
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

１２月５日(火) 10:00 1 岩　﨑　康　朗 【蒼生会】

2 稲　田　　　清 【信風】

3 門　脇　一　男 【蒼生会】

4 戸　田　隆　次 【改進】

5 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

6 安　達　卓　是 【信風】

１２月６日(水) 10:00 7 杉　谷　第士郎 【コモンズ】　

8 伊　藤　ひろえ 【信風】

9 前　原　　　茂 【公明党議員団】

10 岡　田　啓　介 【改進】

11 村　井　　　正 【信風】

12 今　城　雅　子 【公明党議員団】

１２月８日(金) 10:00 13 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

14 田　村　謙　介 【蒼生会】

15 中　田　利　幸 【信風】

16 土　光　　　均 【希望】

17 安　田　　　篤 【公明党議員団】

18 渡　辺　穣　爾 【蒼生会】

１２月１１日(月) 10:00 19 矢　倉　　　強 【華胥】

20 遠　藤　　　通 【改進】

21 国　頭　　　靖 【希望】

平成２９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 岩　﨑　康　朗 １

【蒼生会】 (1)中海・宍道湖・大山圏域市長会の取り組みについて

(2)これからの圏域連携と本市まちづくりについて

(3)県西部ＤＭＯの方向性について

２「減反政策廃止」と農業経営の安定化の推進について

(1)米子市独自の在宅育児支援策について

(2)特別支援等の検討状況について

３

(1)健康寿命延伸の必要性と取り組みについて

(2)食品ロス削減の取り組みについて

４

(1)地区福祉ひろばの理念について

(2)地区福祉ひろばの事業について

(3)福祉づくりは地域づくりについて

(4)地区福祉ひろばの歩みについて

2 稲　田　　　清 １

【信風】 (1)保育料について

(2)待機児童対策について

(3)少子化対策について

２

(1)雪害対応と通学路の安全確保について

(2)防災対応と学校施設の安全確保について

３

(1)教育に関する要望書について

(2)情報モラル教育について

(3)不登校等に対する対策について

3 門　脇　一　男 １

【蒼生会】 (1)現在の進捗状況について

(2)社会資本整備総合交付金について

(3)今後の課題について

２

(1)中海会議について

(2)中海沿岸農地排水不良について

(3)中海湖岸堤等整備について

(4)水防・水害対策について

子育て環境の充実について

学校等施設の安全対策について

市道安倍三柳線改良事業について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

教育環境の充実について

平成２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月５日(火)

広域連携によるまちづくりについて

食品ロス削減の取り組みについて

松本市における地区福祉ひろばについて

在宅育児支援について

中海に関する諸課題について
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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２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月５日(火)

3 門　脇　一　男 (5)浅場造成・窪地対策について

【蒼生会】 (6)承水路の河口閉塞について

4 戸　田　隆　次 １

【改進】 (1)発達障害支援について

(2)子ども貧困対策について

(3)子ども食堂について

(4)子ども・子育て包括支援センターの整備について

(5)ふれあいの里の有効活用について

２

(1)雨水排水対策に係る現状と課題について

(2)用水に係る現状と課題について

(3)用排水に係る現状と課題について

(4)各排水路における今後の対応方針について

３

(1)市街化区域の見直しについて

(2)市街化調整区域の規制緩和について

(3)都市計画整備方針について

5 矢田貝　香　織 １

【公明党議員団】 (1)市民サービス向上への職員の意識改革について

(2)来庁者への「おもてなし」の取り組みについて

２

(1)医療的ケア児の現状と支援について

(2)人材確保とネットワーク構築について

３

(1)エアコン設置に向けた検討状況について

(2)校舎内の環境整備とエネルギー学習について

４

(1)住まいに関する相談支援の現状について

(2)新たな住宅セーフティネット制度について

(3)地域包括と支え合いのあり方の検討について

6 安　達　卓　是 １

【信風】 (1)来年４月施行の改正社会福祉法が示す暮らしの困り事総合支

援について

①体制の仕組みづくりについて

の検討について

子ども・子育て包括支援センターの整備等について

都市計画について

障がいのある方への福祉サービス施策の充実について

医療的ケア児と家族への支援について

小中学校の学習環境の整備について

新たな住宅セーフティネット制度と地域での支え合いのあり方

雨水排水路等の整備について

市役所の「おもてなし」向上について
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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２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月５日(火)

6 安　達　卓　是 ②第５回米子市障がい者計画等策定について

【信風】 (2)「障害者優先調達推進法」施行後の取り組みについて

①実績及び今後の計画と取り組みについて

(3)「障害者総合支援法」に係る就労継続支援Ｂ型事業所のサー

ビス提供について

２

(1)台風２１号にまつわる海岸被害状況について

①台風の気象通報と地域の警報発令、その対応について

②国・県などの情報管理と被害対策について

③今後の米子市の取り組みについて

美保湾の浸食防止対策について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 杉　谷　第士郎 １

【コモンズ】　 (1)米子駅周辺活性化の考え方について

①米子駅周辺活性化はどこまでの範囲で考えているのか

(2)新ＪＲビル整備と行政機能導入について

①新ＪＲビル整備のスケジュールについて

②新ＪＲビルへの行政機能導入方針について

(3)だんだん広場・グルメコートの再活用について

①新ＪＲビル整備検討と連動させた再活用検討が必要ではな

　いか

(4)米子駅周辺活性化の協議推進体制について

①ＪＲ、県との協議検討体制と内容について

②米子市の推進組織について

8 伊　藤　ひろえ １

【信風】 (1)子ども・子育て支援事業計画について

(2)待機児童解消に向けた方策について

２

(1)現状と課題について

(2)職員のメンタルヘルスケアの仕組みづくりについて

9 前　原　　　茂 １

【公明党議員団】 (1)衆議院議員選挙について

(2)期日前投票について

(3)投票入場券について

２

(1)近年の移住状況について

(2)本市の移住定住政策について

(3)空き家情報バンクの状況について

３

(1)事業概要とその目的について

(2)事業の現在の状況について

(3)今後の計画について

10 岡　田　啓　介 １

【改進】 (1)責任主体となる鳥取県の考え方を問う

２

(1)平成２８年度実施状況は

平成２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月６日(水)

米子駅周辺活性化の取り組みについて

移住定住政策について

荒廃農地等利活用促進交付金事業について

子ども・子育て支援について

国民健康保険制度の改正について

職員のメンタルへルス対策について

投票率の向上について

薬用作物等試験研究支援事業について
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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２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月６日(水)

10 岡　田　啓　介 ３

【改進】 (1)現在の取り組み状況は

(2)将来計画はどのようになっているのか

４

(1)現在の取り組み状況は

５

(1)現在の状況をどのように把握しているのか

６

(1)現在の勤務状況は

11 村　井　　　正 １

【信風】 (1)市政の継続について

(2)市民の市政参画について

(3)命名目的の実現方策について

２

(1)スケジュールについて

(2)プレゼンテーション等について

(3)市民意見の反映について

３

(1)空き家対策について

(2)随時募集について

12 今　城　雅　子 １

【公明党議員団】 (1)「認知症初期集中支援チーム設置」の進捗状況について

(2)健康対策に対する米子市の方針について

(3)介護予防に対する米子市の方針について

(4)健康診断事業と介護予防事業の連携について

(5)認知症検診の導入について

２

(1)ごみ減量化の取り組みの現状について

(2)残さず食べよう！「３０・１０運動」について

(3)ごみ減量化の啓発について

(4)子どもを対象とした参加型環境教育について

髙島屋東館について

地籍調査事業について

フッ化物洗口について

医療的ケア児について

健康対策・介護予防について

ごみ減量化への取り組みについて

保育士の待遇について

医大通りの命名について

市営住宅の管理について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 岡　村　英　治 １

 【日本共産党 (1)淀江の水を汚してはならない

　 米子市議団】 (2)計画反対の声を市長はどう受けとめているか

２

(1)小規模保育施設をめぐる保育環境

(2)企業主導型保育の参入と米子の保育

３

(1)ごみ有料化導入以降のごみ排出量の推移

(2)県内一高いごみ袋代の引き下げを

４

(1)県内他市の生活道路除雪対策の状況

(2)米子市の取り組み方針

14 田　村　謙　介 １

【蒼生会】 (1)市内観光（全域）の現状と課題について

(2)米子下町観光の現状と課題について

(3)下町ガイドツアーについて

(4)市役所駐車場の観光駐車場化について

(5)過去に実施された下町整備事業について

(6)事業の評価はどうなっているのか

(7)米子市における歴史的風致の維持向上について

(8)米子城跡と下町の観光連携を強化すべき

２

(1)米子市のドローン保有状況について

(2)現在のドローンの活用状況について

(3)観光ＰＲ動画への利活用について

(4)耕作放棄地の把握に活用すべき

15 中　田　利　幸 １

【信風】 (1)観光客の動向と取り組み状況について

(2)観光施策の戦略と市行政の体制について

２

(1)利用状況と施設の位置づけについて

(2)整備方針にかかわる検討状況について

(3)今後の整備方針について

生活道路の除雪対策の充実を

市民体育館の整備方針について

市内観光の推進について

ドローンの利活用について

観光施策の推進について

平成２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月８日(金)

産廃処分場建設計画の中止を求めて

子どもたちに最善の保育環境を

ごみ有料化の検証を
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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２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月８日(金)

15 中　田　利　幸 ３

【信風】 (1)ＩＣＴ活用環境の現状について

(2)今後のＩＣＴ活用の取り組み方針について

16 土　光　　　均 １

【希望】 (1)安定ヨウ素剤の事前配布の検討状況、進捗状況について

２

(1)米子市が県に回答した「実施状況報告書についての回答」の

内容について

(2)平成１５年８月１２日に産廃最終処分地候補地について旧淀

江町が環境管理事業センターに回答した内容に関して、合併

後の現在の米子市はこの見解を引き継いでいるはずだが、そ

れに対する見解は

(3)次期一般廃棄物最終処分場についての検討状況、進捗状況に

ついて

17 安　田　　　篤 １

【公明党議員団】 (1)公民館職員の仕事量について

(2)職員の職務内容と人的配置について

(3)団体の自立に向けた支援について

(4)統一的な事務執行について

(5)提出書類の簡素化について

(6)職員の処遇について

(7)公民館の建て替え等について

２

(1)審議会の審議概要について

(2)審議会が妥当と判断した理由について

(3)今後のスケジュールについて

18 渡　辺　穣　爾 １

【蒼生会】 (1)今後の生活排水対策の検討状況について

(2)改正下水道法による下水道施設の共同管理について

２

(1)現在の米子市における実態について

(2)今後及ぼす影響について

(3)空き家対策について

産業廃棄物最終処分場について

下水道事業の広域化・共同化について

所有者不明不動産の問題について

原発事故に備えた、安定ヨウ素剤の事前配布について

公民館の諸課題について

淀江産業廃棄物処分場建設計画について

学校におけるＩＣＴ教育環境について
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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２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

１２月８日(金)

18 渡　辺　穣　爾 ３

【蒼生会】 (1)現在の個別施設の検討状況について

(2)市立保育園について

(3)学校施設について

公共施設等長寿命化老朽化対策について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 矢　倉　　　強 １

【華胥】 (1)市長のこの問題と向き合う姿勢について

２

(1)市長が国に求めていくもの

(2)行政の拡大によるスケールメリットの展望

３

20 遠　藤　　　通 １

【改進】 (1)医療都市構想の具現化について

(2)鳥大医のポテンシャルの活用について

(3)鳥大医のキャンパス用地問題について

２

(1)城跡の地形保存と公有化について

(2)史跡追加計画と遺構問題について

(3)城跡基本整備計画について

21 国　頭　　　靖 １

【希望】 (1)淀江地区について

(2)その他の地区について

２

(1)防犯灯、防犯カメラ等の設置について

３

(1)認知件数増加の対策について

 

山陰医療都市構想と鳥大医の役割について

生徒の通学時の安全対策

旧米子城跡保存活用計画について

地域活性化（地区の振興）について

安全・安心なまちづくりについて

いじめについて

平成２９年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月１１日(月)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

淀江産業廃棄物最終処分場問題について

市長の行政改革への政治姿勢について
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	平成29年米子市議会 １２月定例会 各個質問割当表
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