
○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年８８８８月月月月 29292929 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        児島児島児島児島        良良良良        20202020    結結結結    

２２２２        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    

３３３３        寺坂寺坂寺坂寺坂    寛夫寛夫寛夫寛夫        10101010    新新新新    

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

５５５５        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    

６６６６        山田山田山田山田    延孝延孝延孝延孝        12121212    新新新新    

７７７７        上杉上杉上杉上杉    栄一栄一栄一栄一        36363636    新新新新    
                        

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年８８８８月月月月 30303030 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        

８８８８        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    

９９９９        両川両川両川両川    洋洋洋洋々々々々        32323232    結結結結    

10101010        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    

11111111        上田上田上田上田    孝春孝春孝春孝春        33333333    結結結結    

12121212        森本森本森本森本    正行正行正行正行        34343434    新新新新    

13131313        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    

14141414        椋田椋田椋田椋田    昇一昇一昇一昇一        ７７７７    結結結結    
                        

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年９９９９月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議        

15151515        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    

16161616        砂田砂田砂田砂田    典男典男典男典男        11111111    新新新新    

11117777        寺垣寺垣寺垣寺垣    健二健二健二健二        30303030    結結結結    

18181818        中西中西中西中西    照典照典照典照典        24242424    新新新新    

11119999        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    

20202020        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９９９９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        

21212121        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    

22222222        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    

23232323        中村中村中村中村    晴通晴通晴通晴通        19191919    結結結結    

22224444        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    

22225555        橋尾橋尾橋尾橋尾    泰博泰博泰博泰博        31313131    結結結結    

22226666        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    
                        

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年９９９９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    

27272727        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    

28282828        木村木村木村木村    和久和久和久和久        ８８８８    結結結結    

29292929        上紙上紙上紙上紙    光春光春光春光春        27272727    清和会清和会清和会清和会    

30303030        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８８８８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    
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平成平成平成平成 25252525 年年年年８８８８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８８８８月月月月 29292929 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 20 

児島児島児島児島    良良良良    

((((結結結結))))    

    
１１１１    教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく諸問題諸問題諸問題諸問題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) 木下教育長就任後１年経過するにあたって 

(２) ＳＮＳや携帯ゲーム機が子供たちに与える影響について 

(３) 「はだしのゲン」について 

(４) 教育委員会制度について 

 

２２２２    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    保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童保育所待機児童ゼロゼロゼロゼロ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) 年度当初の入所状況について 

(２) 中途入所の状況について 

(３) 待機児童ゼロに向けて 

    

２２２２    放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブについてについてについてについて････････････（（（（教教教教育委員会育委員会育委員会育委員会））））    
(１) 利用児童数の推移について 

(２) 待機児童について 

(３) 指導員確保について 

 

３３３３    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    老朽老朽老朽老朽ためためためため池池池池のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策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) ため池（防災・老朽）の現状について 

(２) 防災パトロールとハザードマップについて 

(３) 老朽ため池の改良整備への取り組みについて 

(４) 改良整備促進への支援対策について    

    

２２２２    ＪＲＪＲＪＲＪＲ踏切踏切踏切踏切のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部）））） 

(１) 踏切の現状と事故状況について 

(２) 踏切の改良計画と課題について 

(３) 鉄道高架と道路高架橋の整備の考え方について 

 (４) 将来的な整備計画の検討について 

 

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代替施設建設射撃場代替施設建設射撃場代替施設建設射撃場代替施設建設にににに向向向向けたけたけたけた県県県県とのとのとのとの協議状況協議状況協議状況協議状況についについについについ

てててて････････････（（（（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) 既存施設に関係した借地契約及び維持管理の現状について 

(２) 既存施設の現状に対する地元関係者の受け止め方について 

(３) 県内外の類似施設における環境面への安全対策の実施状況について 

(４) 東部圏域における猟友会会員数の推移と新会員の加入状況について 

(５) 県との協議状況とその内容について 

(６) 東部圏域での施設の必要性について 

(７) 既存施設の今後のあり方について（再整備しないとする場合） 

(８) 代替施設整備のあり方について（環境面での安全確保について） 
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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    

５５５５    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    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についてづくりについてづくりについてづくりについて    

････････････（（（（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））））    
(１) 河川の改修及び管理について 

 ① 河川の現状について 

 ② 千代川の改修計画について 

 ③ 雑木対策について 

(２) 墓地対策について 

(３) ＬＥＤ防犯灯の現状と今後について 

    

２２２２    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市をををを全国全国全国全国にににに売売売売りりりり込込込込めめめめ････････････（（（（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) シティセールスの強化について 

(２) 関西事務所の職員配置について 

(３) 今後について 

 

６６６６    議席番号 12 

山田延孝山田延孝山田延孝山田延孝    

((((新新新新))))    

    
１１１１    老朽化老朽化老朽化老朽化するするするするライフラインライフラインライフラインライフライン対策対策対策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、、、、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) 老朽化の現状把握について 

(２) 現在までの取り組み状況について 

(３) 国・県の補助金の状況について 

(４) 今後の事業の進め方について 

 

７７７７    議席番号 36 

上杉栄一上杉栄一上杉栄一上杉栄一    

((((新新新新))))    

    
１１１１    可燃物処理施設建設可燃物処理施設建設可燃物処理施設建設可燃物処理施設建設にににに関連関連関連関連してしてしてして････････････（（（（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) 施設整備基本方針について 

(２) 施設基本仕様について 

(３) 地元対応について 

(４) 今後のスケジュールについて 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年８８８８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８８８８月月月月 30303030 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    

８８８８    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    若者支援策若者支援策若者支援策若者支援策のののの充実充実充実充実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) 「ワーク・ライフ・バランス」アンケート調査の結果について 

    

２２２２    防災対策防災対策防災対策防災対策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、、、、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）））） 

(１) 社会インフラの整備について 

 ① 共同溝、無電柱化について 

(２) 災害時の情報発信について 

 ① エリアメールの課題と改善について 

 ② 公共コモンズの活用について 

(３) 自治体災害協定について 

 ① 災害時相互応援協定の現状と実効性について 

 

９９９９    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    漫画漫画漫画漫画「「「「はだしのはだしのはだしのはだしのゲンゲンゲンゲン」」」」とととと平和教育平和教育平和教育平和教育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) 中央図書館での取り扱いについて 

(２) 小・中学校での取り扱いについて 

(３) 本市の平和教育の取り組みについて 

(４) 「はだしのゲン」を利活用した平和教育の推進について 

 

10101010    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    行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革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））））    
(１) 行財政改革の成果について 

(２) 行政評価の取り組みについて 

(３) 外部評価の今後のあり方について 

(４) 市民と協働による都市経営について    

    

２２２２    下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業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) 包括的民間委託の状況について 

(２) 気象警報時の対応について 

(３) 鳥取駅南部の雨水計画について 

 (４) 下水施設の維持管理について 

 

11111111    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    市政運営市政運営市政運営市政運営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) ３期目就任以降３年６カ月の総括について 

(２) 成果と課題について 

(３) 自己評価について 

(４) 課題解決の今後の考え方について 
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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    

12121212    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    企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致とととと支援策支援策支援策支援策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) 新たに鳥取市が取得した土地（駅前・南吉方）のその後の経過につ

いて 

(２) 鳥取三洋電機の実績評価（誘致・創業から今日に至るまで）につい

て 

(３) 新たに誘致を働きかけているターゲット企業は 

(４) 最近進出していただいた企業に対する側面支援は    

    

２２２２    鳥取鳥取鳥取鳥取マラソンマラソンマラソンマラソン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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会）））） 

(１) 山陰自動車道の開通（平成 26年３月）とコース変更計画は 

(２) 各種スポーツイベントの開催と経済波及効果について 

(３) 誘客と観光振興の一体的取り組みについて 

 (４) 各種のイベント盛り上げに向けた市民のボランティア活動について 

    

13131313    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    湖山池関連湖山池関連湖山池関連湖山池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、、、、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））））    
(１) 湖山池の水質状況について 

(２) 湖山池石がま漁の展望について 

(３) 湖山水門について 

(４) 湖山池周辺の活性化事業について    

    

２２２２    教育行政教育行政教育行政教育行政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) 学校給食について 

(２) 鳥取市体育協会の事業運営について 

 

11114444    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    ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインによるによるによるによる人権人権人権人権とととと福祉福祉福祉福祉のまちづくりについのまちづくりについのまちづくりについのまちづくりについ

てててて････････････（（（（庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局庁舎整備局、、、、総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監、、、、防災調整監防災調整監防災調整監防災調整監、、、、人権政策監人権政策監人権政策監人権政策監、、、、    

企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部、、、、福福福福祉保健部祉保健部祉保健部祉保健部、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 市庁舎及び避難所施設のバリアフリー化について 

(２) 多目的トイレ及びオストメイト対応トイレの整備について 

(３) 推進体制とスパイラルアップについて 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年８８８８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９９９９月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））    

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    

11115555    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    市民生活市民生活市民生活市民生活とととと経済経済経済経済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、、、、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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) アベノミクスによる影響と対策について 

(２) 消費税増税中止について 

(３) 賃上げと雇用について 

(４) 公共事業の発注について 

(５) 生活保護費引き下げと生保法改正について 

    

２２２２    可燃物可燃物可燃物可燃物ごみごみごみごみ処理処理処理処理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) 東部広域可燃物処理施設整備検討委員会の中間報告について 

(２) 減量化の取り組みについて 

 

11116666    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    鳥取市観光鳥取市観光鳥取市観光鳥取市観光イベントイベントイベントイベントのののの安全対策安全対策安全対策安全対策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、、、、経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    
(１) 本市観光イベントの現状について 

(２) イベント出店業者の資格審査について 

(３) 安全対策の指導について 

(４) 地域間病院の連携について 

(５) 今後の本市安全対策について 

    

２２２２    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの公立保育園公立保育園公立保育園公立保育園のののの民営化民営化民営化民営化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) 公立保育園の現状について 

(２) 公立保育園を民営化するメリット、デメリットについて 

(３) 今後の事業計画について 

 

11117777    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    本市本市本市本市ののののスローライフスローライフスローライフスローライフ事業事業事業事業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････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 「幸福度」の追求について 

(２) 「地産・地消」を基にした地域循環型社会の実現について 

    

２２２２    市長市長市長市長のののの政策実現政策実現政策実現政策実現のののの今後今後今後今後のののの方針方針方針方針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) 市長が任期までの政策・提案とその後の方針について 

 

11118888    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    経済状況経済状況経済状況経済状況とととと財政財政財政財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、、、、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) アベノミクスの影響と認識・評価について 

(２) 政府月例報告書、県の経済動向と本市の経済状況について 

(３) 雇用創造戦略方針事業の推進と新たな方針について 

(４) 財政への影響について 

(５) 企業の発掘育成支援について 

    

２２２２    行政協力委員行政協力委員行政協力委員行政協力委員（（（（スポースポースポースポーツツツツ推進委員推進委員推進委員推進委員、、、、民生委員民生委員民生委員民生委員、、、、交通安全指導員交通安全指導員交通安全指導員交通安全指導員））））

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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 各委員の推薦の状況について 

(２) 市民の理解と本市の取り組みについて 

(３) 費用弁償、報酬について 

(４) 研究発表大会への職員の参加について 



6/9 

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    

11119999    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    いじめのいじめのいじめのいじめの根絶根絶根絶根絶にににに向向向向けてけてけてけて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) いじめの現状について 

(２) 教育としての取り組み状況について 

(３) 対策の強化について 

    

２２２２    耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの活用活用活用活用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、、、、農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会））））    
(１) 解消活動の成果は 

(２) 予防と対策について 

(３) 耕作放棄地の活用について 

 

３３３３    有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策有害鳥獣対策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、、、、農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会）））） 

(１) 実績と対策について 

(２) クレー射撃場整備の進捗状況について 

 

20202020    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    社会保障制度改革社会保障制度改革社会保障制度改革社会保障制度改革によるによるによるによ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    

････････････（（（（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、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    
(１) 医療・介護について 

(２) 国民年金について 

(３) 子育て支援・少子化対策について 

    

２２２２    若年性認知症患者若年性認知症患者若年性認知症患者若年性認知症患者へのへのへのへの支援支援支援支援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) 現状について 

(２) 支援について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年８８８８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９９９９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    

21212121    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    地域住民地域住民地域住民地域住民みんなでみんなでみんなでみんなで取取取取りりりり組組組組むむむむ安心安心安心安心できるまちづくりについてできるまちづくりについてできるまちづくりについてできる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、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 塩見川の浸水災害の状況と対応について 

 ① 住民への情報伝達と周知について 

(２) 改正災害対策基本法について 

 (３) 総合防災訓練の実施について 

 (４) 避難支援体制の整備状況について 

① 関係機関の役割について 

② 推進体制の取り組みについて 

 

22222222    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    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) 市庁舎整備に関する説明・意見交換会について 

(２) 市庁舎整備に対する市長の認識について 

    

２２２２    アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスとととと社会保障改革社会保障改革社会保障改革社会保障改革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) 社会保障制度改革国民会議の最終報告書について 

(２) 市民への影響とその対応について 

 

23232323    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    市市市市のののの施設管理施設管理施設管理施設管理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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 安蔵公園と周辺の林道管理について 

    

２２２２    校区再編校区再編校区再編校区再編とととと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) 耐震化工事の進捗状況について 

(２) 校区再編の考え方について 

 

24242424    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    災害災害災害災害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、、、、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、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    
(１) 自主防災組織の育成強化について 

(２) 避難所対策について 

(３) 防災ヘリの活用について 

    

２２２２    公共交通公共交通公共交通公共交通システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築についてについてについてについて････････････（（（（都市都市都市都市整備部整備部整備部整備部））））    
(１) 「鳥取市バス路線網再編実施計画」について 

 ① 「鳥取市南部地域実証運行」について 

 ② 南東部地域のバス路線網再編について 
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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    

25252525    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････････････（（（（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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 市民説明会について 

(２) 今後の進め方について 

(３) 住民投票について 

(４) 位置条例について 

(５) 鳥取市のまちづくりについて 

(６) 議会対応について 

    

２２２２    猛暑猛暑猛暑猛暑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    

････････････（（（（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、、、、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) 猛暑による農林水産業・市民生活における影響について 

(２) 今後の気候変動について 

(３) 小・中学校のエアコン設置について 

    

26262626    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    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    

････････････（（（（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、、、、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））））    
(１) 基本方針案について 

(２) 災害対策について 

(３) 鳥取大震災と液状化被害について 

(４) 地盤調査及び耐震対策について    

    

２２２２    城跡整備城跡整備城跡整備城跡整備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、、、、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) 鳥取県立西高等学校耐震改修と城跡整備の関係について 

(２) 久松山水系・鳥取城水道谷整備計画について 

(３) 住民合意と整備計画について 

 

３３３３    指定管理制度指定管理制度指定管理制度指定管理制度とととと施設施設施設施設にににに求求求求められているめられているめられているめられている専門性専門性専門性専門性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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 施設に求められる専門性と指定管理制度適用の関係について 

(２) 専門性の維持と向上のために行っている管理者選定方法について 

 ① 専門人材の保有・研究・研修体制について 

(３) 管理業務の管理について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年８８８８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    一般質問発言通告一一般質問発言通告一一般質問発言通告一一般質問発言通告一覧表覧表覧表覧表    
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９９９９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    

27272727    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    にぎわいのあるまちづくりについてにぎわいのあるまちづくりについてにぎわいのあるまちづくりについてにぎわいのあるまちづくりについて････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 鳥取駅周辺整備について 

(２) バード・ハットの活用について 

 ① 太平線芝生広場について 

    

２２２２    市民市民市民市民のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心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) 救急医療情報キットについて 

(２) 幼稚園・保育園・小・中学校における緊急時対応について 

 

28282828    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    これからのこれからのこれからのこれからの鳥取市教育鳥取市教育鳥取市教育鳥取市教育にににに求求求求められるものめられるものめられるものめられるもの････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 地域の現状や将来認識について 

(２) 地域の自立を支える人材について 

(３) 地域経済の自立とグローバル社会の認識について 

(４) 必要とされる人材について 

(５) 自主・自立・自学の基本について 

(６) 学校教育の役割について 

(７) 具体的プロセスについて 

(８) 一貫教育の可能性について 

 

29292929    議席番号 27 

上紙光春上紙光春上紙光春上紙光春    

((((清和会清和会清和会清和会))))    

    
１１１１    新市域活性化対策新市域活性化対策新市域活性化対策新市域活性化対策のののの今後今後今後今後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    

････････････（（（（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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 支所の体制（職員、機構、施設）に対する認識について 

(２) 地域審議会、まちづくり協議会の方向性について 

(３) 自治会、公民館の役割について 

(４) 旧施設の活用策について 

 

 

30303030    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    西地域西地域西地域西地域のののの中学校中学校中学校中学校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) 意見交換会の実施結果について 

(２) 最終的な方向づけについて 

    

２２２２    ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定））））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) 現状認識について 

(２) 今後の対応について 

 

３３３３    鳥取市農業振興鳥取市農業振興鳥取市農業振興鳥取市農業振興プランプランプランプラン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) むらづくりによる農村の活性化について 

(２) ６次産業化について 

(３) 農畜産物の産地化・ブランド化について 

 

 

 

 

 


