
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

１２月３日(金) 10:00 1 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

2 門　脇　一　男 【蒼生会】

3 戸　田　隆　次 【政英会】

4 稲　田　　　清 【蒼生会】

5 伊　藤　ひろえ 【信風】

6 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

１２月６日(月) 10:00 7 前　原　　　茂 【公明党議員団】

8 安　達　卓　是 【信風】

9 奥　岩　浩　基 【蒼生会】

10 森　谷　　　司 【蒼生会】

11 今　城　雅　子 【公明党議員団】

12 岡　田　啓　介 【政英会】

１２月８日(水) 10:00 13 三　鴨　秀　文 【蒼生会】

14 中　田　利　幸 【信風】

15 渡　辺　穣　爾 【蒼生会】

16 田　村　謙　介 【蒼生会】

17 遠　藤　　　通 【一院クラブ】

18 土　光　　　均 【よなご・未来】

１２月９日(木) 10:00 19 又　野　史　朗 【日本共産党米子市議団】

20 石　橋　佳　枝 【日本共産党米子市議団】

21 矢　倉　　　強 【よなご・未来】

22 国　頭　　　靖 【よなご・未来】

令和３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

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 矢田貝　香　織 １

【公明党議員団】 (1)重層的支援体制の構築について

(2)ヤングケアラーの支援について

(3)訪問・見守り支援と軽度な日常生活援助について

2 門　脇　一　男 １

【蒼生会】 (1)庁舎再編ビジョンの進捗状況について

(2)本庁舎の借地解消に向けて

(3)本庁舎の将来像について

２

(1)農作物の風水害、病虫害の被害状況について

(2)農業支援策について

(3)スマート農業の推進について

(4)全国農地ナビの活用について

３

(1)モデル事業の総括について

(2)令和４年度以降のヌカカ対策について

(3)荒廃農地対策について

3 戸　田　隆　次 １

【政英会】 (1)庁舎の再編状況（分散化・多極化）について

(2)市役所用地等の買取り交渉状況について

(3)新たな市役所用地の買取り確保について

２

(1)上・下水道事業の経営合理化について

(2)下水道内浜処理場の施設更新計画について

(3)企業局を設置し、水行政の集約（英知結集）について

３

(1)鳥取県知事・島根県知事への要望状況について

(2)「中海架橋建設連絡協議会」の再開について

(3)中海架橋整備促進について

４

(1)総合相談支援体制に係る本市での実施対応について

農業振興策について

ヌカカ発生抑制対策事業について

米子市庁舎問題について

企業局の設置について

中海架橋の整備促進について

総合相談支援体制の整備について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和３年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月３日(金)

地域共生社会の実現に向けた取組について

米子市役所庁舎再編ビジョンについて

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表
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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

令和３年米子市議会　１２月定例会　各個質問一覧表

１２月３日(金)

4 稲　田　　　清 １

【蒼生会】 (1)設置の目的について

(2)教育分野の取組について

(3)福祉分野の取組について

(4)地域との協業について

２

(1)フレイル対策を中心とした計画の策定について

(2)先進的な取組について

5 伊　藤　ひろえ １

【信風】 (1)米子市の現状について

(2)制度の周知について

(3)支援策について

２

(1)現在の取組状況について

(2)登録の拡大方策について

(3)市営住宅の活用について

３

(1)米子市の計画について

(2)これまでの効果について

(3)通級指導教室の要件と予算化について

6 岡　村　英　治 １

【日本共産党 (1)学習権の保障という点で全国一斉休校をどう捉え、何を教訓

米子市議団】 としているか

(2)コロナ禍での学校行事

(3)バランスの取れた「知・徳・体」への影響

(4)コロナ対応に当たる教職員の負担軽減

２

(1)いま計画されているポイント付与によるカードの普及促進策

(2)医療機関窓口での健康保険証に代わるカード利用

(3)預貯金口座との紐づけは市民にとってメリットがあるのか

３

(1)避難先自治体の受け入れ態勢

(2)とりあえず避難させるだけ、でいいのか。中・長期的な受け

先頭頁 入れ態勢どうする

通級指導教室の拡大について

子どもの貧困対策「ひまわりプラン」について

セーフティネット住宅について

コロナ禍で子どもたちの健やかな成長をどう保障するか

マイナンバーカードの普及優先はやめよ

島根原発避難計画の実効性は確保されているのか

こども総本部の設置と今後の取組について

フレイル対策について

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 前　原　　　茂 １

【公明党議員団】 (1)農業振興策について

(2)特産農産物について

２

(1)飼い主のいない猫について

(2)地域猫対策について

３

(1)発生抑制対策モデル事業の検証について

(2)来年度からの事業について

8 安　達　卓　是 １

【信風】 (1)「障害者優先調達法」について

①実績と事業の取組拡大について

(2)施設外就労の取組について

(3)「障害者虐待防止法」について

①実態と防止策について

２

(1)職場のハラスメントの実態と対応策について

(2)受けた側の心身のケアについて

３

(1)病害虫の発生と防止の取組について

①特産物被害の状況と取組について

9 奥　岩　浩　基 １

【蒼生会】 (1)地域コミュニティの充実強化について

(2)地域別のまちづくりについて

(3)公民館の体制整備について

２

(1)人事行政について

(2)人材育成について

３

(1)令和３年度実績見込みについて

職員体制について

ヌカカ対策について

障がい者の福祉サービスの取組について

職場のハラスメント対応の取組について

農作物の病害虫対策事業について

公民館を拠点としたまちづくりについて

ふるさと納税について

令和３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(月)

本市の農業振興について

動物愛護について

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

令和３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(月)

10 森　谷　　　司 １

【蒼生会】 (1)人口減少問題の中での自然減について

(2)結婚、離婚、中絶の現状について

(3)ヨネギーズ赤ちゃんファミリー応援大学について

(4)児童虐待問題について

２

(1)現在の取組について

(2)「ひと」に対する取組について

11 今　城　雅　子 １

【公明党議員団】 (1)各種健康診査、がん検診の受診状況について

(2)子宮頸がんワクチン接種について

(3)風しんの追加的対策の現状について

２

(1)管理不全の空き家対策について

(2)管理不全の空き地対策について

(3)特定空家等除却支援事業の拡充について

３

(1)女性の視点からの防災対策の現状について

(2)平常時から取り組む男女共同参画と防災

12 岡　田　啓　介 １

【政英会】 (1)米子駅南北自由通路等整備事業、駅ビル完成後の民間開発を

どの程度想定しているのか

(2)ウォーカブル構想の計画進捗について

(3)駅前ショッピングセンタービルの現状について

２

(1)検査担当者の資格取得状況について

３

(1)民間住宅の借り上げ状況について

４

先頭頁 (1)今後の方針について

健康対策の取組について

管理不全の空き家・空き地の対策について

女性の視点を生かした防災対策について

人口減少問題と児童虐待問題について

ふるさと教育について

米子駅前周辺の賑わい創出について

公共工事の検査体制について

市営住宅の現況について

中心市街地活性化事業について

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 三　鴨　秀　文 １

【蒼生会】 (1)本市の現状について

(2)今後の体制整備と環境整備について

２

(1)自治体の役割について

(2)今後の体制整備について

14 中　田　利　幸 １

【信風】 (1)市民の疾病罹患状況について

(2)本市の検診事業の取組について

(3)目指す医療体制の充実した都市像について

15 渡　辺　穣　爾 １

【蒼生会】 (1)無形文化財並びに無形民俗文化財の指定について

(2)国による登録に対する制度の一部改正について

(3)市の登録制度について

(4)今後登録の必要性について

２

(1)太陽光発電（ソーラーパネル）設置状況について

(2)残土による盛土の状況について

(3)ガイドライン・条例制度の必要性について

３

(1)国による７月対象地域の第一弾指定について

(2)米子市の対応について

(3)国から要請があった場合の対応について

令和３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(水)

高齢者・障がい者の権利擁護について

市民活動支援の拠点について

医療充実都市の取組について

市の文化財について

太陽光発電について

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査

及び利用の規制等に関する法律について

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

令和３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(水)

16 田　村　謙　介 １

【蒼生会】 (1)淀江振興本部の取組実績について

(2)上淀廃寺跡の駐車場整備について

(3)淀江球場の改修について

(4)淀江産食材への支援について

２

(1)Ｆ－４ＥＪの追加展示による観光振興について

(2)米子市観光マップへの記載について

(3)説明看板の設置について

３

(1)現在の進捗状況について

(2)旧湊山球場外野側盛土の撤去について

(3)便益施設の設置場所について

17 遠　藤　　　通 １

【一院クラブ】 (1)市庁舎の借地交渉の現状と「再編方針のシナリオ」について

①庁舎用地の買取りの現況と相手方との合意点について

②用地所得の見通しと取得制限について

③庁舎移転の可能性と対応について

(2)都市公園（弓ヶ浜公園）の公民連携事業について

①都市公園の便益施設の規範について

②バーベキュー場の事業許可について

(3)フレイル予防事業の対策について

①モデル地区事業から市内全域の事業展開について

②フレイル予防拠点の取組と実態について

(4)西部広域一般廃棄物処理施設の予定地候補について

①７か所の予定候補地から加茂・河崎・夜見地区の除外につ

　いて

②加茂・河崎・夜見３校区の覚書遵守について

③ゴルフ場の事業継続と土地利用について

18 土　光　　　均 １

【よなご・未来】 (1)安全協定の立地自治体並みへの改定について

(2)これまでに行った住民説明会について

(3)安全対策協議会について

先頭頁 (4)避難計画について

米子城跡の復元と街づくりについて・８

伊木市長の市政運営と政治姿勢について

島根原子力発電所について

淀江エリアの街づくりについて・２

美保基地南地区展示場周辺の観光整備について

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表

日本共産党米子市議団7



午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 又　野　史　朗 １

【日本共産党 (1)ＰＣＲ検査について

米子市議団】 (2)灯油購入費補助について

２

(1)地下水調査について

３

(1)要支援１、２のデイサービスについて

４

(1)高規格道路の必要性と影響について

20 石　橋　佳　枝 １

【日本共産党 (1)新規制基準に合格しても重大事故は防げない

米子市議団】 (2)中国電力は信頼するに足りるのか

(3)ＵＰＺ（３０キロ圏内）の避難計画について

２

(1)聴覚障がい者・障がい児への助成の拡充について

(2)加齢による難聴者への助成を

３

(1)大海崎・森山両堤防開削の要求を

(2)漁業振興について

21 矢　倉　　　強 １

【よなご・未来】 (1)米子市まちづくりビジョンの検証

①次期クリーンセンター建設用地について

22 国　頭　　　靖 １

【よなご・未来】 (1)現在の状況について

(2)今後について

２

(1)現在の状況について

先頭頁 (2)今後について

令和３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(木)

新型コロナウイルス対策

産業廃棄物処分場建設計画の中止を求めて

みんなが元気に長く暮らせる社会へ

公園整備について

米子境港間高規格道路は必要なのか

島根原発２号機の再稼働に反対を

難聴者の補聴器購入に助成を

中海再生の取組の強化を急いで

市長の政治姿勢について

鳥取県西部一般廃棄物処理施設について

2021年米子市議会　１２月定例会　各個質問割当表
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