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( ) 男女 同参画 扱

　　　平成２３年米子市議会９月定例会　　各個質問

岡村英治の質問項目へはこちらをクリックしてください

松本松子の質問項目へはこちらをクリックしてください

石橋佳枝の質問項目へはこちらをクリックしてください

　(　発言順　) 　　　　　　　    

番　号 氏名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

1 竹内英二 　１　 米子市の財政について

（蒼生会）  　(1)　 米子市財政の現状と見通しについて

 　(2) 　中期財政見通しと財政シミュレーションの提示について

   (3)   合併特例債事業充当事業の公表と及ぼす財政事情の市民説明について

   (4)　 財政の最高危険年度と予想される平成２７年度の負債総額と平成２４年度以

　　　 降の収入における推計見通し

　２　 湊山球場跡地の史跡公園化について

 　(1) 　史跡公園化を決断した理由

 　(2)　 史跡公園化決定の要因は国指導の選択によるものか

 　(3)　 市民不在の史跡公園化決定とアンケート実施について

   (4)   貴重な土地の有効活用から見た史跡公園化選択の問題視についての見解

   (5) 　米子市は何をもって鳥大医学部に貢献するのか

   (6) 　湊山球場跡地の史跡公園化後の鳥大医学部の土地創出の方策について

　３　 米子駅南北一体化とハローワークについて

 　(1) 　ハローワーク駅前移転の概要について

 　(2)　 男女共同参画センターの扱いについて

 　(3)　 駅前開発ビルの使用目的当初と現在

　 (4) 　駅前移転に伴う駐車場、渋滞等の問題点について

　 (5) 　駅前移転の経緯と検討会議の見解

　 (6) 　駅南移転の構想は協議されなかったのか、今後再協議する考えはないか

2 伊藤ひろえ 　１　 多重債務者の生活再建について

（よなご会議）  　(1)　 米子市における多重債務・ヤミ金相談の現状について

　 　 (2)　 生活困窮者への包括的支援体制について

　２　 成年後見制度の利用促進について

 　(1)　 市民に対する制度広報と普及活動について

　 (2)　 専門的支援機関（仮称成年後見センター）の設置について

　３　 健康増進施策について

 　(1)　 歯科口腔保健推進法について

3 松井義夫 　１　 権利と義務について

(よなご会議)  　(1)　 保育料及び学校給食費の未納対策について

　２　 水道事業について

 　(1)　 水道事業における投資効果について

　３　 中国保定市における米子館（米子市交流展示室）について

 　(1)　 保定市に投資した効果について
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6 １

4 稲田清 　１　 学校給食について

（よなご会議）  　(1)　 中学校給食の導入検討の状況について

 　(2) 　食教育に対する考え方について

　２　 市政の目標・進捗管理及び検証について

 　(1) 　市長のマニフェストの進捗について

 　(2)　 部（局）の運営方針と目標について

 　(3)　 目標・進捗管理のあり方、検証及び考課について

 　３　 経済政策と雇用との連動について

 　(1) 　鳥取県地域活性化総合特区の米子市における展開について

 　(2)　 観光・スポーツ関連イベントの検証と今後の展開について

 　(3)　 雇用との連動について

5 岩﨑康朗 　１　 米子市民自治基本条例の原案について

（蒼生会）  　(1)　 米子市民の定義について

 　(2) 　市民投票制度について

　２　 観光振興策について

 　(1) 　震災以降の米子市の観光動向について

 　(2)　 淀江地区観光の推進について

 　(3)　 スポーツツーリズム拠点整備について

　３　 米子市在宅高齢者実態調査について

 　(1) 　要援護者の個人情報について

 　(2)　 防災安全課等との連携について

 　(3)　 自治会・消防団との情報共有について

6 原紀子原紀子 １ 空き家対策について　 空き家対策について

(公明党議員団)  　(1)　 平成２０年６月以降の対策と取り組みと現状について

 　(2) 　空き家再生等推進事業の活用について

 　(3)　 「空き家等の適正管理に関する条例」の制定について

　２　 認知症予防について

 　(1) 　米子市の現状と取り組みについて

 　(2)　 気軽な聴覚チェックで認知症の予防について

　３　 猛暑対策について

 　(1) 　市民への猛暑対策の取り組みについて

 　(2)　 学校における猛暑対策の取り組みについて

　４　 学校図書館整備について

 　(1)　 学校図書館における人的・物的整備の推進について

7 西川章三 　１　 本人通知制度の導入について

(よなご会議) 　 (1) 　導入のスケジュールと対象となる書類、通知される内容

 　(2) 　導入においての問題点

   (3)　 本人通知制度開始においての登録の取り組み

   (4)   不正な取得（身元調査）をなくす市当局の決意

　２　 ふるさと納税の推進について

 　(1) 　昨年度の実績と事業効果について
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 　(2)　 今年度の中途実績について

 　(3)　 今後の展開について

　３　 建設行政の健全化について

 　(1) 　総合評価方式入札の問題点と評価

 　(2)　 建設業界の健全な発展とは

 　(3)　 総合評価方式の見直しの検討は

8 笠谷悦子 　１　 子育て王国とっとりの推進と米子市の取り組みについて

(公明党議員団)  　(1)　 男性職員の「育休」取得について

 　(2) 　「親子ふれあい参観日」の実施について

 　(3)　 イクメンプロジェクト推進事業の取り組み状況について

　２　 行政と民生委員・地域包括センターなどそれぞれの連携と役割について

 　(1) 　在宅高齢者実態調査について

 　(2)　 ２４時間定期循環訪問サービスについて

 　(3)　 うつ病・認知症・孤独死の対策について

　３　 女性のがん検診クーポン券とワクチンの現状・課題について

　 (1) 　胃がん発がん因子ピロリ菌検診にクーポン券を

 　(2) 　子宮けいがん予防ワクチンの高校１年生の対応について

   (3)   働く世代への大腸がんクーポン券の現状について

   (4)   小児用肺炎球菌ワクチン・ヒブワクチンの現状について

9 尾沢三夫 　１　 市長の政治姿勢について

（蒼生会）  　(1)　 米子市の将来ビジョンについて

 　(2) 　市長のリーダーシップについて

(3) 鳥大医学部の要望について　(3)　 鳥大医学部の要望について

　２　 教科書の採択について

 　(1) 　教科書採択の手順について

　３　 中学校給食について

 　(1) 　実施に当たっての課題について

10 杉谷第士郎 　１　 公会堂改修事業について

（コモンズ）  　(1)　 基本設計プロポーザルと実施設計の連携について

 　(2) 　周辺エリアとの連携によるにぎわいづくりについて

 　(3)　 改修後の活用向上の方策について

　２　 イオン駅前店について

 　(1) 　株式会社イオンリテールとの関係強化の状況は

 　(2)　 イオン駅前店の営業状況について

 　(3)　 今後の家賃軽減の可能性は

　３　 中心市街地活性化基本計画の再認定への取り組みについて

 　(1) 　史跡米子城跡整備事業の取り組みについて

 　(2)　 公会堂改修事業の中活計画への位置づけについて

 　(3)　 中活計画の再認定の取り組みは
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11 岡村英治 　１　 子どもたちにとって最善の中学校給食の実現を

（日本共産党米子  　(1)　 中学校給食実施に向けた検討状況と今後の取り組み

市議会議員団）  　(2) 　子どもたちにとって最善の学校給食をどう考え、実現するか

↑HOME 　２　 基地強化につながる新型輸送機Ｃ－２配備に反対を

 　(1) 　周辺住民にとっての騒音問題をどう考えているか

 　(2)　 新型輸送機の配備が民間機航行の安全に障害にならないか

 　(3)　 憲法違反の自衛隊・米軍が一体化したもとでの配備計画

　３　 市民の憩いの場・城山の自然を守るために

 　(1) 　城山の自然環境の保全についての認識

 　(2)　 石垣周辺の樹木を伐採した経緯について

12 小林重喜 　１　 米子駅南北一体化事業構想について

(よなご会議)  　(1)　 その後の検討状況

 　(2) 　事業負担割合

 　(3)　 検討結果の見通し

　２　 図書館・美術館整備事業の課題と今後について

 　(1) 　図書館機能の充実

 　(2)　 中長期的観点からの基本整備計画の策定

 　(3)　 市民意見の反映

　３　 米子市公会堂の耐震改修事業について

 　(1) 　耐震改修事業の概要

13 松田正 　１　 市長マニフェストについて

（蒼生会）  　(1)　 マニフェストの進捗状況について

(2) 緊急の重点政策について　(2) 　緊急の重点政策について

 　(3)　 米子駅南北一体化構想などの懸案事項について

14 渡辺穣爾 　１　 高齢者対策について

（蒼生会）  　(1)　 高齢者の免許証自主返納者への対策について

 　(2) 　戸籍窓口での本人確認について

　２　 文化芸術振興対策について

 　(1) 　文化芸術に係る施策の決定過程について

 　(2)　 文化芸術政策における市の役割について

 　(3)　 文化芸術振興基本法制定後の取り組みについて

15 門脇邦子 　１　 空き家問題について

(ムスカリ)  　(1)　 現況について

 　(2) 　今後の取り組みについて

　２　 危険家屋対策について

 　(1)　 現況について

 　(2) 　今後の取り組みについて

16 野坂道明 　１　 水道局所管の入札業務について

（蒼生会）  　(1)　 最低制限価格の設定について

 　(2) 　予定価格の事後公表について

 　(3)　 指名基準について
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　２　 環境政策の諸課題について

 　(1) 　環境基本計画について

 　(2) 　市有施設におけるCO2抑制の取り組みについて

 　(3)　 施設整備等に関するCO2抑制の取り組みについて

　３　 教育委員会所管の施設整備について

　 (1) 　東山陸上競技場改修工事について

 　(2) 　箕蚊屋小学校の屋内運動場改築工事について

   (3)   尚徳中学校の耐震・大規模改修工事について

   (4)   公会堂のプロポーザル方式と今後の発注・整備方針について

17 遠藤通 　１　 市長の政治姿勢と執行体勢について

（一院クラブ）  　(1)　 議会との契約と同意について

　２　 史跡公園追加指定について

　 (1) 　市民意見の集約について

 　(2) 　鳥大医学部の要望について

   (3)   湊山球場地の利活用について

   (4)   史跡追加指定の効果について

18 湯浅敏雄 　１　 学校教育について

（蒼生会）  　(1)　 新学習指導要領完全実施に伴う米子市の取り組みについて

19 山川智帆 　１　 米子市公会堂の今後の事業推進等について

（虹）  　(1)　 基本的な考え方について

　２　 米子市職員採用試験の求人時の年齢制限について

　 (1) 　合理的・法的な根拠について

(2) 今後の方向性等について　(2) 　今後の方向性等について

20 石橋佳枝 　１　 原発からの撤退を求めて

（日本共産党米子  　(1) 　原発に安全はないという認識に立っているか

市議会議員団）  　(2)　 安全協定について

↑HOME  　(3)　 防災計画について

   (4)   自然エネルギーへの転換を

   (5) 　市民に情報を提供し、市民とともに学ぶ

　２　 介護保険のさらなる改悪を進めないために

　 (1) 　これまでの制度改定と現状について

 　(2) 　要支援１・２の介護の保障を

   (3)   在宅重視の介護保険の目指すところは何か

21 松本松子 　１　 保育の充実について

（日本共産党米子  　(1) 　公立保育所民間委託の選定の理由の公開を求める

市議会議員団） 　　 　①　 なぜ非公開密室で検討選定したのか　 

↑HOME 　　 　②　 ３園を選定したそれぞれの理由について　 

 　(2) 　公立・民間保育所の体制の充実について

　　 　①　 正規保育士の増員による保育の充実　 

　　 　②　 災害時の子どもの安全体制の強化　 

   (3)　 子ども・子育て新システムに反対し、公的責任を後退させないために
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家族防災・

　２　 産業廃棄物最終処分場の建設計画について

 　(1) 　管理型最終処分場に対する市長の認識

 　(2)　 水と緑の町に有害な物質は埋めるな

22 中川健作 　１　 米子市民自治基本条例原案について

（市民派）  　(1) 　旧米子市民自治基本条例検討委員との意見交換について

 　(2)　 素案と原案の違いについて

 　(3)　 原案の各条項について

23 藤尾信之 　１　 防災対策について

（蒼生会）  　(1)　 現状と課題について

 　(2) 　原発災害対策について

 　(3)　 消防法及び火災予防条例について

　２　 校庭芝生化について

 　(1) 　現状と課題について

 　(2) 　芝生化の意義と課題について

 　(3)　 今後の普及について

24 安木達哉 　１　 障がい者等の権利擁護支援について

(公明党議員団)  　(1)　 親亡き後の支援策について

 　(2) 　成年後見人制度の体制整備について

 　(3)　 障がい者虐待防止法について

　２　 観光振興策について

 　(1) 　医療と連携した観光振興策について

　３　 暮らしの安全対策について

(1) 家族防災・防犯会議の推進について (1) 　 防犯会議の推進について

25 安田篤 　１　 誘致企業について

(公明党議員団)  　(1) 　誘致企業米子工場の最終的な規模について

 　(2)　 地下水の取水計画について

 　(3)　 雇用計画について

   (4)   新規雇用の奨励金について

　２　 市長のマニフェストについて

 　(1) 　流通業務団地について

 　(2) 　マニフェストの５つの改革について

26 国頭靖 　１　 米子市の防災計画について

（よなご会議）  　(1) 　地震・津波対策について

 　(2)　 原発対策について

 　(3)　 豪雪・豪雨対策について

　２　 米子市の水の施策について

 　(1) 　よなごの水について

 　(2) 　淀江の名水について

　３　 淀江のまちづくりについて

　 (1) 　観光資源の活用について
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