
番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

1  伊 　藤　 ひろえ 　１　 ごみゼロ社会をめざす取り組みについて

(よなご会議) 　 (1)　 店頭回収について

　 (2)   ごみ袋について

　 (3)   マイバッグ運動の取り組みについて

　２　民間資金等の活用について

　 (1)　 民間資金等活用事業に対する考え方について

　 (2)   導入可能性について

　３　 地域福祉「支え愛」の取り組みについて

 　(1)　 精神障がいのある方の地域移行・地域定着支援事業について

　 (2)　 地域包括支援センターの相談体制について

　 (3)   地域ボランティア制度について

2  稲　 田　 　 　 清 　１　 市長の政治姿勢について

（よなご会議）  　(1)　 マニュフェストについて

 　(2) 　市道安倍三柳線について

　２　 各部（局）の目標設定と検証について

  　(1) 　平成２３年度の検証と総括について

 　(2)　 平成２４年度の運営方針と目標について

　３　 湊山球場の歴史公園化と建設予定の新グランドについて

 　(1) 　鳥取大学医学部との連携について

 　(2)　 歴史公園化の進捗について

 　(3)　 建設予定の新グランドの進捗について

　４　 アレルギー症状への対応について

 　(1)　 学校給食における対応について

 　(2) 　教育現場における対応について

3  原　 　 　 紀　 子 　１　 「食料品アクセス問題」への取り組みについて

(公明党議員団)  　(1)　 「買い物弱者」対策について

　 　２　 「義務付け・枠付けの見直し」に伴う条例制定の取り組みについて

 　(1)　 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権拡大の意義と効果について

　 (2)　 各地方公共団体に条例委任された項目について

 　(3)　 各地方公共団体の条例制定の取り組み状況について

　３　 建設産業の再生と発展のための方策について

 　(1)　 「地域維持型契約方式」の具体的な取り組みについて

　４　 「消防バイク」導入について

 　(1)　 消防署や消防団へ「消防バイク」の配備について

　５　 パブリックトイレのオストメイト配慮について

 　(1)　 オフィス・商業施設、交通施設、まちなかトイレ、病院・高齢者施設、学校・

　　　保育園・幼稚園にオストメイト対応トイレの整備について
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4  門　 脇　 邦　 子 　１　 離婚届書式改正について

(ムスカリ) 　　　　　～離婚時における子供の養育費及び面会交流の確保について

 　(1) 　離婚届の現況と対策について

　２　 芸術文化の振興施策について

  　(1)　 県との連携について

5  小　 林　 重　 喜 　１　 交通体系の整備について

（よなご会議）  　(1)　 米子自動車道の４車線化

 　(2) 　米子自動車道の（仮称）米子北インター整備構想

 　(3) 　山陰新幹線及び伯備線フリーゲージ整備促進

 　(4) 　中海架橋構想

 　(5) 　市長会での取り組み状況

　２　 シャープ米子の雇用について

  　(1) 　雇用の現状と今後の見通し

6  岩　 﨑　 康 　朗 　１　米子市循環バスの現状と課題について

（蒼生会） 　 (1) 　米子市循環バスの利用者が５年連続で減少しているが、その現状と課題について

 　(2) 　５年連続の減少をどのように抑えることができるのか、その対策方針について

   (3)　 可児市デマンドバスについて検証するとともに、本市での運行の可能性について

　２　 中海・宍道湖・大山圏域市長会の観光振興策について

　 (1) 　中海・宍道湖・大山圏域市長会の観光振興策の本年度の実施状況について

 　(2) 　圏域の一体感の醸成について、市長の見解を伺う

   (3)　 圏域内の本市の観光についての見解を伺う

7  岡　 村　 英　 治 　１　 消費税増税の実施を許すな

（日本共産党米子 　 (1) 　何のために消費税増税を強行したのか

　市議会議員団）  　(2) 　いまでも世論調査では過半数が「増税反対」

　２　 住宅リフォーム助成制度の導入を

　 (1) 　全国５３３の自治体に広がった制度について

 　(2) 　業界からも待たれている

　３　 熱中症対策について

　 (1) 　米子市の熱中症対策の結果について

 　(2) 　街の緑化とミストシャワー

　４　 災害時に対応できる防災無線に

　 (1) 　「防災無線が聞こえない」との苦情について

 　(2) 　個別受信機との組み合わせの検討を

8  遠　 藤　 　 　 通 　１　 市長の市政運営について

（一院クラブ） 　 (1) 　８/２２報道の市幹部発言について

 　(2) 　市幹部の政治活動について

　２　  土地開発公社の債務問題について

　 (1) 　市と公社との売買契約について

 　(2) 　債務解消対策について

   (3)   福祉施設利用の土地問題について

2

平成２４年米子市議会９月定例会　　各個質問



番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

　３　 崎津地区の市街化区域について

　 (1) 　用途指定の対応について

 　(2) 　逆線引きについて

   (3)   下水道負担金について

9  石　 橋　 佳　 枝 　１　 原発からの撤退を求めて

（日本共産党米子 　 (1) 　原発ゼロは国民多数の願い

　市議会議員団）  　(2) 　島根原発再稼働に反対を

   (3)　 震災がれきなど復興支援について

　２　 生存権を保障する生活保護を求めて

　 (1) 　米子の生活保護で生存権が守れるのか

　 (2) 　貧困の連鎖を断ち切る自立支援のプログラムを

　３　 「いじめ」のない安心な学校を

　 (1) 　被害届の出た２つの「いじめ」についての見解

　 (2) 　「いじめ」はなぜ起こるのか

   (3)　 今後の対策について

10  松　 本　 松　 子 　１　 市営大垣団地について

（日本共産党米子 　 (1) 　住宅建替えの約束をどうするのか

　市議会議員団） 　２　 産業廃棄物最終処分場問題について

　 (1) 　地域住民の声を直接聞くことを求める

　３　 ＴＴＰ参加に反対し、食料・経済主権を守れ

　 (1) 　食の安全、食料自給率について

 　(2) 　公的医療制度について

   (3)　 中小企業、労働法制について

　４　 子どもの安心・安全を保障し、保育の質・水準を豊かに

　 (1) 　県の保育所基準条例化について

 　(2) 　待機児童対策について

   (3)　 公立保育所の民営化問題について

11  湯　 浅　 敏　 雄 　１　 狭あい道路拡幅整備事業の現状

（蒼生会） 　２　 危険家屋対策について

　３　 安倍三柳線について

　４　 橋梁の長寿命化修繕計画の現状

　５　 いじめの未然防止について

12  中　 川 　健　 作 　１　 エネルギー・環境政策について

（市民派）  　(1) 　市長の見解について

 　(2)　 メガソーラー建設と米子市のエネルギー政策について

　２　被災地支援について

 　(1)　 子どもの保養受け入れ、安全な食料等の支援について

 　(2)　 自主避難者への支援について

　３　 食品の安全確保について

　 (1) 　学校給食の放射能測定について
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 　(2) 　食品の放射能測定について

13  笠　 谷　 悦　 子 　１　 ジェネリック医薬品利用について

(公明党議員団)  　(1) 　医療費削減効果について

 　(2)　  ジェネリック医薬品希望カード発行について

　２　 ごみ処理行政について

 　(1)　 不用品回収事業者の実態について

  　(2)　 「使用済み小型電子機器等再資源化促進法」市の役割と判断について

　３　 通学路の安全対策総点検結果について

 　(1)　 総点検結果について

 　(2) 　点検への対応状況・計画的な実施について

   (3) 　今後の安全対策について

　４　 学校給食の向上について

 　(1) 　アレルギー対応の全校拡大検討スケジュールと委託業者について

   (2)   配膳室の整備スケジュールと予算について

   (3)   アレルギー申出の基準・条件について

   (4)   学校給食会のあり方について

14  松　 田　　　　 正 　１　 領土問題について

（蒼生会）  　(1)　 竹島問題・尖閣問題について

　２　 産業振興策について

 　(1)　 害獣駆除について

　 (2)　 住宅リフォーム助成について

   (3)   公共建築物における木材の利用促進について

　３　 市営住宅長寿命化計画について

 　(1) 　市営大垣団地廃止と合併協定について

15  渡　 辺　 穣　 爾 　１　 都市計画マスタープランについて

（蒼生会） 　 (1) 　県プランの進捗状況について

 　(2) 　米子市としての考え方について

　２　 国史跡米子城跡について

　 (1) 　国史跡指定の経過について

 　(2) 　米子城跡整備計画について

16  野　 坂　 道　 明 　１　 再生可能エネルギーの促進策について

（蒼生会） 　 (1) 　メガソーラーの誘致効果について

 　(2) 　太陽光発電の促進策について

　２　 入札・契約の見直しについて

　 (1) 　委託業務における最低制限価格の設定について

　３　 中心市街地活性化基本計画について

　 (1) 　中間報告について

 　(2) 　米子城跡整備事業について

   (3)   中心部（紺屋町周辺等）の下水道整備事業について
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　４　 耐震化促進計画と中期財政見通しについて

　 (1) 　学校施設の耐震化について

 　(2) 　特定建築物の耐震化について

   (3)   中期財政見通しの現状と課題について

17  国　 頭　 　 　 靖 　１　 市の経済施策について

（よなご会議） 　 (1) 　現況の取り組み状況について

 　(2) 　企業誘致について

　２　 市の教育方針について

　 (1) 　現在の取り組み状況について

 　(2) 　いじめ問題について

18  安　 木　 達　 哉 　１　  いじめ問題について

(公明党議員団) 　 (1) 　学校・教育委員会が取り組むべき問題点について

 　(2) 　いじめ防止対策強化を求める会派要望書について

　２ 　 観光振興策について

　 (1) 　米子水鳥公園について

 　(2) 　スポーツツーリズムについて

　３　　障がい児（者）の支援策について

　 (1) 　地域で暮らせる支援策について

 　(2) 　相談支援事業について

19  安　 田　　　　篤 　１　  再生可能エネルギーの推進について

(公明党議員団) 　 (1) 　崎津メガソーラーについて

 　(2) 　住宅用太陽光発電について

   (3)   非住宅用太陽光発電について

　２ 　 産廃最終処分場について

　 (1) 　現在の進捗状況について

 　(2) 　周辺区域の住民説明について

   (3)   廃棄物処理施設の設置条例について

   (4)   鳥取県及び米子市の設置責任について

　３　　防災減災対策について

　 (1) 　橋梁長寿命化計画について

 　(2) 　青木橋・福尾橋について

   (3)   青木地区の浸水対策について

20  中　 田　 利　 幸 　１　  ＪＲ米子駅南北一体化について

(仁) 　 (1) 　南北一体化事業に関する協議経過について

 　(2) 　今後の取組みについて

21  山　 川　 智　 帆 　１　 エネルギー・環境政策について

（虹） 　 (1) 　原発と新エネルギーの位置づけについて

 　(2) 　崎津メガソーラーの協定内容について

   (3)   今後の新エネルギーの在り方について
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