について

マイナンバーカードの普及促進について

産業廃棄物最終処分場の建設問題について

各種がん検診の受診率向上とがん死亡率の改善への取り組みについて

全世代型地域包括ケアシステムについて

地域包括支援センターについて

認知症対策について

市民後見人の養成と人材確保について

動物愛護政策について

ひきこもり支援について

子ども・子育て施策について

高齢者の住宅対策について

農業振興について

角盤町エリアの活性化について

米子駅エリアの活性化について

米子城跡整備について

インバウンド対策について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

34

35

36

37

38

39

40

41

42

学校の学習環境について

ＩＣＴ教育の取り組みについて

教育機会の確保について

下水道事業の諸課題について

市営住宅の長寿命化と適正戸数による総合的維持管理について

通学路の安全対策について

障がい者スポーツの支援充実について

学校と地域共同の防災教育・防災訓練について

がん教育について
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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避難所における要支援者への支援について

(1)避難所の環境整備と備蓄品の充実について

(2)一人一人が取り組む防災・減災対策について

２

(1)米子市における子育て世代包括支援体制について

(2)地域で子育てを支えるということについて

３

(1)義務教育終了後の生徒・家庭の支援について

(2)さまざまな困難に対応する相談支援体制について

４全世代型地域包括ケアシステムについて

(1)地方創生と地域包括ケアシステムについて

(2)地域住民の「当事者意識の醸成」について

2 今 城 雅 子 １

(1)米子市の災害対策におけるタイムラインの設定について

(2)マイ・タイムラインの作成について

２市民サービスの向上について

(1)死亡に伴う市役所での手続について

(2)お悔やみコーナー設置による手続の一元化について

３市民後見人の養成と人材確保について

(1)市民後見人の役割と「登録市民」の活動について

(2)登録市民による相談体制の充実について

４

(1)リノベーション手法による活性化とリノベーションスクール

について

3 前 原 茂 １

(1)市民への取得促進について

(2)マイキープラットフォームの活用について

２

(1)同性パートナーシップ制度について

３動物愛護政策について

(1)殺処分０に向けた対策について

(2)狂犬病予防注射接種について

安心・安全なまちづくりについて

角盤町エリア・米子駅エリアの活性化について

マイナンバーカードの普及促進について

ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への支援について

平成３１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６日（水）

子ども・子育て施策について

ひきこもり支援について
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【代表質問者・会派名：　中田　利幸　・信風】

1

(1)

(2) 財政運営について

2

(1)

①都市計画における本市の将来像について

　・住環境と経済活性化の将来像への基本的考え方について

②地区別計画について

　・開発・企業立地について

(2) 公共交通網再編整備について

①これまでの取り組みについて

②バス路線再編計画の進捗について

　・鉄道・バス・自動車等との接続拠点とルートについて

　・調査・分析・立案における組織体制について

③利用促進策について

　・わかりやすい路線図について

　・ＩＣカード等の導入について

(3) 米子駅と周辺の今後について

①自由通路等整備計画の進捗について

②周辺開発促進策について

　・「周辺」の考え方について

　・周辺地域の土地の用途について

(4) 防災・減災について

①防災・減災の取り組み状況について

②消防団について

　・装備計画について

③自主防災組織について

　・現状と課題について

(5) 人権施策について

①差別防止と人権啓発の取り組みについて

②在住外国人との共生について

　・在住外国人の現状と生活支援の取り組みについて

　・外国人労働者受け入れ拡大による課題について

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月７日(木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢について

まちづくりに関する取り組みについて

これまでの自己評価と今後の課題について

都市計画について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

3

(1) 農業施策について

①安定的な販路拡大について

(2) 水産業振興策について

①本市水産業の現状について

②今後の水産業振興策について

　・「大山ふぐ」「鰆」などの漁獲状況と「鰆」の加工について

　・流通状況について

　・栽培・養殖について

(3) 本市の工業について

①本市の工業の現状と工業振興の取り組みについて

(4) 観光施策について

①宿泊拠点としての取り組みについて

②訪日外国人観光客への取り組みについて

4

(1) 地域包括ケアシステムの進捗について

①医療連携の状況について

②地域包括ケアの担い手となる地域への啓発について

(2) 健康促進策について

①健康寿命の状況と取り組みについて

②健康維持促進策の取り組みについて

(3) がん対策について

①鳥取県と本市のがん罹患状況について

②早期発見のための取り組みについて

(4) 認知症対策について

①認知症予防と早期発見の取り組み状況について

(5) 障がい者支援について

①健常者への啓発活動について

5

(1) 子育て支援策について

①相談窓口の現状と今後の取り組みについて

(2) 保育事業について

①統合を含めた今後の保育園整備について

②感染予防の施設環境について

経済に関する取り組みについて

健康と福祉に関する取り組みについて

子育て・教育に関する取り組みについて
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

(3) 学力向上支援策について

①ＩＣＴ教育等の学習支援について

②放課後支援事業の活用について

(4) いじめ・不登校について

①いじめ告発の体制について

②ひきこもり・不登校における学力支援について

6

(1) 公共施設の今後について

(2) 市役所の働き方改革と組織機構について

行財政改革に関する取り組みについて
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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)がん予防について

(3)地域包括ケアシステムについて

２

(1)保育料の軽減について

(2)学習支援について

(3)人権教育の推進について

３

(1)淀江の活性化について

2 安 達 卓 是 １

(1)就労支援Ａ型、Ｂ型事業所利用者の現状について

①就労の現状と自立に向けた支援について

(2)成年期のひきこもりについて

①現状と課題について

②相談支援サービス体制など総合的な支援について

２農業施策の推進について

(1)２地区の基盤整備事業について

①進捗状況と推進体制について

(2)特産白ねぎの全般的な推進支援について

①担い手育成と営農などの体制づくり強化について

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月７日(木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

障がい者支援の推進について

子育て・教育施策の充実について

淀江のまちづくりについて
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【代表質問者・会派名：　岡村　英治　・日本共産党米子市議団】

1

(1)

(2) 地域の業者の生業を壊す増税は中止しかない

2

(1)

(2) ９条改悪許せばさらなる大軍拡、福祉の後退が待ち受ける

3

(1)

(2) 住民避難計画が整わない中での稼働、再稼働はあり得ない

4

(1)

(2) ごみ袋代の引き下げと部分的戸別収集の実施

5

(1)

(2) 意見調整会議を含め計画を進めるに当たっては住民の理解と納得を

6

(1)

(2) ３つの「メガＦＴＡ」への対応について

(3) 中小企業振興条例で地域商工業の振興を

7

(1)

(2) 均等割の廃止に向けた考え

8

(1)

9

(1)

(2) 学童保育の指導員の配置・資格の「基準」の堅持、処遇の改善

10

(1)

11

(1)

原発ゼロの日本へ

平成４４年に向けたごみ処理広域化計画の概要は

業務委託予定業者の適格性について

地域農業の柱である家族農業を支える施策

保険料を協会けんぽ並みに引き下げを

市民参加によるごみ行政

産廃処分場計画の白紙撤回を求めよ

地域産業の振興と若者の定着

国保料の引き下げを

原発からの撤退、自然エネルギーへの転換求め

平成３１年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月８日(金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

今年１０月の消費税１０％増税中止の声を

憲法９条改悪ＮＯ！の声を

庶民の懐をさらに悪化させる消費税増税

平和の流れに逆行する９条改悪

徹底した情報公開と住民参加を

希望者が使いやすい介護保険に

公の責任で保育・学童保育の充実を

教育費の無償化に進め

史跡米子城跡整備計画について

特養ホーム入所、待機者の実態

待機児童の実態と市の対応

「義務教育は無償」（憲法第２６条第２項）に
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【会派名：日本共産党米子市議団】

発言順 氏　　　名

1 又 野 史 朗 １産業廃棄物処分場建設計画の中止を求めて

(1)一般廃棄物処分場の管理実態が明るみに出たことへの対応

２

(1)子ども・子育て会議の内容について

(2)統合民営化の理由について

３

(1)家族農業の重要性と支援

2 石 橋 佳 枝 １

(1)待機児の解消は公の責任で

(2)統廃合により地域の過疎化が進むのではないか

(3)保育の無償化は切実な課題

(4)保育士の待遇改善を

２介護保険料の引き下げと介護難民の解消を

(1)暮らしを逼迫させる介護保険料を引き下げる

(2)要介護度の軽い人こそ介護給付は必要

(3)利用料の２割、３割負担の中止を

(4)介護労働者の待遇改善を

 

公立保育所の統廃合・民営化は中止し、保育の質を守る

平成３１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（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

公立保育所の統合民営化は見直すべき

持続可能な家族農業を目指して
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発言順 氏　　　名
【呼称名】

1 遠 藤 通 １市政運営と市長の政治姿勢について

【一院クラブ】 (1)米子城跡整備と史跡公園化計画について

(2)義務教育の有償化の実態について

(3)山陰歴史館の改築について

平成３１年米子市議会　３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１２日（火）
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