
月 日 曜日 備 考

１１ ２１ 金

２２ 土

２３ 日 勤労感謝の日

２４ 月 振替休日

２５ 火

２６ 水

２７ 木

２８ 金

２９ 土

３０ 日

１２ 　１ 月

　２ 火

　３ 水

　４ 木
岡村議員質
問日

　５ 金

　６ 土

　７ 日

　８ 月 １３時 総務企画委員会　予算審査委員会(総務企画分科会)

　９ 火 １３時 市民福祉委員会　予算審査委員会(市民福祉分科会)

１０ 水 １３時 経済教育委員会　予算審査委員会(経済教育分科会)

１１ 木

１２ 金

１３ 土

１４ 日

１５ 月

１６ 火

１７ 水

１８ 木

１９ 金

２０ 土

※会期１９日間

(休　会)

(休　会)

(休　会)

１０時 予算審査委員会（全体会）

(休　会)   １２時　討論の発言通告期限

  ９時２０分 議会運営委員会
１０時       付議案の処理　閉会

１０時 行財政改革問題等調査特別委員会
１３時 建設水道委員会　予算審査委員会(建設水道分科会)

(休　会)

　９時 各個質問受付開始

１２時 各個質問、請願･陳情受付期限
　　　　意見書案提出期限
　　　　議案・報告に対する質疑発言通告期限

  ９時２０分 議会運営委員会
１０時       開会　議案上程

(休　会)

(休　会)

(休　会)

１０時 各個質問

１０時 各個質問
１２時 議案に対する質疑、予算総括質疑発言通告期限
       陳情賛同議員の報告期限

  ９時２０分 議会運営委員会
１０時       各個質問

１０時 各個質問　議案に対する質疑　議案等の委員会付託
 本会議終了後　予算審査委員会（全体会）

平成２６年米子市議会１２月定例会日程（追加後）

日 程

１０時 議会運営委員会                    （招集告示）
１３時 全員協議会（提出議案の説明）      （議案送付）



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１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月４日(木)

16 岡　村　英　治 １産業廃棄物最終処分場計画の撤回を

【日本共産党米子市議団】 (1)水源地の近くや上流につくってはならない

(2)計画予定地の選定はどのような経緯でなされたのか

(3)市長は地域環境、市民の命と健康を守る立場にたって

２主食の米を作り続けていくことができる農政に

(1)米価暴落の現状をどう捉えているか

(2)政府の責任で価格保障、所得補償を

３消費税１０％は「先送り」でなくキッパリ中止を

(1)消費税８％になった地域経済の現状をどう捉えているか

(2)景気動向にかかわらず１７年４月から消費税１０％にするこ

とは許されない

４原発の再稼働は許されない

(1)九州電力川内原発の再稼働容認という状況について

(2)中国電力島根原発２号機の再稼働については住民の意思を尊

重して反対を

- 6 -



発言順 氏  名 会派名又は呼称名等

１２月２日(火) 10:00 1 伊　藤　ひろえ 【信風】

2 岩　﨑　康　朗 【蒼生会】

3 三　鴨　秀　文 【蒼生会】

4 門　脇　一　男 【蒼生会】

5 尾　沢　三　夫 【蒼生会】

6 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

１２月３日(水) 10:00 7 稲　田　　　清 【信風】

8 安　達　卓　是 【信風】

9 戸　田　隆　次 【無所属】

10 安　田　　　篤 【公明党議員団】

11 田　村　謙　介 【蒼生会】

12 湯　浅　敏　雄 【蒼生会】

１２月４日(木) 10:00 13 杉　谷　第士郎 【コモンズ】

14 前　原　　　茂 【公明党議員団】

15 土　光　　　均 【希望】

16 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

17 村　井　　　正 【信風】

18 今　城　雅　子 【公明党議員団】

１２月５日(金) 10:00 19 岡　田　啓　介 【無所属】

20 山　川　智　帆 【希望】

平成２６年米子市議会　１２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1

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 伊　藤　ひろえ １出産

【信風】 (1)

(2)

２市民

(1)

(2)

(3)

３財政

(1)

(2)

2 岩　﨑　康　朗 １地方

【蒼生会】 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

２米子

(1)

(2)

3 三　鴨　秀　文 １雪害

【蒼生会】 (1)

(2)

２行政

(1)

(2)

4 門　脇　一　男 １米子

【蒼生会】 (1)

(2)

(3)

(4)

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

平成２６年米 　

１２月２日(火)
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午前1

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

平成２６年米 　

１２月２日(火)

4 門　脇　一　男 ２ふれ

【蒼生会】 (1)

(2)

(3)

(4)

３耕作

(1)

(2)

(3)

5 尾　沢　三　夫 １小中

【蒼生会】 (1)

(2)

(3)

２自治

(1)

(2)

３市街

(1)

(2)

(3)

6 矢田貝　香　織 １発達

【公明党議員団】 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

２不登

(1)

(2)

(3)

(4)
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0時開議

産・育児支援について

子ども家族のための切れ目ない支援「ネウボラ」について

寡婦控除のみなし適用について

民の健康づくり施策について

体制づくりについて

健康増進計画について

食育推進計画について

政について

市民への周知について

公会計制度について

方創生と社会保障について

本市地方創生の考え方と取り組みについて

持続可能な財政基盤の確立と行財政改革について

地方公会計制度推進について

米子境港間の高規格道路について

人口減少社会到来と少子高齢化の対応について

子ども・子育て支援新制度について

健康づくりや介護予防の取り組みについて

地域ケアシステム構築への重点的取り組みについて

子駅南北一体化事業について

米子駅南北一体化事業の進捗状況について

米子駅南北の役割分担とまちづくりについて

害対策について

米子市地域防災計画について

避難行動要支援者名簿について

政不服審査制度の見直しについて

抜本的な法改正への対応について

職員の意識改革について

子市消防団の充実強化について

消防団倉庫の老朽化について

今後の整備計画について

消防団サポーターについて

消防団の装備品の充実について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表
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0時開議

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

れあいの里、米子市公会堂の駐車場について

ふれあいの里の駐車場の利用状況について

不法駐車対策について

米子市公会堂の駐車場について

代替駐車場について

作放棄地問題について

耕作放棄地の現況について

耕作放棄地の対策について

農地中間管理事業について

中学校における道徳教育について

学校教育ビジョン作成から５年の変化について

学校現場における推進について

教育の三要素について

治会加入促進について

自治会加入の実態について

市民としての権利と義務について

街化調整区域の開発基準の緩和について

現状について

地方創生を進めるために

沿道型サービスの規制緩和の具体策について

達障がいの方々と家族への支援について

発達障がいのある幼児への支援の現状について

発達障がいの専門支援員の現状について

就学前の発達障がいを持つ方への支援について

就業支援の現状と今後の見通しについて

米子版「発達障がい支援センター」について

登校・ひきこもりの方々への支援について

不登校児童・生徒の実態掌握、現状について

地域からの支援の現状と今後の課題について

家族支援と地域での居場所づくりについて

ひきこもりの方々への支援について
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午前10

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 稲　田　　　清 １ 米子

【信風】 (1)

(2)

２ 子育

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

３ 米子

(1)

(2)

４ 滞納

つい

(1)

(2)

(3)

8 安　達　卓　是 １ 障が

【信風】 (1)

(2)

２ 地域

(1)

(2)

３ 美保

(1)

(2)

9 戸　田　隆　次 １ 内陸

【無所属】 (1)

(2)

(3)

(4)

平成２６年米 　

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

１２月３日(水)
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午前10

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２６年米 　

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

１２月３日(水)

9 戸　田　隆　次 ２ 国土

【無所属】 (1)

(2)

３ 若者

(1)

(2)

(3)

４ 米子

(1)

(2)

(3)

5 米子

(1)

10 安　田　　　篤 １ 公会

【公明党議員団】 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

２ 認知

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

３ 発達

(1)

(2)

(3)

(4)

11 田　村　謙　介 １ 市民

【蒼生会】 (1)
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午前10

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２６年米 　

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

１２月３日(水)

11 田　村　謙　介 (2)

【蒼生会】 (3)

２ 米子

(1)

(2)

(3)

(4)

12 湯　浅　敏　雄 １ 地域

【蒼生会】 ２ 子ど
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0時開議

子市の人口について

出生数について

人口動態について

育て・教育関係の充実について

子ども・子育て会議について

待機児童について

保育料の軽減について

なかよし学級について

５歳児健診の在り方検討会と発達障がいについて

特別支援教育と教育支援委員会制度について

子市国民健康保険について

平成２３年３月定例会における附帯決議について

保険料に関する考え方について

納対策と社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に

いて

滞納対策について

マイナンバー制度について

徴収体制とその費用について

がい者福祉サービスの充実について

市内事業所における「障害者優先調達推進法」施行後の実績について

精神障がい者に係る市単独医療費助成について

域農政の振興策について

特産品白ねぎの市場価格低迷の解決策について

イノシシなどの鳥獣被害対策について

保湾沿いの自然環境保全対策について

美保湾の砂の堆積、浸食被害状況について

松くい虫被害及び平成２２年末から翌年初めにかけての雪害

などによる塩害発生について

陸型工業団地の確保について

工業団地の現状について

企業誘致の現状について

オーダーメード方式について

工業用地確保（粗造成）について

米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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0時開議

米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

土強じん化対策について

国土強じん化対策に係る米子市の取組状況について

橋の架けかえ及び維持補修の実施計画策定について

者定住化対策について

若者定住化対策の現状について

地方創生について

家賃の助成について

子市クリーンセンター灰溶融施設の運転停止について

灰溶融施設運転停止の経過について

廃棄物の安全で安定的処理について

焼却灰等の今後の処理体系について

子城跡に係る今後の対応について

米子城跡の有効活用について

会計新基準について

会計の整備促進について

固定資産台帳・複式簿記の導入について

人材の育成・教育について

庁内体制整備について

市民への周知について

知症対策について

認知症高齢者の実態と今後の推移について

認知症予防とサポートの施策について

グループホーム等の進捗について

専門チームによる訪問活動について

認知症治療拠点について

若年性認知症へのサポート体制について

達障がいの子どもの教育について

通級の現状と課題について

通常学級での現状について

中学校の現状について

支援員の増員について

民に寄り添う市役所づくりについて

一部業務の民間委託について
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0時開議

米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

券売機の設置について

一般トイレの洋式洗浄化について

子市の観光政策について

これまでの取組姿勢について

観光駐車場について

下町の美観地区化について

米子市観光協会との連携について

域医療と米子市のかかわりについて

ども・子育て支援新制度について



- 6 -

午前10

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 杉　谷　第士郎 １ 県の

【コモンズ】 ラン

(1)

(2)

２ 米子

(1)

(2)

３ 地方

(1)

(2)

14 前　原　　　茂 １ スマ

【公明党議員団】 (1)

(2)

２ 福祉

(1)

(2)

(3)

15 土　光　　　均 １ 産業

【希望】 (1)

(2)

(3)

(4)

２ 島根

(1)

(2)

(3)

16 岡　村　英　治 １ 産業

【日本共産党米子市議団】 (1)

(2)

平成２６年米 　

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

１２月４日(木)
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午前10

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２６年米 　

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

１２月４日(木)

岡　村　英　治 (3)

【日本共産党米子市議団】 ２ 主食

(1)

(2)

３ 消費

(1)

(2)

４ 原発

(1)

(2)

17 村　井　　　正 １ 公共

【信風】 (1)

(2)

(3)

(4)

２ 市民

(1)

(2)

３ 公共

(1)

(2)

４ 農業

(1)

18 今　城　雅　子 １ 環境

【公明党議員団】 (1)

(2)

２ 地域

(1)

３ 介護

(1)
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0時開議

の都市計画マスタープランを受けた米子市都市計画マスタープ

ンの策定方針について

「にぎやかな中心市街地づくり」における空き家、空き地、

空きビル等の既存ストックの有効活用について

米子駅南地区における今後の土地利用の方向性について

子市第２期中心市街地活性化基本計画について

まちなか振興ビジネス支援事業のその後の進捗状況について

空き家活用と就業の場づくりへの取組施策について

方創生に向けた米子市の取り組みについて

米子市としての地方創生戦略の策定について

米子駅南地区の整備と中心市街地活性化基本計画との連動について

マートフォンを活用した公共サービスについて

アプリを使った地域問題の解決について

今後の可能性について

祉避難所について

福祉避難所の役割と設置要件について

避難対象者の要件と現在の把握状況について

必要な物資の調達方法及び備蓄について

業廃棄物処分場建設計画について

「説明責任」は誰にあるかの認識について

米子市の果たすべき役割・責任について

事業主体が実施した説明会での地元住民からの意見について

淀江町の住民からの「建設計画の撤回」の意見表明に対する

本市としての説明責任について

根原子力発電所について

中国電力との安全協定改定の協議の進行状況について

現在の安全協定の内容が「市民の安全・安心」を守るために

十分なものかの認識について

現時点で島根原発で福島原発事故程度の事故が起きたときの、

米子市民が安全に避難できる体制について

業廃棄物最終処分場計画の撤回を

水源地の近くや上流につくってはならない

計画予定地の選定はどのような経緯でなされたのか

米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長は地域環境、市民の命と健康を守る立場にたって

食の米を作り続けていくことができる農政に

米価暴落の現状をどう捉えているか

政府の責任で価格保障、所得補償を

費税１０％は「先送り」でなくキッパリ中止を

消費税８％になった地域経済の現状をどう捉えているか

景気動向にかかわらず１７年４月から消費税１０％にするこ

とは許されない

発の再稼働は許されない

九州電力川内原発の再稼働容認という状況について

中国電力島根原発２号機の再稼働については住民の意思を尊

重して反対を

共施設のあり方について

市民体育館の耐震診断と今後の方向について

市立図書館の管理運営について

文化ホール、公会堂の管理・運営について

市立養護学校について

民サービスの向上について

市職員の行革に係る取り組みについて

窓口業務について

共交通政策について

公共交通に係る計画の策定について

公共交通に係る地域からの取り組みについて

業政策について

米価下落に係る影響と対策について

境問題について

使用済み小型電子家電のリサイクル実証事業開始における進

捗状況について

盗難防止の啓発について

域活性化対策について

「地域おこし協力隊」の活用について

護支援ボランティア事業について

介護支援ボランティアポイント制度の状況について
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午前10

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 岡　田　啓　介 １ 米子

【無所属】 ２ 人事

20 山　川　智　帆 １ 原発

【希望】 (1)

(2)

平成２６年米 　

　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

１２月５日(金)
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子市公共施設白書について

事制度について

発と自然エネルギーの位置づけについて

崎津メガソーラー協定に基づく検証について

原発安全協定に基づく検証について

米子市議会１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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