
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

９月１０日(水) 10:00 1 稲　田　　　清 【信風】

2 三　鴨　秀　文 【蒼生会】

3 門　脇　一　男 【蒼生会】

4 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

5 伊　藤　ひろえ 【信風】

6 岩　﨑　康　朗 【蒼生会】

９月１１日(木) 10:00 7 安　達　卓　是 【信風】

8 戸　田　隆　次 【無所属】

9 田　村　謙　介 【蒼生会】

10 土　光　　　均 【希望】

11 杉　谷　第士郎 【コモンズ】

12 前　原　　　茂 【公明党議員団】

９月１２日(金) 10:00 13 今　城　雅　子 【公明党議員団】

14 村　井　　　正 【信風】

15 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

16 三穂野　雅　俊 【蒼生会】

17 岡　田　啓　介 【無所属】

18 国　頭　　　靖 【希望】

９月１６日(火) 10:00 19 山　川　智　帆 【希望】

20 遠　藤　　　通 【一院クラブ】

21 矢　倉　　　強 【希望】

平成２６年米子市議会　９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 稲　田　　　清 １防災について

【信風】 (1)原子力防災訓練について

(2)教育施設等の防災訓練について

(3)各機関・施設の防災訓練の連携について

２自治会について

(1)自治会への加入率について

(2)自主防災組織の組織率について

(3)自治会、公民館及び米子市との関係について

(4)自治会長の役割について

３平成２５年度　部（局）の運営状況の検証と総括について

(1)産業開拓・企業誘致の促進について

(2)中心市街地活性化の推進について

(3)鳥取大学医学部との連携について

(4)ふるさと納税のＰＲと基金活用事業の充実について

2 三　鴨　秀　文 １地域支援事業の充実と介護予防給付の見直しについて

【蒼生会】 (1)法成立の意義と評価について

(2)本市における課題と対応策について

(3)今後について

２子ども・子育て支援新制度について

(1)条例案上程に至るまでの経過について

(2)本市における課題について

(3)今後の見通しについて

3 門　脇　一　男 １公共施設のあり方について

【蒼生会】 (1)公共施設を取り巻く現況と課題について

(2)学校施設の老朽化対策について

(3)小学校の統廃合について

２農業振興について

(1)農業生産基盤整備の推進について

(2)農地中間管理事業のその後について

３体育・スポーツ振興について

(1)米子市体力づくり歩け歩け大会について

(2)米子市少年スポーツ教室について

(3)米子市民体育祭について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２６年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

９月１０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　９月定例会　各個質問一覧表

９月１０日(水)

門　脇　一　男 (4)米子市体育行事予定表について

4 矢田貝　香　織 １発達障がいの子ども支援について

【公明党議員団】 ２人が集まるまちづくりについて

(1)皆生トライアスロンの町について

(2)「人が集う町」としてのアピールについて

(3)観光部門の力の結集について

３介護予防・日常生活支援について

(1)米子市の取り組みの重点事項

(2)介護予防への移行時期について

(3)市民への周知方法について

(4)地域包括の仕組みづくりの公民館の役割について

４インターネット活用における人権教育について

5 伊　藤　ひろえ １公共交通の利用促進について

【信風】 (1)高齢者運転免許証自主返納施策について

(2)ＩＣカードシステムの導入について

(3)車いす用リフト付きバスの導入について

２米子市福祉保健総合センターふれあいの里の活用について

(1)アンケート調査について

(2)老人福祉センターのあり方について

6 岩　﨑　康　朗 １高速自動車国道岡山米子線について

【蒼生会】 (1)抜本的見直し区間となった新直轄区間の米子ＩＣ－米子北

ＩＣについての経緯と対応について

２第３次米子市行財政改革大綱策定について

(1)第３次米子市行財政改革大綱策定の基本的な考え方について

(2)交付税合併算定替えの対応について

(3)公共施設マネジメント計画の進捗について

(4)大規模改修等未実施施設のうち耐震改修が未実施である施設

の対応について

３動物の愛護について

(1)保護した動物について、殺処分ゼロを目指す取り組みについて

(2)動物愛護団体と連携した取り組みについて

(3)終生飼育の啓発や譲渡の促進について

４観光振興策について

米子市議会9月定例会 質問日程項目等一覧
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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　９月定例会　各個質問一覧表

９月１０日(水)

岩　﨑　康　朗 (1)広域観光振興米子ブランドの確立について

【蒼生会】 (2)米子城跡整備事業の観光視点について

(3)スポーツコンベンション推進について

米子市議会9月定例会 質問日程項目等一覧
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 安　達　卓　是 １障がい者への具体的な生活支援について

【信風】 (1)土・日曜日開設の行政などによる窓口総合相談のあり方について

(2)家族会や支援団体などによる組織づくりとその支援策について

(3)自立支援事業所通所者への利用助成制度化について

通勤手当的な利用者助成を実施すべきと考えるが。

２巡回型公共交通（バス）のシステムづくりについて

(1)交通体系の現状について

(2)郊外に居住する住民、とりわけ交通手段を持たない者（交通

弱者と呼ばれる）に巡回型交通網の整備は図れないか。

３危険家屋対策について

(1)市街化区域とそれ以外の区域の件数の把握、その対応はどうか。

(2)条例制定後の市域の傾向（全域）とその課題とその解決策に

ついて

４干拓虫（ヌカカ）の今後の具体的施策について

(1)その後の研究成果と今後の対応、本格的な事業化の方向性は

どうか。

8 戸　田　隆　次 １鳥取県が建設構想中である県立美術館について

【無所属】 (1)鳥取県立美術館を米子市営湊山球場用地に建設する旨につい

て、県へ要望誘致する。

２県道樋口線の改良工事について

(1)県道樋口線は米子市の骨格道路であり、早急に拡幅工事を実

施する旨について

３若者の定住化対策について

(1)若者の定住化について、米子市内に居住する若者の家賃を米

子市が補助する等

４福尾橋、尾高石田３号線の工事計画について

(1)福尾橋、尾高石田３号線の工事概要、進捗状況、完成年度

について

9 田　村　謙　介 １災害対策について

【蒼生会】 (1)台風１１号発生時の対策状況について（避難者数・その他）

(2)限定避難場所とした公民館の選定理由

(3)避難場所近隣地域への呼びかけなしはなぜか。

(4)日本海津波予想が発表されたことに対するハザードマップの

平成２６年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１１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　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１１日(木)

田　村　謙　介 見直しの有無

【蒼生会】 (5)崩壊危険箇所の把握状況とまさ土を含む地質調査の有無

２ＬＥＤの普及政策について

(1)市役所など公共施設におけるＬＥＤへの移行状況

(2)費用対効果を鑑みたＬＥＤへの評価について

(3)今後の切り替え方針について

(4)市内防犯灯の管理者切り替えについて

３米子城跡整備計画について

(1)整備計画について、現在の進捗状況について問う

(2)これまでの文化庁とのやり取りについて、どういった基本姿

勢なのか

(3)整備について費用対効果を考えているのか

(4)市民の城郭再建機運について

４国道１８１号線における事故防止対策について

(1)国道１８１号線五千石地域内における事故発生状況について

(2)国道１８１号線バイパスの整備状況について

(3)福市地下道の利用状況について

(4)事故インシデントの頻発について

(5)信号機の追加設置について

10 土　光　　　均 １産業廃棄物処分場建設計画について

【希望】 (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、今の計画では県外のゴミも持ち込まれることになる

と思うが、そのとおりか

(2)そのとおりだとすると、それに対しての市長の見解は

(3)そのとおりだとすると、地域住民にそのことが周知されてい

ると考えるか。またその理由は。

２中国電力との安全協定について

(1)これまでの中国電力との安全協定締結の経緯について

(2)現在の協定は、立地自治体とのそれと同等でないことについて

①なぜ同等であるべきと考えるか、その理由

②今後、中国電力に対してどのように働きかけるか

３原発事故時の避難計画について

(1)要支援者の避難計画の現状は

米子市議会9月定例会 質問日程項目等一覧
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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　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１１日(木)

土　光　　　均 (2)今後、米子市として何をやるべきと考えるか

11 杉　谷　第士郎 １国の重要施策である「まち・ひと・しごと創生」に対する米子市

【コモンズ】 の認識について

２ＪＲ米子駅南北一体化事業の推進について

(1)米子駅南北一体化の総合ビジョンについての米子市の認識を

伺う。

(2)都市再生整備計画への対応について伺う。

(3)米子駅周辺地区活性化検討会への取り組み状況について伺う。

(4)米子駅北側カーニバルコートの現状と今後の取り組みについ

て伺う。

３米子市第２期中心市街地活性化基本計画について

(1)国の認定計画を目指した取り組みについて伺う。

(2)米子駅周辺活性化事業の基本計画への位置づけはどう考えて

いるか伺う。

(3)移住定住推進事業（お試し住宅）の進捗状況について伺う。

(4)まちなか振興ビジネス支援事業の進捗状況について伺う。

(5)歴史館整備事業の進捗状況について伺う。

12 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)白ネギ「伯州美人」の生産状況について

(2)６次産業化の推進状況について

２ゴミの不法投棄の状況について

(1)不法投棄の状況について

(2)市の不法投棄防止対策について

３小中学校のバリアフリー化について

米子市議会9月定例会 質問日程項目等一覧
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 今　城　雅　子 １地域子ども・子育て支援事業について

【公明党議員団】 (1)米子市子ども・子育て支援事業計画策定の進捗状況について

(2)子ども・子育て支援新制度における放課後児童クラブの位置

づけと募集人数について

(3)新制度に基づくなかよし学級の切れ目ない入級措置について

２防災対策について

(1)台風１１号接近に伴う自主避難所の開設における状況について

(2)土砂災害危険地域の状況と今後の対策について

(3)タイムライン策定について

(4)避難所マークの制定について

14 村　井　　　正 １農業振興について

【信風】 (1)農地中間管理事業について

(2)弓浜農業未来づくりプロジェクト事業等について

(3)耕作放棄地再生推進事業について

①各事業の現状と課題について

(4)中学校給食実施に伴う地産地消の推進について

２小中学校のプールについて

３自治会への支援について

(1)加入促進について

(2)自治会設置の防犯灯の電気代について

15 岡　村　英　治 １子どもを守る保育新制度に

【日本共産党米子市議団】 (1)保護者の理解と納得が不可欠

(2)現状を後退させず引き上げを

(3)「子どもに最善の利益」の立場にたつ制度にしていく

２児童・生徒の成長をはぐくむ教育行政

(1)いじめのない学校生活に

(2)全国学力一斉テストの中止を

(3)市民に開かれた教育委員会に

３地域経済の活性化

(1)この間の企業誘致の実績と市の誘致助成

(2)地元企業の経営と雇用を守る

16 三穂野　雅　俊 １周辺住民の理解が必要な施設への市長の姿勢について

【蒼生会】 (1)空自美保基地における陸自輸送ヘリコプターの配備について

平成２６年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１２日(金)

米子市議会9月定例会 質問日程項目等一覧
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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　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１２日(金)

(2)米子市クリーンセンターについて

(3)淀江産業廃棄物最終処分場について

２地籍調査について

(1)現状と方針について

３法定外公共物の維持管理について

(1)現状と方針について

17 岡　田　啓　介 １教育行政について

【無所属】 (1)教育現場の現状について

(2)学校で問題が起きたときの対応について

(3)学校と教育委員会との関係

(4)学力診断テストの結果の扱いについて

２流通業務団地整備事業について

(1)流通業務団地整備事業全般について

18 国　頭　　　靖 １子どもを取り巻く環境について

【希望】 (1)所在不明の子どもについて

(2)子どもの生活習慣病について

(3)全国学力テストについて

２市長の政治姿勢について

(1)今後の市町村の連携について

(2)動物との共生について

(3)市のＰＲについて

３市の災害対策について

(1)集中豪雨対策について

米子市議会9月定例会 質問日程項目等一覧
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 山　川　智　帆 １公共施設用地等の取り扱いについて

【希望】 (1)契約改定へ向けた今後の方向性

(2)企業誘致を踏まえた適地の検討・進捗について

(3)人材育成と運用について

20 遠　藤　　　通 １平成２５年度の普通会計決算について

【一院クラブ】 (1)普通財産の不法占有問題について

①現状について

②今後の対応について

(2)一般会計決算と基金について

①土地開発基金について（貸付先、運用益、期間、利率）

②公共施設整備等基金について（目的利用、ローズセントラ

　ルの運用益）

(3)市保有不動産について

①土地開発公社の代物弁済について（保有管理と活用につ

　いて）

②福祉施設用地について（契約履行の現状と対応）

21 矢　倉　　　強 １国の地方創生の強化に本市の政策対応はいかに

【希望】 ２米子市民レガッタで使用艇の更新について

３当局の口利きへの対応と綱紀粛正について

平成２６年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１６日(火)

米子市議会9月定例会 質問日程項目等一覧
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