
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

１２月６日(木） 10:00 1 又　野　史　朗 【日本共産党米子市議団】

2 門　脇　一　男 【政英会】

3 稲　田　　　清 【政英会】

4 奥　岩　浩　基 【政英会】

5 戸　田　隆　次 【政英会】

6 伊　藤　ひろえ 【信風】

１２月７日(金) 10:00 7 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

8 西　川　章　三 【よなご・未来】

9 前　原　　　茂 【公明党議員団】

10 安　達　卓　是 【信風】

11 中　田　利　幸 【信風】

12 三　鴨　秀　文 【政英会】

１２月１１日(火) 10:00 13 石　橋　佳　枝 【日本共産党米子市議団】

14 田　村　謙　介 【政英会】

15 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

16 岡　田　啓　介 【政英会】

17 土　光　　　均 【よなご・未来】

18 今　城　雅　子 【公明党議員団】

１２月１２日(水) 10:00 19 山　川　智　帆 【よなご・未来】

20 遠　藤　　　通 【一院クラブ】

21 岩　﨑　康　朗 【政英会】

22 国　頭　　　靖 【よなご・未来】

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表

質問日 開議時刻
質問者



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

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

 【日本共産党 (1)引き継いだ旧淀江町の回答について

　 米子市議団】 (2)開発協定について

２公立保育所の統合民営化問題

(1)地元への説明について

(2)地域での保育所の役割

３職場環境の改善について

(1)職員の状況

(2)市民サービスの向上のために

４市長の政治姿勢について

(1)軍事行動支持の発言について

(2)憲法改正の発言について

2 門　脇　一　男 １ふるさと納税制度について

【政英会】 (1)ふるさと納税の目的と実績について

(2)ふるさと納税のＰＲについて

(3)ふるさと納税の活用について（小中学校のエアコン設置に

関連して）

(4)ふるさと納税の返礼品について

(5)ふるさと納税の今後について

２農業振興策について

(1)農業分野における国家戦略特区について

(2)荒廃農地対策等について

(3)ネギ黒腐菌核病対策について

(4)スマート農業について

3 稲　田　　　清 １子育て環境の充実について

【政英会】 (1)「５歳児よなごっ子健診」（５歳児健康診査）について

(2)子育て環境の今後の課題について

２教育環境の充実について

(1)空調設備（エアコン）の整備について

(2)食育について

(3)不登校対策と教育機会確保法について

(4)全国学力・学習状況調査について

(5)通学路の安全対策について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月６日(木）



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月６日(木）

3 稲　田　　　清 ３平成３０年度原子力防災訓練と災害時の避難所の整備について

【政英会】 (1)総括について

(2)住吉小学校の施設整備について

(3)避難所の整備について

4 奥　岩　浩　基 １米子市子ども・子育て支援事業計画について

【政英会】 ２子育て世代包括支援体制について

３放課後児童クラブについて

5 戸　田　隆　次 １鳥取県環境管理事業センター淀江産業廃棄物管理型最終処分場

【政英会】 計画について

(1)西部広域最終処分場の構造について

(2)淀江管理型最終処分場の構造について

(3)県内から発生する産業廃棄物の最終処分状況について

(4)産業廃棄物管理型最終処分場の必要性について

２企業誘致（内陸型工業団地整備）について

(1)企業誘致活動に係る事務体制の整備について

(2)内陸型工業団地の整備計画について

３道路照明灯の整備拡充について

(1)通学路の安全対策について

(2)道路照明灯の整備拡充について

6 伊　藤　ひろえ １社会的養護の推進について

【信風】 (1)意義と必要性について

(2)家庭的養護に対する市の役割について

２地域共生社会の構築について

(1)子ども食堂の取り組みについて

(2)フードバンクの取り組みについて

３友好都市大洲市との交流について

(1)事業の位置づけと継続性について

(2)今後の事業展開について

４中学生のメディアコントロールについて

(1)現状と課題について

(2)対応策について



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 矢田貝　香　織 １地域のニーズを捉えた高齢者支援について

【公明党議員団】 (1)米子市の高齢者人口の見通しと施策推進について

(2)地域包括支援センターの機能強化について

(3)認知症に対する支援について

２防災・減災対策と地域のつながりの強化について

(1)災害情報と避難行動について

(2)避難所の整備・備蓄品の充実について

３社会教育の推進と人材確保・育成について

(1)社会教育と家庭教育について

(2)人材確保と育成について

(3)教育委員会とこども未来局との連携について

8 西　川　章　三 １人権政策について

【よなご・未来】 (1)部落差別解消推進法について

(2)障がい者雇用について

２道の駅について

３明道公民館整備事業について

9 前　原　　　茂 １街灯のあり方について

【公明党議員団】 (1)市有街灯と防犯灯について

(2)自治会が解散となった場合について

２動物愛護について

(1)市における対応について

(2)教育現場での取り組みについて

３ヌカカ対策について

(1)平成３０年度調査内容について

(2)駆除に向けた取り組みについて

４マイナンバーカードについて

(1)取得促進について

(2)利活用について

10 安　達　卓　是 １障がい者の福祉サービスについて

【信風】 (1)障がい者の就労支援について

①自立支援、職場定着促進について

②障害者優先調達推進法による現状と対応について

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月７日(金)



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月７日(金)

10 安　達　卓　是 (2)障がい者の雇用率について

【信風】 ①市役所、水道局の実情について

２米子市の職員の人的体制について

(1)災害時の職員体制について

(2)人員（保健師、技師などの専門職）の採用、充足について

(3)会計年度任用職員の制度設計などについて

３生活路線バスの運行事業について

(1)地域のバス交通の事業維持、運転士確保について

11 中　田　利　幸 １土砂災害の防災について

【信風】 (1)警戒区域の指定について

(2)避難の指示・勧告の判断基準について

(3)自主避難について

12 三　鴨　秀　文 １職員の育成について

【政英会】 (1)求められる職員像について

(2)人材育成の取り組みについて

(3)今後について

２シティプロモーションの推進について

(1)本市の推進方針について

(2)他の施策（部署）との連携について

(3)今後について



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 石　橋　佳　枝 １原発の危険から市民を守る

 【日本共産党 (1)市長の原発に関する見解を問う

　 米子市議団】 (2)島根原発２号機、３号機の審査申請と中国電力の姿勢

(3)安全協定と避難計画

２公共交通　―　市民の移動権を守る

(1)路線バスの利用者を増やすために

(2)高齢者と学生の移動を保障する

(3)「どんぐりコロコロ」について

３介護保険　―　高齢者の暮らしを守る

(1)介護保険料の負担を軽く

(2)要支援対象の総合事業について

(3)実態に合った介護認定を

４障がいのある人の暮らしを守る

(1)ヘルパー不足の問題

(2)作業所の利用料と工賃について

14 田　村　謙　介 １生産者に寄り添った農業政策について

【政英会】 (1)現状の認識と市が実施している政策について

(2)農業現場における諸問題について

(3)後継者不足の対策について

(4)農産品のブランド化支援について

(5)地産地消の促進について

２米子市の賑わい創出策について

(1)観光における「都市間競争」の認識について

(2)地ビールフェスタ in 米子について

(3)米子城跡・皆生温泉ライトアップ事業について

(4)米子城跡周辺関連イベントについて

(5)湊山球場跡地の外野側盛り土は開削すべき

15 岡　村　英　治 １淀江産廃処分場計画の撤回を

 【日本共産党 (1)意見調整会議と県の役割について

　 米子市議団】 (2)漁業権、水利権を守る

２教育条件の整備を

(1)就学援助の切り下げについて

次頁に続く (2)学童保育の職員基準緩和について

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月１１日(火)



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月１１日(火)

15 岡　村　英　治 ３廉価で安心できる水道水の供給を

 【日本共産党 (1)「米子の水」の魅力について

　 米子市議団】 (2)水道事業の民営化について

４消費税増税はストップを

(1)消費税増税で懸念される地域経済への影響について

(2)インボイス制度について

16 岡　田　啓　介 １シティプロモーションについて

【政英会】 (1)現状と課題について

２観光政策について

(1)米子城跡一帯の観光政策について

(2)皆生温泉の現状と米子市の取り組みについて

３都市計画について

(1)重点的に行っている政策について

４市役所における組織体制について

(1)管理職の組織マネジメントについて

17 土　光　　　均 １島根原子力発電所について

【よなご・未来】 (1)中国電力との安全協定改定について

(2)島根原発３号機申請書「不備」問題について

２淀江産業廃棄物処分場建設計画について

(1)関係住民との意見調整の状況について

18 今　城　雅　子 １がん教育の取り組みについて

【公明党議員団】 (1)本市におけるがん教育の現状について

(2)本市のがん教育の今後の具体的取り組みについて

２安心・安全なまちづくりについて

(1)住宅への感震ブレーカーの設置について

３子ども・子育て支援について

(1)待機児童対策の現状と今後の対策について

(2)幼児教育無償化に対する本市の準備状況について



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 山　川　智　帆 １（過去・現在・未来）わたしたちのまちの都市計画

【よなご・未来】 (1)「医療都市」米子について

①データから見る「商都」米子からの転換

②医師数・病床数の現状分析

(2)医大の渋滞緩和と史跡米子城跡について

①湊山球場を医大に提供することを引っ込めた理由

②史跡米子城跡の費用対効果について

③医大の渋滞についての現状把握と対策について

20 遠　藤　　　通 １市長の政治姿勢について

【一院クラブ】 (1)１１月２０日、「軍事行動」発言撤回の判断について

(2)市長の「軍事行動」の文言と「誤解」について

(3)周辺自治体間の「疑念払拭」について

(4)拉致問題の早期解決について

２都市計画マスタープラン策定（案）について

(1)住んで楽しい、市政理念のプラン策定について

(2)都市計画マスタープランの役割と誘導政策について

(3)都市機能の再生プランについて

(4)公営住宅の長寿命化計画について

３水道法の改正とコンセッション方式について

(1)水道法の改正の意図について

(2)コンセッション方式の認識について

(3)民間委託と財政の効率性について

４学校施設の空調整備事業について

(1)国の方針と事業の実施計画について

(2)入札参加資格と入札契約について

(3)入札方法について

21 岩　﨑　康　朗 １米子市国土強靭化地域計画について

【政英会】 (1)米子市国土強靭化地域計画素案の概要について

(2)国土強靭化のための取り組みについて

(3)個別施策分野における主な取り組みについて

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月１２日(水)



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成３０年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月１２日(水)

21 岩　﨑　康　朗 ２下水道事業包括的民間委託について

【政英会】 (1)現在の検討状況について

(2)包括的民間委託の課題認識について

(3)今後の検討方針について

22 国　頭　　　靖 １淀江産業廃棄物最終処分場について

【よなご・未来】 (1)市又は市長の考え方について

２道路管理について

(1)国・県・市道について

３水道事業について

(1)現在の経営について

(2)今後の経営について

４スポーツ振興について

(1)マラソン大会について
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