
平成２６年米子市議会  ７月定例会 

2014 年 7 月 18 日（金） 6 番目 

日本共産党米子市議団 岡村 英治  各個質問 質問項目 

 

１ 集団的自衛権の行使容認に反対を 

 
(1) 戦争か平和かの戦後最大の歴史的岐路という認識 

 
(2) 憲法解釈の変更は立憲主義の否定 

 
(3) 自衛隊員の募集事務について 

２ 産業廃棄物最終処分場建設計画に反対を 

  (1) 市が責任をもって環境影響調査を 

  (2) 正しい情報による住民説明を求める 

  (3) 処分場は子孫への時限爆弾 

３ 島根原発の廃炉を求めて 

 
(1) 福井地裁の判決、函館市の提訴 

 
(2) ２号機の再稼働の可否についての判断 

 
(3) 広域住民避難計画の実効性について 

４ 子育て支援の充実 

  (1) 市の責任で保育の充実を 

  (2) 保育料の無料化をめざせ 

  (3) 学童保育の原点に立った充実をめざせ 

5 安心して老後を過ごせる医療・介護に 

  (1) 国による医療・介護の改悪に反対の声を上げよ 

  (2) お年寄りを介護から締め出すな 

  (3) 介護利用料の２割負担は認められない 

  (4) 公的介護の充実は経済成長にも貢献 

 



発言順 氏  名 会派名又は呼称名

７月１６日(水) 10:00 1 岩﨑　康朗 【蒼生会】

2 稲田　　清 【信風】

3 伊藤ひろえ 【信風】

4 門脇　一男 【蒼生会】

5 三鴨　秀文 【蒼生会】

6 前原　　茂 【公明党議員団】

７月１７日(木) 10:00 7 矢田貝香織 【公明党議員団】

8 今城　雅子 【公明党議員団】

9 安達　卓是 【信風】

10 土光　　均 【希望】

11 田村　謙介 【蒼生会】

12 村井　　正 【信風】

７月１８日(金) 10:00 13 山川　智帆 【希望】

14 中田　利幸 【信風】

15 三穂野雅俊 【蒼生会】

16 岡田　啓介 【無所属】

17 湯浅　敏雄 【蒼生会】

18 岡村　英治 【日本共産党米子市議団】

７月２２日(火) 10:00 19 尾沢　三夫 【蒼生会】

20 安田　　篤 【公明党議員団】

21 矢倉　　強 【希望】

22 遠藤　　通 【一院クラブ】

23 国頭　　靖 【希望】

平成２６年米子市議会　　７月定例会　各個質問割当表

質問日 開議時刻
質問者
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 岩﨑　康朗 １拉致問題について

【蒼生会】 (1)今回、大きく動いた拉致問題について

(2)帰国後の本市の受け入れ態勢について

(3)鳥取県教育委員会作成「拉致問題資料」の活用について

２水道局新庁舎基本設計について

(1)水道局新庁舎基本設計に関わる経緯について

(2)新庁舎建設の基本的考え方について

(3)本店縛りの基本的姿勢と今後の取組みについて

３観光振興策について

(1)本市観光振興の基本方針について

(2)皆生温泉の現状と課題について

(3)淀江地区観光振興策について

2 稲田　　清 １教育環境について

【信風】 (1)土曜日授業について

(2)教育現場の危機管理について

(3)通学路の安全対策について

２子育て環境について

(1)子ども・子育て会議について

(2)５歳児健診の在り方検討会について

(3)少子化対策と人口減少対策について

３淀江支所のあり方について

(1)合併から１０年を迎えることについて

(2)合併後の動きについて

(3)今後の課題について

3 伊藤ひろえ １子育て支援策について

【信風】 (1)保育料の軽減について

(2)待機児童解消について

２若者定住策について

(1)雇用対策について

(2)定住策の取組みについて

4 門脇　一男 １農業振興（耕作放棄地対策）について

【蒼生会】 (1)本市の耕作放棄地に対する現況認識と対策について

(2)耕作放棄地解消に向けての支援制度並びに活用状況について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

７月１６日(水)
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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２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

７月１６日(水)

(3)農地中間管理機構の活用について

(4)景観作物導入について

(5)干拓虫（ヌカカ）対策について

5 三鴨　秀文 １一人暮らしの高齢者への支援について

【蒼生会】 (1)現状の認識について

(2)現状の課題と対応について

(3)市民後見人の活用について

(4)今後の対策について

２危険家屋対策のその後について

(1)その後の進捗状況について

(2)助成制度の確立について

(3)対策審議会の活用について

(4)今後について

6 前原　　茂 １米子市の農業の活性化について

【公明党議員団】 (1)特産白ネギの生産状況について

(2)耕作放棄地の解消策について

２干拓虫（ヌカカ）対策について

(1)発生原因及び駆除対策について

(2)市民への注意喚起の方法と内容について
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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高齢者対策について

【公明党議員団】 (1)地域支援事業について

(2)認知症サポーター、認知症地域支援推進員について

(3)認知症早期発見・早期対応の取り組みについて

２子育て支援について

(1)発達障がいについて

(2)５歳児健診について

(3)保護者・地域で支えるサポート体制について

３中学校給食について

(1)アレルギー対応について

(2)開始準備について

8 今城　雅子 １水路及び河川対策について

【公明党議員団】 (1)豪雨対策について

(2)道路の冠水と側溝・ますの維持について

２環境問題について

(1)使用済み小型家電のリサイクルの推進の現状と今後について

(2)回収ボックスでの使用済み小型家電の回収方法について

(3)使用済み小型家電の回収と、環境と福祉のクロス・ファンク

ションについて

9 安達　卓是 １地域住民への生活支援について

【信風】 (1)買物弱者を支援するための行政施策、課題解消について

(2)町中に「かかりつけ医」を確保するための行政支援について

２農業の振興策について

(1)地域農政を守るための後継者育成・担い手育成などについて

(2)耕作放棄地対策のための既制度の見直しや新規施策について

(3)新規開発産品の検討など

10 土光　　均 １島根原発再稼働問題について

【希望】 (1)再稼働についての市民アンケート結果について市長の見解を

問う

(2)米子市民自治基本条例第２９条と再稼働問題について

２産業廃棄物処分場建設計画について

(1)産廃処分場計画において「県外のゴミは持ち込まない」こと

について

平成２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月１７日(木)
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月１７日(木)

(2)周辺住民への説明会の実施について

11 田村　謙介 １米子市の観光振興策について

【蒼生会】 (1)境港市への大型クルーズフェリーの寄港について

(2)寄港時の米子市の誘客姿勢について

(3)米子市内の賑わい創出への可能性について

(4)米子市内向け循環バスの運行について

２がん対策に打って出る街づくりについて

(1)これまでのがん啓発活動について

(2)高度先進医療がん治療について

(3)アミノインデックス血液検査の実効性について

(4)重粒子線治療施設の誘致について

(5)医療ツーリズムの可能性について

12 村井　　正 １平成２６年度実施の米政策の見直し等に係る対応について

【信風】 (1)米の直接支払交付金の削減の影響と対策について

(2)水田フル活用の見直しで需要のある作物の振興とあるが、対

象作物への転換の状況について

(3)日本型直接支払制度の創設とあるが、農業・農村の維持に結

びついているのか

(4)人・農地プランの実績（Ｈ２５）と農地中間管理機構の活用

について

(5)新規就農者への支援について

(6)農地を保全し耕作放棄地をなくすための米子市独自の政策に

ついて
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 山川　智帆 １米子市議会議員選挙の費用と効果の検証

【希望】 (1)年齢別投票率と世代別予算配分の関係について

(2)上記(1)の結果を受けた教育のあり方について

(3)選挙の公平性について

14 中田　利幸 １病児・病後児保育について

【信風】 (1)現状と課題について

(2)本市での必要性と今後の取組みについて

２米子駅南北一体化について

(1)自由通路等整備事業について

(2)駅ビル及び南地区の開発について

15 三穂野雅俊 １ 20代・30代の政治・行政離れについて

【蒼生会】 (1) 20代・30代の投票率の低さ、広報への関心の低さについてど

う考えているか

(2)今後の対応策について

２市役所の接遇、職員育成について

(1)接遇について（マニュアルはあるか）

(2)職員育成について（マニュアルはあるか）

３公民館の運営・維持管理について

(1)現在の状況及び今後の運営・維持管理の方針について

(2)明道公民館の今後について

４地籍調査について

(1)現状と今後の方針について

5 市道の美装化について

(1)現状と今後の方針について

16 岡田　啓介 １米子市の地元企業対策について

【無所属】 (1)米子市の地元企業対策及び現在の利用状況

(2)将来展望について

２公共インフラ再生戦略及び未利用・低利用の市有財産について

(1)公共インフラの現状、将来展望及び現在行われている施策に

ついて

(2)ＰＰＰ、ＰＦＩへの取り組みについて

(3)未利用・低利用の市有財産の現況及び現在行われている施策

について

平成２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月１８日(金)
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月１８日(金)

３教職員のスキルアップについて

(1)教職員のスキルアップのために行われている施策について

17 湯浅　敏雄 １少子化対策について

【蒼生会】 (1)育児支援について

(2)結婚、妊娠、出産支援について

(3)若者の雇用環境を積極的にすすめる

２遊休農地対策について

(1)現在、米子市が取っている対策について

(2) 10年先の農業の現状について

(3)太陽光発電の導入について

18 岡村　英治 １集団的自衛権の行使容認に反対を

【日本共産党米子市議団】 (1)戦争か平和かの戦後最大の歴史的岐路という認識

(2)憲法解釈の変更は立憲主義の否定

(3)自衛隊員の募集事務について

２産業廃棄物最終処分場建設計画に反対を

(1)市が責任をもって環境影響調査を

(2)正しい情報による住民説明を求める

(3)処分場は子孫への時限爆弾

３島根原発の廃炉を求めて

(1)福井地裁の判決、函館市の提訴

(2)２号機の再稼働の可否についての判断

(3)広域住民避難計画の実効性について

４子育て支援の充実

(1)市の責任で保育の充実を

(2)保育料の無料化をめざせ

(3)学童保育の原点に立った充実をめざせ

5 安心して老後を過ごせる医療・介護に

(1)国による医療・介護の改悪に反対の声を上げよ

(2)お年寄りを介護から締め出すな

(3)介護利用料の２割負担は認められない

(4)公的介護の充実は経済成長にも貢献
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 尾沢　三夫 １少子化問題と人口減少について

【蒼生会】 ２脱法ハーブ問題について

３プロ野球の経済効果について

20 安田　　篤 １産業廃棄物の最終処分場について

【公明党議員団】 (1)地元の意見・要望について

(2)福井水源地影響調査について

(3)塩川ダイオキシン類調査について

(4)今後のスケジュールについて

２地域包括ケアシステムについて

(1)地域包括ケアシステムの構築について

(2)介護保険事業計画について

(3)在宅医療・介護連携について

(4)地域ケア会議について

(5)ケアマネジメントについて

21 矢倉　　強 １財政政策について

【希望】 (1)米子ゴルフ場の扱いについて

(2)競艇券売場の扱いについて

２中海・宍道湖圏の広域連携強化について

22 遠藤　　通 １市長の市政運営と政治姿勢について

【一院クラブ】 (1)市議会との対応について

(2)市民の市政参加について

２湊山球場の跡地利用について

(1)史跡指定の事業選択について

(2)市民アンケートについて

３借地料の行政裁判について

(1)裁判の進行と争点について

４公民館職員の労働条件について

(1)労働条件の見直しについて

23 国頭　　靖 １市長の政治姿勢について

【希望】 (1)子育て環境の充実について

(2)淀江地区の振興について

(3)農業・漁業の振興について

２米子市議会議員選挙について

平成２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月２２日(火)
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２６年米子市議会　７月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

７月２２日(火)

(1)投票率について

(2)環境について
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