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番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

1  伊 　藤　 ひろえ 　１　 環境政策について

(よなご会議) 　 (1)　 ゼロウェイストの取り組みについて

　 (2)   資源化率の向上について

　 (3)　 カラス対策について

　２　子育て支援について

　 (1)　 よなごっこ未来応援プランの進捗状況について

　 (2)　 子育て支援策の取り組みについて

　３　学校教育について

　 (1)　 食教育について

　 (2)　 体罰について

2  岩　 﨑　 康 　朗 　１　教育問題について

（蒼生会） 　 (1) 　いじめ問題について

 　(2) 　体罰の問題について

　 (3)　 道徳教育の推進について

　２　観光振興策について

　 (1)　 中海・宍道湖・大山圏域市長会シンポジウム広域観光連携の総括について

　 (2)　 圏域の観光動態調査について

　 (3)　 エコツーリズムの推進について

　３　防災関連施設整備について

　 (1)　 防災施設整備の地域間格差について

　 (2)　 防災備蓄倉庫の現状と課題について

　 (3)　 災害避難時における自家発電設備と水の供給について

3  稲　 田　 　 　 清 　１　 地域の安心安全と防災対策について

（よなご会議）  　(1)　 自治会と自主防災組織の現状について

 　(2) 　地域防災計画について

　２　 子育て環境と教育について

  　(1) 　未就学児の教育環境について

 　(2)　 学校給食とアレルギー対策について

 　(3)　 新設の第二学校給食センターについて

 　(4) 　教育予算と米子市の子育て・教育の独自性について

　３　 雇用情勢と経済について

 　(1) 　農業政策と６次産業化等について

 　(2)　 メガソーラーと関連施策について

　　　平成２５年米子市議会３月定例会　　各　 　個　　 質 　　問

　(　発言順　) 　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　
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番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

 　(3) 　企業誘致について

 　(4) 　有効求人倍率について

 　(5) 　雇用と経済について

4  笠　 谷　 悦　 子 　１　 介護保険制度の諸課題について

(公明党議員団) 　 (1) 　広まる介護支援ボランティア制度導入推進について

 　(2) 　介護施設火災、安全対策について

 　(3)　 ２４時間対応定期巡回随時サービスについて

　２　 女性施策とがん対策事業について

　 (1) 　女性特有のがん検診事業について

 　(2) 　無料クーポン券の有効利用について

 　(3) 　がん検診の受診率向上について

　３　 学校の諸課題について

　 (1) 　通学路の安全対策について

 　(2) 　アレルギー給食事故の再発防止について

 　(3)　 耐震化事業について

 　(4) 　非構造部材について

5  原　 　 　 紀　 子 　1　 本市の災害情報の発信について

(公明党議員団)  　(1)　 現状と課題について

　 (2)　 「コモンズ」を活用した災害情報の発信について

　 　２　 企業誘致の進捗状況について

 　(1)　 現状について

　 (2)　 企業誘致へ新たな手法、オーダーメイドの「賃貸型工場」について

　３　 本市における公文書管理について

 　(1)　 本市における公文書管理の取り組みについて

　 (2)　 公文書管理条例の制定について

　４　 本市のいじめ対策と体罰防止対策について

 　(1)　 いじめ防止対策強化について

　 (2)　 「部活動のあり方検討委員会」の設置やガイドラインの作成について

6  小　 林　 重　 喜 　１　 市長の政治姿勢について

（よなご会議） 　 (1)　 米子市職員の給与について

 　 　① 　地方交付税削減と職員給与

 　(2)　 中海・宍道湖・大山圏域市長会について

    　①　 圏域の交流促進方策

    　②　 今後のあり方

 　(3)　 野坂市政１０年の総括

    　①　 １０年間の総括と今後の思い
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番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

7  岡　 村 　英　 治 　１　 TPP交渉参加に反対を

（日本共産党米子  　(1)　 日米首脳会談で交渉参加に踏み出した、とされることについて

　市議会議員団）  　(2)　 総選挙の公約に反しての参加は許されない

　２　 生活保護基準の切り下げ許すな

　 (1) 　現在の生活保護水準についての認識

 　(2) 　生活扶助基準の切り下げは道理なし

 　(3)　 生活保護の切り下げがさまざまな分野に及ぼす影響

　３　 危険な新型輸送機・オスプレイの配備に反対を

　 (1) 　全国に広がるオスプレイ配備・訓練反対の声

 　(2) 　自衛隊がオスプレイ配備を検討するとされていることについて

　４　 子どもたちの健やかな成長をはぐくむ学校教育に

 　(1) 　いじめ・体罰を学校・社会から根絶するために

 　(2)　 学校給食における食物アレルギー対応（調理現場と学校現場で）

 　(3) 　「学校週５日制」の見直しについて

 　(4) 　全国一斉学力調査の学校別成績の公表解禁について

8  門　 脇　 邦　 子 　１　 ジェネリック医薬品普及の取り組みについて

(ムスカリ)  　(1)　 生活保護世帯に対するジェネリック医薬品普及をめぐって

　２　 東山水泳場について

　 (1) 　維持管理について

 　(2) 　県営化をめぐって

　３　 指定管理者制度適用施設モニタリング基本方針について

　 (1) 　運用の現況について

 　(2) 　課題と対策について

9  安　 田　 　 　 篤 　１　 県産木材の活用推進について

(公明党議員団) 　 (1) 　米子市の林業について

 　(2) 　公共建築物県産材の利用について

 　(3)　 利用推進の指針策定について

　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　 福尾橋について

　 (1) 　予算要求と実施設計について

10  山　 川　 智　 帆 　１　 市長の政治姿勢について

（虹） 　 (1) 　公の施設のあり方について

 　(2) 　重点新規投資と雇用について

 　(3)　 市の将来像について
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11  尾 　沢　 三 　夫 　１　 市長の政治姿勢について

（蒼生会）  　(1)　 米子市公会堂の運営について

 　(2)　 鳥大医学部及び附属病院への対応について

12  杉　 谷　 第士郎 　１　 野坂市長が掲げる「中心市街地活性化」の内容について

（コモンズ）  　(1) 　中心市街地の活性化についてどのように考えておられるか

 　(2)　 歴史館の多面的活用検討の進捗状況は

 　(3) 　公会堂改修終了後の賑わいづくりへの取り組みは

 　(4) 　明道公民館の移転要望への対応は

 　(5) 　米子駅南北一体化構想への取り組みは

 　(6) 　第２期中活計画策定はどうするか

　２　 空き家管理条例の取り組みについて

 　(1) 　４月の条例施行後の取り組みは

 　(2)　 条例運用による目標設定は

13  松　 田　 　 　 正 　１　 合併後の諸施策について

（蒼生会） 　 (1) 　よどえまちづくり推進室について

 　(2) 　新市まちづくり計画について

　 (3)   地域審議会について

　 (4)   市営大垣住宅について

14  石　 橋　 佳　 枝 　１　 原発ゼロへ、島根原発廃炉を求める決断を

（日本共産党米子 　 (1) 　福島原発事故と福島の現状について

　市議会議員団）  　(2) 　原発新基準と原子力規制庁について

　 (3)   安倍内閣の原発政策について

　 (4)   原子力防災計画・避難計画・安全協定について

　 (5)   島根原発の廃炉を求めて

　２　 低所得であっても健康を保障する医療保険を

　 (1) 　国保料の滞納について

 　(2) 　後期高齢者の医療費・介護保険料について

　３　 安心できる介護保険を

　 (1) 　訪問介護の時間短縮について

15  松　 本　 松　 子 　１　 産業廃棄物最終処分場計画に反対を

（日本共産党米子 　 (1) 　事前説明会の押し付けの問題について

　市議会議員団）  　(2) 　説明会での質問と答弁の問題について

　 (3)   産業廃棄物最終処分場の周辺環境への重大な影響について

　２　 市営住宅の廃止や削減に反対し低所得者の住宅保障を求める質問

　 (1) 　入居希望者の実態と切実な状況と市の責任について

 　(2) 　公営住宅本来の目的と市の対策について（希望者の要望に応えられよ）
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番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

　 (3)   大垣住宅は安全性の観点から早急に建て替えるという合併時の約束を守られたい

　３　 子どもたちの心と体を育てる学校給食について

　 (1) 　子どもの貧困と学校給食の役割について

 　(2) 　教育としての学校給食

    　①　 食育基本法の制定された理由と食教育の必要性について

    　②　 自校方式給食を守る必要性、なぜ自校方式を止めるのか

    　③　 中学校給食は自校方式で

 　(3) 　地産地消で安全・新鮮な食材の給食実現は農業と地域経済にとっても重要

16  野　 坂　 道　 明 　１　 特定建築物の耐震化計画について

（蒼生会） 　 (1) 　特定建築物の整備方針について

　２　 市街化調整区域の開発について

　 (1) 　開発許可立地基準の緩和について

　３　 地域防災計画について

　 (1) 　原子力災害について

　 (2) 　避難経路について

　４　 大山・中海・宍道湖圏域の課題について

　 (1) 　道路ネットワークの構築について

 　(2) 　行政サービスのバリアフリー化について

17  中　 川 　健　 作 　１　 原子力防災計画・住民避難計画について

（市民派）  　(1) 　計画の諸課題について

　　　  　　避難計画の範囲、避難先、災害時要援護者の避難、長期帰還困難対策等

 　(2)　 避難訓練について

　 (3)   今回の「原発防災計画」の位置づけについて

　２　 原子力防災講演会について

　３　 原発政策について

18  国　 頭　 　 　 靖 　１　 市長の政治姿勢について

（よなご会議） 　 (1) 　学校教育予算について

 　(2) 　企業誘致について

19  安　 木　 達　 哉 　１　 観光振興策について

(公明党議員団) 　 (1) 　誘客に向けた基本方針と重点施策について

 　(2) 　ボランティア及び協力団体等への対応について

 　(3)　 皆生温泉の現状と課題について

　２　 障がい者の支援策について

　 (1) 　一貫したサービスの提供について

 　(2) 　担当窓口について
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番　号 氏　　　名 　　　　　　　　　質　　　　　問　　　　　内　　　　　容

　３　 子育て支援策について

　 (1) 　届出保育施設について

20  中　 田　 利　 幸 　１　 伯耆の国よなご文化創造計画について

(仁) 　 (1) 　これまでの取り組みについて（ハード・ソフト）

 　(2) 　今後の取り組みについて

　２　 住民自治活動への支援について

　 (1) 　自治基本条例施行後の取り組みについて

 　(2) 　各地区の特性を踏まえた行政支援のあり方について
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