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番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

1  渡　 辺　 穣　 爾 　１　 政治姿勢について

（蒼生会） 　 (1) 　選挙公約の達成状況について

 　(2) 　行財政改革の成果について

　 (3)   来年度予算編成の方針について

2  野　 坂　 道　 明 　１　 市長の政治姿勢について

（蒼生会） 　 (1) 　政策決定プロセスと情報公開について

 　(2) 　今後の重点課題と取り組みについて

　２　 入札・契約の見直しについて

　 (1) 　委託業務の指名基準について

 　(2) 　有資格者の調査業務について

　３　 介護予防サービス事業について

　 (1) 　事業者の公募と選定について

　４　 下水道の公会計移行について

　 (1) 　地方公営企業法適用の目的と現状について

 　(2) 　適用範囲と実施予定について

   (3)   上下水道の統合について

3  岩　 﨑　 康 　朗 　１　米子市の観光振興策とまちづくりについて

（蒼生会） 　 (1) 　国際まんが博及びマンガ関連事業と今後のまちづくりについて

 　(2) 　語り継ぎたい食文化と地域の活性化について

   (3)　 来年度米子市観光政策について

4  尾 　沢　 三 　夫 　１　 米子市土地開発公社の役割について

（蒼生会）  　(1)　 設立から現在の経営状況

　２　 米子市におけるいじめ対策について

 　(1)　 対応マニュアルの活用状況

5  伊 　藤　 ひろえ 　１　 市営住宅のあり方について

(よなご会議) 　 (1)　 市営住宅の問題点について

　 (2)   福祉ビジョンの設計について

　２　健康増進施策について

　 (1)　 日常的な健康ウォーキングの実施について

　 (2)　 米子市におけるグラウンドゴルフの推進について

　 (3)　 運動習慣について

　３　財政の健全化について

　 (1)　 単年度の収支について

　 (2)　 米子市の借金について

　 (3)　 今後の財政運営について
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6  湯　 浅　 敏　 雄 　１　 新図書館について

（蒼生会） 　 (1)　 新図書館の運営について

　 (2)   パソコン・電子書籍の対応について

　２　太陽光発電について

　 (1)　 太陽光発電の民間普及について

7  原　 　 　 紀　 子 　１　 子ども・子育て関連３法の成立を受けて、「子育て環境」の整備について

(公明党議員団)  　(1)　 本市における子ども子育て会議の設置について

　 (2)　 本市の事業計画の検討について

 　(3)　 本市における実施体制について

　　　① 　準備組織の設置について

　　　②   利用者支援について

　 　２　骨髄ドナー助成制度の創設について

 　(1)　 ドナー助成制度を立ち上げるべきではないか

　 (2)　 介護や子育て支援施策におけるドナーに対する配慮について

 　(3)　 理解を深めるための必要な施策について

　３　 学校施設の老朽化対策について

 　(1)　 劣化診断等の現状把握について

　 (2)　 長寿命化のための中長期的計画策定と推進体制の整備について

　４　 自転車及び歩行者の安全通行について

 　(1)　 内浜産業道路からの転落防止対策について

8  稲　 田　 　 　 清 　１　 市長の政治姿勢について

（よなご会議）  　(1)　 マニフェストについて

 　(2) 　米子市中期財政見通しについて

　　　　（主に職員給、人件費、退職手当及び財政調整基金等について）

　２　 職員の人事について

  　(1) 　いわゆる大量退職について

 　(2)　 職員の年齢偏在と採用について

　３　 地域の安心安全について

 　(1) 　防災無線のデジタル化について

 　(2)　 防災無線の運用について

 　(3)　 防災テレフォンサービスの導入について

 　(4) 　通学路の安全対策について

　４　 教育と子どもの環境について

 　(1)　 アレルギー対応給食のモデル事業について

 　(2) 　アレルギー症状への教育現場の対応について

 　(3)　 地域と学校の繋がりについて

 　(4) 　教育に対する考え方について
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9  西　 川　 章　 三 　１　 行政施設の省力化等について

(よなご会議)  　(1)　 クリーンセンターと本庁のＰＰＳ競争入札の結果

　 (2)　 ＰＰＳ導入できる施設数について

   (3)   行政施設の今後の省力化方法（ＬＥＤ、太陽光の設置及び場所貸）

　２　 人権問題について

 　(1)　 差別、偏見意識について

　 　 　 (2)　 人権問題市民意識調査の活用について

   (3)  「本人通知制度」の啓発と制度を市民に広げる方策

   (4)   外国にルーツある生徒への日本語支援について

10  小　 林　 重　 喜 　１　 市長のマニフェストの進捗状況について

（よなご会議）  　(1)　 総括についての見解

 　(2) 　個別課題についての今後の対応

　２　 平成２４年度「部（局）の運営方針と目標」について

 　(1)　 人事評価制度

　 (2)　 総合計画の進行管理

 　(3) 　鳥大医学部の医療・教育環境整備

 　(4) 　下水道特別会計の健全化

 　(5) 　総合的な交通体系の整備

 　(6) 　伯耆の国よなご文化創造計画（後期計画）の策定

11  杉　 谷　 第士郎 　１　 第２期中心市街地活性化基本計画の策定について

（コモンズ）  　(1) 　第２期中活計画の策定方針は？

　２　 公民館の有効利用並びに耐震対策について

 　(1) 　自治連合会からの公民館の耐震対策要望への対応について

 　(2)　 明道地区自治連からの明道公民館の新築移転要望への対応について

12  門　 脇　 邦　 子 　１　 男女共同参画推進計画について

(ムスカリ)  　(1)　 計画策定趣旨について

　 (2)　 計画策定方法について～市民参画の視点から

 　(3) 　計画内容について

13  遠　 藤　 　 　 通 　１　 市長の政治姿勢と市政運営について

（一院クラブ） 　 (1) 　財政改革について

 　(2) 　史跡指定（湊山球場）について

   (3)   公共投資事業について

 　(4) 　米子駅南北一体化について

14  山　 川　 智　 帆 　１　 太陽光発電の普及について

（虹） 　 (1) 　公の施設

　　　① 　崎津メガソーラーの契約・進捗等について

　　　②   公の施設の活用について

 　(2) 　民間施設

　　　① 　民間施設への普及について
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15  石　 橋　 佳　 枝 　１　 原発からの撤退と島根原発が再稼働しないことを求めて

（日本共産党米子 　２　 市民のいのちと健康を守る国民健康保険を

　市議会議員団）

16  松　 本　 松　 子 　１　 米子市営住宅長寿命化計画について

（日本共産党米子 　２　 日本の農業をつぶし国民皆保険も解体するＴPＰに反対を

　市議会議員団） 　３　 産業廃棄物最終処分場問題について

　４　 公的保育の拡充を求めて

　５　 生活保護について

17  中　 川 　健　 作 　１　 島根原発事故防災計画・住民避難計画について

（市民派）  　(1) 　UPZの範囲と住民避難について

 　(2)　 長期避難計画について

　２　 食品の放射能検査について

 　(1)　 運用方法について

　３　 化学物質過敏症・電磁波過敏症対策について

　 (1) 　市の取り組みについて

 　(2) 　教育委員会の取り組みについて

18  国　 頭　 　 　 靖 　１　 市長の政治姿勢について

（よなご会議） 　 (1) 　広域的な自治に対する考え方について

 　(2) 　職員に対する考え方について

　２　 市のPR施策について

　 (1) 　企画と観光の連携について

 　(2) 　観光の目玉づくりについて

19  矢　 倉　 　 　 強 　１　 市長の政治姿勢について

（よなご会議） 　 (1) 　今日までの総括と今後の政治課題について
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