
○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月５５５５日日日日（（（（木木木木））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議        

順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    議席番号議席番号議席番号議席番号    会会会会        派派派派    

１１１１        桑田桑田桑田桑田    達也達也達也達也        14141414    公明党公明党公明党公明党    

２２２２        両川両川両川両川    洋洋洋洋々々々々        32323232    結結結結    

３３３３        平野真理子平野真理子平野真理子平野真理子        ３３３３    公明党公明党公明党公明党    

４４４４        有松有松有松有松    数紀数紀数紀数紀        22222222    新新新新    

５５５５        高見高見高見高見    則夫則夫則夫則夫        29292929    清和会清和会清和会清和会    

６６６６        田村田村田村田村    繁已繁已繁已繁已        15151515    公明党公明党公明党公明党    

    

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議        

７７７７        児島児島児島児島        良良良良        20202020    結結結結    

８８８８        中西中西中西中西    照典照典照典照典        24242424    新新新新    

９９９９        椋田椋田椋田椋田    昇一昇一昇一昇一        ７７７７    結結結結    

11110000        伊藤伊藤伊藤伊藤    幾子幾子幾子幾子        13131313    共産党共産党共産党共産党    

11111111        石田憲太郎石田憲太郎石田憲太郎石田憲太郎        ２２２２    公明党公明党公明党公明党    

11112222        上田上田上田上田    孝春孝春孝春孝春        33333333    結結結結    

    

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月 11111111 日日日日（（（（水水水水））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議        

13131313        金谷金谷金谷金谷    洋治洋治洋治洋治        ４４４４    清和会清和会清和会清和会    

14141414        太田太田太田太田        縁縁縁縁        ５５５５    無所属無所属無所属無所属    

11115555        森本森本森本森本    正行正行正行正行        34343434    新新新新    

16161616        木村木村木村木村    和久和久和久和久        ８８８８    結結結結    

11117777        砂田砂田砂田砂田    典男典男典男典男        11111111    新新新新    

18181818        島谷島谷島谷島谷    龍司龍司龍司龍司        ９９９９    新新新新    

                        

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日（（（（木木木木））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議        

19191919        谷口谷口谷口谷口    秀夫秀夫秀夫秀夫        26262626    公明党公明党公明党公明党    

20202020        長坂長坂長坂長坂    則翁則翁則翁則翁        ６６６６    無所属無所属無所属無所属    

21212121        下村下村下村下村    佳弘佳弘佳弘佳弘        16161616    清和会清和会清和会清和会    

22222222        橋尾橋尾橋尾橋尾    泰博泰博泰博泰博        31313131    結結結結    

22223333        寺垣寺垣寺垣寺垣    健二健二健二健二        30303030    結結結結    

22224444        田中田中田中田中    文子文子文子文子        １１１１    共産党共産党共産党共産党    

                        

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月 13131313 日日日日（（（（金金金金））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議    

25252525        中村中村中村中村    晴通晴通晴通晴通        19191919    結結結結    

26262626        寺坂寺坂寺坂寺坂    寛夫寛夫寛夫寛夫        10101010    新新新新    

27272727        角谷角谷角谷角谷    敏男敏男敏男敏男        25252525    共産党共産党共産党共産党    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会    一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表    

（（（（案案案案））））    
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平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会    一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表    
質問日質問日質問日質問日：：：：平成平成平成平成 22225555 年年年年 12121212 月月月月５５５５日日日日（（（（木木木木））））    

順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

１１１１    議席番号 14 

桑田達也桑田達也桑田達也桑田達也    

((((公明党公明党公明党公明党))))    

    
１１１１    市長市長市長市長のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 次期市長選への不出馬表明について 

 

２２２２    動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護のののの推進推進推進推進についてについてについてについて････････････（（（（環境下水道部環境下水道部環境下水道部環境下水道部））））    
(１) 動物愛護法の改正について 

(２) 地域猫対策について 

(３) 愛護団体への支援について 

(４) 啓発活動について 

 

３３３３    アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー対応給食対応給食対応給食対応給食についてについてについてについて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 現状と今後の対応について 

 

２２２２    議席番号 32 

両川洋両川洋両川洋両川洋々々々々    

((((結結結結))))    

    

    
１１１１    竹内市長竹内市長竹内市長竹内市長のののの４４４４選不出馬表明選不出馬表明選不出馬表明選不出馬表明とととと責任責任責任責任のののの取取取取りりりり方方方方についてについてについてについて    

････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 市長の健康問題について 

(２) 竹内市政の全体構想に変更はあるのか 

(３) 多選批判について 

(４) 市長の後継者について 

 

３３３３    議席番号３ 

平野真理子平野真理子平野真理子平野真理子    

((((公明党公明党公明党公明党))))    

    
１１１１    手話言語条例手話言語条例手話言語条例手話言語条例についてについてについてについて    

････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部、、、、健康健康健康健康・・・・子育子育子育子育てててて推進局推進局推進局推進局、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 条例制定について 

(２) 手話通訳・ボランティア活動について 

(３) 子供たちの手話体験について 

 

２２２２    いじめいじめいじめいじめ対策対策対策対策についてについてについてについて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) いじめに対する認識について 

(２) いじめ防止対策推進法について 

 

４４４４    議席番号 22 

有松数紀有松数紀有松数紀有松数紀    

((((新新新新))))    

    
１１１１    クレークレークレークレー射撃場再開射撃場再開射撃場再開射撃場再開にににに向向向向けたけたけたけた検討状況検討状況検討状況検討状況についてについてについてについて････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    
(１) 射場整備のあり方検討会の検討状況について 

(２) 施設整備に向けた県の立場、考え方について 

(３) 施設整備における本市の考え方について 

(４) 今後のスケジュールについて 

 

５５５５    議席番号 29 

高見則夫高見則夫高見則夫高見則夫    

((((清和会清和会清和会清和会))))    

    
１１１１    市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎のののの全体構想全体構想全体構想全体構想についてについてについてについて････････････（（（（庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局））））    
(１) 庁舎整備の機能強化と費用の抑制の考え方について 

(２) 鳥取市のイメージアップと庁舎整備について 

 

２２２２    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市ののののスポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興についてについてについてについて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) スポーツ振興の組織体制について 

(２) 全国レベルのスポーツ大会の誘致について 
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順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

６６６６    議席番号 15 

田村繁已田村繁已田村繁已田村繁已    

((((公明党公明党公明党公明党))))    

    
１１１１    市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働のまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについてのまちづくりについて････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 成果と市民参画の状況について 

(２) 行政と市民活動団体の役割と課題について 

(３) 「１％支援制度」について 

 

２２２２    市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの維持管理維持管理維持管理維持管理についてについてについてについて････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 施設管理業務委託について 

(２) 水道料金の各戸徴収について 

(３) 貯水槽の清掃業務について 

 

３３３３    空空空空きききき家対策家対策家対策家対策についてについてについてについて････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 条例の目的と効果について 

(２) 活用策について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会    一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表    
質問日質問日質問日質問日：：：：平成平成平成平成 22225555 年年年年 12121212 月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））    

順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

７７７７    議席番号 20 

児島児島児島児島    良良良良    

((((結結結結))))    

    
１１１１    太平線太平線太平線太平線バードハットバードハットバードハットバードハットについてについてについてについて････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 事業の位置づけについて 

(２) 事業目的、効果について 

(３) 維持管理について 

 

２２２２    建築物建築物建築物建築物のののの耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策についてについてについてについて････････････（（（（総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 鳥取市耐震改修促進計画の進捗状況について 

 ① 鳥取市有建築物耐震化の状況について 

 ② 民間の住宅、特定建築物の状況について 

(２) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正について 

  ① 法律改正の趣旨について 

  ② 民間の特定建築物耐震化の推進について 

 

８８８８    議席番号 24 

中西照典中西照典中西照典中西照典    

((((新新新新))))    

    
１１１１    子供子供子供子供へのへのへのへのインターネットインターネットインターネットインターネットのののの影響影響影響影響についてについてについてについて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) インターネットの進化と子供への影響の認識について 

(２) 影響への対策について 

(３) ＬＩＮＥへの認識と影響について 

(４) 家庭・学校・地域の取り組みについて 

(５) 専門家の増員と授業及び講習について 

(６) メディア・リテラシー教育について 

 

２２２２    チャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートについてについてについてについて    

････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、健康健康健康健康・・・・子育子育子育子育てててて推進局推進局推進局推進局、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) チャイルドシート使用の現状への認識について 

 (２) 対策への取り組みについて 

 (３) チャイルドシート購入・使用への補助・助成・貸借仲介について 

 (４) 保育園、幼稚園及び保護者の取り組みについて 

 (５) 安全協会・交通安全対策協議会について 

 

９９９９    議席番号７ 

椋田昇一椋田昇一椋田昇一椋田昇一    

((((結結結結))))    

    
１１１１    竹内市長竹内市長竹内市長竹内市長のののの任期内任期内任期内任期内のののの市政市政市政市政についてについてについてについて    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 竹内市長の任期内の市政について 

 

２２２２    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護とととと人権擁護人権擁護人権擁護人権擁護についてについてについてについて    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監、、、、人権政策監人権政策監人権政策監人権政策監、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部、、、、    

健康健康健康健康・・・・子育子育子育子育てててて推進局推進局推進局推進局、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会、、、、選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会））））    

(１) 本人通知制度と住基情報の規制措置について 

 

10101010    議席番号 13 

伊藤幾子伊藤幾子伊藤幾子伊藤幾子    

((((共産党共産党共産党共産党))))    

    
１１１１    子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援新制度支援新制度支援新制度支援新制度についてについてについてについて････････････（（（（健康健康健康健康・・・・子育子育子育子育てててて推進局推進局推進局推進局））））    
(１) 本市の目指す保育について 

(２) 新制度の問題点について 

 

２２２２    市庁舎整備市庁舎整備市庁舎整備市庁舎整備についてについてについてについて････････････（（（（庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局））））    
(１) 鳥取市庁舎整備全体構想（素案）について 
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順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

11111111    議席番号２ 

石田憲太郎石田憲太郎石田憲太郎石田憲太郎    

((((公明党公明党公明党公明党))))    

    
１１１１    市民市民市民市民のののの健康健康健康健康についてについてについてについて････････････（（（（健康健康健康健康・・・・子育子育子育子育てててて推進局推進局推進局推進局））））    
(１) がん検診について 

 ① がん検診の現状と無料クーポン券の効果について 

 ② 未受診の理由について 

 ③ 受診勧奨の取り組みについて 

 ④ 無料クーポン事業縮小に対する本市の見解について 

 ⑤ 肺がん・胃がんの無料クーポン券について 

(２) 「健康マイレージ」について 

 

２２２２    学校施設学校施設学校施設学校施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化についてについてについてについて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 進捗状況について 

(２) 非構造部材の耐震化について 

(３) 今後のスケジュールについて 

 

12121212    議席番号 33 

上田孝春上田孝春上田孝春上田孝春    

((((結結結結))))    

    
１１１１    新市新市新市新市まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり計画計画計画計画についてについてについてについて････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、新市域振興監新市域振興監新市域振興監新市域振興監））））    
(１) 合併後の新市域のまちづくり総括評価について 

(２) 合併後の新市域のまちづくり成果と課題について 

(３) 新市域振興監の設置に至った経緯と考え方について 

 (４) 今後の具体的な政策、事業展開について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会    一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表    
質問日質問日質問日質問日：：：：平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月 11111111 日日日日（（（（水水水水））））    

順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

13131313    議席番号４ 

金谷洋治金谷洋治金谷洋治金谷洋治    

((((清和会清和会清和会清和会))))    

    
１１１１    魅力魅力魅力魅力あるふるさとづくりについてあるふるさとづくりについてあるふるさとづくりについてあるふるさとづくりについて    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 若者定住対策について 

 ① 現状について 

(２) 市職員の採用について 

 ① まちづくりを担う優秀な職員の育成について 

 

２２２２    老人老人老人老人のののの方方方方々々々々がががが楽楽楽楽しくしくしくしく過過過過ごすためにごすためにごすためにごすために    

････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、新市域振興監新市域振興監新市域振興監新市域振興監、、、、農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 鳥取南地域のバス運行について 

 ① 現状について 

② １年間の総括と課題について 

 ③ 今後の対応について 

(２) 集落内公園について 

 

３３３３    総合支所総合支所総合支所総合支所のののの機能充実機能充実機能充実機能充実についてについてについてについて    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、新市域振興監新市域振興監新市域振興監新市域振興監））））    
(１) 国の動向について 

(２) 本市の支所に対する考え方について 

(３) 本庁機能と支所機能について 

 

14141414    議席番号５ 

太田太田太田太田    縁縁縁縁    

((((無所属無所属無所属無所属))))    

    
１１１１    防災防災防災防災にににに強強強強いまちづくりについていまちづくりについていまちづくりについていまちづくりについて    

････････････（（（（防災調整監防災調整監防災調整監防災調整監、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 被災経験を生かした防災計画について 

(２) 想定災害とハザードマップについて 

(３) 河川・堤防と地盤の液状化危険について 

(４) 急傾斜地崩壊危険区域について 

(５) 避難場所の指定について 

 

２２２２    鳥取城跡鳥取城跡鳥取城跡鳥取城跡についてについてについてについて････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部、、、、農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部、、、、    

都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 石垣の維持と水路の整備について 

 (２) 鳥取掘りと南御門の歴史的価値について 

(３) 史跡と共存する鳥取西高等学校の具体的イメージについて 

(４) 城跡へのアクセスと来訪者の歓迎について 

 

３３３３    スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興とととと地域活力地域活力地域活力地域活力のののの増進増進増進増進についてについてについてについて    

････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部、、、、健康健康健康健康・・・・子育子育子育子育てててて推進局推進局推進局推進局、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) スポーツ振興のための環境整備について 

(２) 健康まちづくりについて 
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順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

15151515    議席番号 34 

森本正行森本正行森本正行森本正行    

((((新新新新))))    

    
１１１１    地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化とととと災害災害災害災害にににに対対対対するするするする備備備備えについてえについてえについてえについて    

････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、環境下水道部環境下水道部環境下水道部環境下水道部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 地球温暖化に対する認識について 

(２) 局所災害に対する原因と対策について 

(３) 災害に対する備え（治水対策、急傾斜地対策）について 

(４) 循環型社会の推進について 

 

16161616    議席番号８ 

木村和久木村和久木村和久木村和久    

((((結結結結))))    

    

    
１１１１    行政行政行政行政コストコストコストコストをどうをどうをどうをどう下下下下げるかについてげるかについてげるかについてげるかについて    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    

(１) 財政は健全で問題ないか 

(２) 行政コストを急いで下げる必要はないか 

(３) 必要な情報は市民に示されているのか 

(４) コスト削減策について 

 ① 一般財源の減少に伴う事業精査について 

 ② 公共施設の適量化について 

 ③ システムの有機的活用について 

 ④ 地域自立について 

 

17171717    議席番号 11 

砂田典男砂田典男砂田典男砂田典男    

((((新新新新))))    

    
１１１１    成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度についてについてについてについて････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 成年後見制度の現状について 

(２) 成年後見に関する社会保障的制度について 

(３) 「アドサポセンターとっとり」について 

(４) 後見人の育成について 

 

２２２２    地域防災地域防災地域防災地域防災についてについてについてについて････････････（（（（防災調整監防災調整監防災調整監防災調整監、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 近年の降雨特性について 

(２) 避難勧告の発令状況について 

(３) 避難所の設置状況について 

(４) 市民への伝達方法について 

(５) 避難体制の整備について 

 

18181818    議席番号９ 

島谷龍司島谷龍司島谷龍司島谷龍司    

((((新新新新))))    

    
１１１１    福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部、、、、

経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部、、、、健康健康健康健康・・・・子育子育子育子育てててて推進局推進局推進局推進局、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 高齢者福祉について 

 ① 介護保険制度改革について 

 ② 買い物弱者対策について 

(２) 障がい者福祉について 

  ① 手話言語条例について 

  ② 障がい者雇用について 

  ③ 障がい児及び保護者への支援について 

 (３) 生活困窮者への支援について 

  ① 就労支援について 

  ② 生活困窮家庭の児童生徒学習支援について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会    一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表    
質問日質問日質問日質問日：：：：平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月 12121212 日日日日（（（（木木木木））））    

順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

19191919    議席番号 26 

谷口秀夫谷口秀夫谷口秀夫谷口秀夫    

((((公明党公明党公明党公明党))))    

    
１１１１    高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でででで生活生活生活生活ができるまちづくりについができるまちづくりについができるまちづくりについができるまちづくりについ

てててて････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 地域包括ケアシステムの現状と課題について 

(２) 「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステムについ

て 

(３) 地域包括ケアシステムの構築のプロセスについて 

(４) 生活支援サービス提供体制への支援について 

 

２２２２    コンパクトコンパクトコンパクトコンパクトなまちづくりについてなまちづくりについてなまちづくりについてなまちづくりについて････････････（（（（新市域振興監新市域振興監新市域振興監新市域振興監、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) コンパクトシティの機能と役割について 

(２) 都市圏の構成について 

(３) 公共交通を軸とした、集約型まちづくりについて 

 

20202020    議席番号６ 

長坂則翁長坂則翁長坂則翁長坂則翁    

((((無所属無所属無所属無所属))))    

    
１１１１    山陰海岸山陰海岸山陰海岸山陰海岸ジオパークジオパークジオパークジオパーク関連関連関連関連についてについてについてについて････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 再審査へ向けて世界ジオパークネットワークからの改善指摘項目10

項目の進捗状況について 

(２) エリア拡大の進捗状況について 

(３) 今後の再審査に向けての見通しについて 

(４) 島根県隠岐ジオパークとの連携についての考え方について    

    

２２２２    安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな地域地域地域地域づくりとづくりとづくりとづくりと地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化についてについてについてについて    

････････････（（（（総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会）））） 

(１) 通学路整備の進捗状況について 

(２) シートベルト・チャイルドシート着用率向上の取り組みについて 

(３) 自転車事故防止に向けての取り組みについて 

 (４) 市長の交通安全に対する基本姿勢について 

 (５) 地区まちづくり協議会について 

  ① 設立５年を振り返っての市長の認識について 

  ② 設立５年を振り返って記録集の発行について 

  ③ 地区まちづくり協議会会長会連合会（仮称）の設立について 

    

21212121    議席番号 16 

下村佳弘下村佳弘下村佳弘下村佳弘    

((((清和会清和会清和会清和会))))    

    
１１１１    あんしんあんしんあんしんあんしん賃貸支援事業賃貸支援事業賃貸支援事業賃貸支援事業についてについてについてについて････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 事業の概要と市のかかわりについて 

(２) 保証人の確保について 

 

２２２２    クレークレークレークレー射撃場射撃場射撃場射撃場のののの整備整備整備整備についてについてについてについて････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 整備の方針について 

(２) 整備の方法、時期について 

 

３３３３    米政策米政策米政策米政策のののの大幅大幅大幅大幅なななな見直見直見直見直しにしにしにしに対対対対するするするする影響影響影響影響についてについてについてについて････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    
(１) 今回の見直しに対する市の認識について 

(２) 農家の不安解消について 

 (３) 農業振興プランの変更について 
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順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

22222222    議席番号 31 

橋尾泰博橋尾泰博橋尾泰博橋尾泰博    

((((結結結結))))    

    
１１１１    市庁舎問題市庁舎問題市庁舎問題市庁舎問題についてについてについてについて････････････（（（（庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局））））    
(１) 住民投票結果に対する認識について 

(２) 全体構想の素案について 

(３) 位置条例について 

 

２２２２    中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画についてについてについてについて････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 戎町にぎわい創出事業について 

(２) 空き家・空き店舗対策について 

(３) 定住化対策について 

 

23232323    議席番号 30 

寺垣健二寺垣健二寺垣健二寺垣健二    

((((結結結結))))    

    
１１１１    地域産業地域産業地域産業地域産業のののの育成育成育成育成とととと地域循環型社会地域循環型社会地域循環型社会地域循環型社会のののの形成形成形成形成についてについてについてについて    

････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 地域産業の育成について 

(２) 雇用創造政策について 

(３) 若者定住戦略について 

(４) 循環型社会について 

 

24242424    議席番号１ 

田中文子田中文子田中文子田中文子    

((((共産党共産党共産党共産党))))    

    
１１１１    地域審議会地域審議会地域審議会地域審議会についてについてについてについて････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 地域審議会の役割と継承する新たな組織について 

 

２２２２    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会協議会協議会協議会についてについてについてについて････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 「地域コミュニティ計画」が実行されるための支援について 

 ① リーダー育成について 

 ② 組織運営体制の支援について 

(２) 公民館職員の研修について 

(３) 農林水産部、男女共同参画室との連携について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会月鳥取市議会定例会    一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表一般質問発言通告一覧表    
質問日質問日質問日質問日：：：：平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月 13131313 日日日日（（（（金金金金））））    

順序順序順序順序    発発発発    言言言言    者者者者    通通通通            告告告告            内内内内            容容容容    

25252525    議席番号 19 

中村晴通中村晴通中村晴通中村晴通    

((((結結結結))))    

    
１１１１    色覚障色覚障色覚障色覚障がいがいがいがい者者者者へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 色覚障がいとは 

(２) 色覚検査の廃止について 

 ① 廃止の経緯と影響について 

(３) 今後の方針について 

 

２２２２    教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 市長との関係について 

 

26262626    議席番号 10 

寺坂寛夫寺坂寛夫寺坂寛夫寺坂寛夫    

((((新新新新))))    

    
１１１１    鳥取市都市計画鳥取市都市計画鳥取市都市計画鳥取市都市計画マスタープランマスタープランマスタープランマスタープランについてについてについてについて    

････････････（（（（新市域振興監新市域振興監新市域振興監新市域振興監、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 多極型のコンパクトなまちづくりの考え方について 

(２) 現状での取り組み状況と課題について 

(３) 新市域振興ビジョン策定における地域生活拠点再生の取り組みにつ

いて 

(４) 今後のマスタープランの見直しに向けた取り組みについて 

 

２２２２    下水道事業企業会計下水道事業企業会計下水道事業企業会計下水道事業企業会計のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと上水道事業上水道事業上水道事業上水道事業とのとのとのとの連携連携連携連携についについについについ

てててて････････････（（（（環境下水道部環境下水道部環境下水道部環境下水道部、、、、水道局水道局水道局水道局））））    
(１) 浄化槽管理移管における保守管理の現状と課題について 

(２) 今後の適正管理への強化策について 

(３) 下水道排水設備の設置状況について 

(４) 排水設備未設置者への設置促進の対策について 

(５) 上下水道料金未納者への連携した徴収対策について 

(６) 上下水道統合問題についての現状と今後の見通しについて 

 

27272727    議席番号 25 

角谷敏男角谷敏男角谷敏男角谷敏男    

((((共産党共産党共産党共産党))))    

    
１１１１    市政運営市政運営市政運営市政運営のののの基本理念基本理念基本理念基本理念についてについてについてについて    

････････････（（（（総総総総務部務部務部務部、、、、庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 市長選への不出馬について 

(２) 市政上の重要課題について 

 

２２２２    国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの運営運営運営運営についてについてについてについて････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 国保料の引き下げについて 

 

３３３３    ごみごみごみごみ政策政策政策政策についてについてについてについて････････････（（（（環境下水道部環境下水道部環境下水道部環境下水道部））））    
(１) ごみの減量化について 

(２) 可燃物処理整備計画について 

 

 


