
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

１２月６日(火) 10:00 1 三　鴨　秀　文 【蒼生会】

2 三穂野　雅　俊 【蒼生会】

3 稲　田　　　清 【信風】

4 岩　﨑　康　朗 【蒼生会】

5 安　達　卓　是 【信風】

6 門　脇　一　男 【蒼生会】

１２月７日(水) 10:00 7 戸　田　隆　次 【改進】

8 土　光　　　均 【希望】

9 岡　田　啓　介 【改進】

10 前　原　　　茂 【公明党議員団】

11 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

12 村　井　　　正 【信風】

１２月９日(金) 10:00 13 田　村　謙　介 【蒼生会】

14 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

15 中　田　利　幸 【信風】

16 今　城　雅　子 【公明党議員団】

17 遠　藤　　　通 【改進】

18 山　川　智　帆 【希望】

平成28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



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 三　鴨　秀　文 １

【蒼生会】 (1)これまでの経過について

(2)現状の問題点について

(3)今後の取り組みについて

２

(1)開催の意義について

(2)開催の経過について

(3)今後の展開について

2 三穂野　雅　俊 １

【蒼生会】 (1)現在の状況と今後の進め方について

(2)市民の理解について

２

(1)必要性について

(2)現状の制度と状況について

３

(1)現在の米子市との関係について

(2)必要性と今後の米子市との関係について

3 稲　田　　　清 １

【信風】 (1)平成28年11月に実施された訓練の総括について

(2)訓練のあり方について

(3)米子市地域防災計画等の周知について

２

(1)平成28年10月に発生した鳥取県中部地震への対応について

(2)学校施設の安全対策について

３

(1)総括について

(2) 5歳児発達相談事業の強化について

(3)特定保健指導等の実施と未受診者に対する受診勧奨の推進に

ついて

(4)市の審議会、委員会等での女性の登用推進について

(5)ワークライフバランスの推進について

(6)集落営農の推進及び作業受託組織の育成について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２８年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月６日(火)

市民後見人の普及について

楽しく安心な学校づくりサミットの開催について

米子駅南北自由通路等整備事業について

学校支援員について

コミュニティＦＭについて

原子力防災訓練について

学校施設の安全対策について

第2次米子市総合計画について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２８年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月６日(火)

4 岩　﨑　康　朗 １

【蒼生会】 (1)地域包括ケアシステムの構築の進捗について

(2)米子市がいなケア会議の諸課題について

２

(1)観光産業の現状と成長ポテンシャルについて

(2)新たな航空路線の現状と圏域経済の発展について

(3)重要成長分野であるインバウンドについて

(4)鳥取県中部地震による観光の影響について

(5)圏域ＤＭＯの取り組みについて

5 安　達　卓　是 １

【信風】 (1)西部総合支援センター（仮称）の実現化について

①課題と解決について

(2)福祉避難所の訓練計画と実状について

①バリアフリー化と避難所の施設整備について

(3)障がい者虐待の実態について

２

(1)循環型バスの新たな交通政策について

①バス停とＪＲ駅などとの相関活用について

(2)人的要員の確保と助成措置について

３

(1)侵食防止事業の実効性について

(2)河口開削事業のあり方について

6 門　脇　一　男 １

【蒼生会】 (1)訓練の内容、目的について

(2)避難指示、広報、誘導の方法について

(3)避難行動要支援者の避難誘導について

(4)避難手段について

(5)訓練参加者のアンケート結果について

(6)今後の課題について

２

(1)米子市公共施設等総合管理計画と町づくりについて

(2)米子市の人口推移と見通しについて

(3)市街化調整区域の緩和策について

福祉政策の諸課題について

米子市における町づくり施策について

観光政策の諸課題について

障がい者の福祉施策の充実について

地域公共交通（バス）の利用促進について

美保湾の侵食防止対策について

米子市原子力防災訓練（住民避難訓練）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】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

平成２８年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月６日(火)

6 門　脇　一　男 (4)米子市縁辺地域の諸課題について

【蒼生会】 ①地域ごとの町づくり検討委員会（仮称）の設置について

②小学校の統廃合問題について

③生活排水対策について

④交通弱者対策について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 戸　田　隆　次 １

【改進】 (1)内陸工業団地計画事務の推進状況について

(2)平成29年度当初予算編成方針について

(3)敷地造成工事について

２

(1)公共下水道事業の現状・課題について

(2)都市計画（街づくり）との整合性について

(3)市町村設置型合併浄化槽の導入・促進について

３

(1)「個別計画」の策定状況について

(2)各公共施設の縮減化について

8 土　光　　　均 １

【希望】 (1)現在判明している事実関係に対して、当局の見解と対応は

２

(1)開発協定を結んでいる当事者としてどう対応するのか

(2)土地所有者としてどう対応するのか

(3)米子市民の安全・安心を最優先に考えるべき立場としてどう

対応するのか

9 岡　田　啓　介 １

【改進】 (1)ＩＣＴ化の現状について

(2)ＩＣＴ化の重要性の認識について

(3)今後の導入計画について

２

(1)現状について

(2)現状の課題について

(3)今後の調達状況について

３

(1)駅前イオンビルとカーニバルコートの現状について

(2)将来の見通しについて

４

(1)現在の進捗状況について

10 前　原　　　茂 １

【公明党議員団】 (1)現在の状況について

都市計画道路について

小中学校におけるＩＣＴ化について

贈収賄事件に関して

産業廃棄物処分場建設計画について

災害時における福祉避難所について

優先調達法について

駅前イオンビルとカーニバルコートについて

平成２８年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月７日(水)

内陸型工業団地について

生活排水処理対策について

米子市公共施設等総合管理計画について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２８年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月７日(水)

10 前　原　　　茂 (2)要支援者の把握状況について

【公明党議員団】 (3)福祉避難所訓練について

２

(1)米子駅南北自由通路等整備事業の市民への説明責任について

(2)パブリックコメントの取り扱いについて

(3)今後の事業の進め方について

11 岡　村　英　治 １

 【日本共産党 (1)市民の声を無視した環境管理事業センターの進め方に反対を

　 米子市議団】 ２

(1)実効性ある原発事故避難訓練を求めて

(2)中部地震での学校給食センター被災からの教訓に学ぶ

３

(1)「『部落差別』固定化法案」は廃案に

(2)米子市の個人給付事業は廃止に

4

(1)「人間ドック」などの受診に国保料の完納要件をはずす

(2)国保法第44条の完全履行

(3)特別医療費助成に対する国のペナルティー

5

(1)基地機能の重大な変更

(2)莫大な税金を米軍需産業に回させるな

(3)計画の是非の判断は全市民の声をもとに

12 村　井　　　正 １

【信風】

(1)みなし道路について

(2)空き家の規制緩和について

２

(1)扶養手当の見直しについて

(2)指定管理等における労働条件の確保について

(3)労働条件審査について

３

(1)各議会後の総括について

(2)政策決定の過程について

産業廃棄物最終処分場計画について

米子駅南北一体化周辺整備について

米子市市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に

関する条例について

給与改定について

市政の総括について

災害に強いまちづくりについて

同和対策の逆流を許さない

いのちと健康守る国民健康保険に

美保基地への空中給油機配備計画に反対を
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 田　村　謙　介 １

【蒼生会】 (1)国際定期便対策について

(2)クルーズフェリー対策について

(3)インバウンド着地型観光の推進について

２

(1)市役所施設について

(2)ワンストップサービス化の推進について

(3)若い意見が活かされる市政づくりについて

３

(1)米子城跡を取り巻く環境整備について

(2)県立博物館との連携について

(3)県立美術館の誘致運動について

14 矢田貝　香　織 １

【公明党議員団】 (1)医療的ケアの必要な子どもの支援について

(2)人材確保と支援体制の構築について

２

(1)鳥取県中部地震での対応について

(2)小・中学校における災害時の対応について

(3)ボランティアの受け入れについて

(4)ヘルプカードについて

15 中　田　利　幸 １

【信風】 (1)これまでの取り組みについて

(2)今後の取り組みと課題について

２

(1)国民健康保険、介護保険の利用実態について

(2)各保険会計の市財政への影響について

(3)健康人口増加策の取り組みについて

16 今　城　雅　子 １

【公明党議員団】 (1)ごみ減量化への取り組みについて

(2)食品ロス削減への取り組みについて

２

(1)災害時の避難所運営について

(2)避難所運営ゲームの実施について

災害対策について

地域包括ケアシステムの構築について

健康人口増加策について

環境問題について

災害に強い街づくりについて

医療的ケアの支援について

平成２８年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月９日(金)

インバウンド対策について

市民に寄り添った市政運営について

文化観光政策について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

平成２８年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月９日(金)

16 今　城　雅　子 (3)災害時における緊急対応の体制について

【公明党議員団】

17 遠　藤　　　通 １

【改進】 (1)公有財産の管理とコンプライアンス（法令順守）について

・基金の管理について

　（繰出金の土地開発基金　15億8,800万円）

・監査委員の意見について

　（平成27年度決算について、米子市土地開発基金の繰出金

　　処理について）

・出資金の目的と管理について

　（㈱駅前開発 2億9,000万円、エコエナジー 900万円）

・普通財産の委託契約について

　（駅前店舗、駐車場と市開発公社）

・行政財産の管理について

　（道路敷と道路の維持管理）

・貸付元利収入の預託金について

　（その他財源と利率）

・公務員の信用失墜行為について

・職員損害賠償責任について

(2)米子駅南北自由通路事業と予算編成について

・都市計画決定と事業認定について

　（土地利用、機能配置等）

・市道の認定について

・予算編成（補正）と予算執行について

・ＪＲ支社の補償金について

18 山　川　智　帆 １

【希望】 (1)これからの生活基盤・県境について

①役割分担・費用負担について

(2)重点施策がまちづくりに与える影響について

①米子駅

②鳥取大学・湊山球場問題

③駅前イオン・市役所移転

ｙｏｎａｇｏまちづくりビジョンについて

野坂市長の市政運営について
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