
○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年６６６６月月月月 10101010 日日日日（（（（月月月月））））        午後午後午後午後１１１１時時時時 30303030 分分分分開議開議開議開議    

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

２２２２        森本森本森本森本    正行正行正行正行        34343434    新新新新    

３３３３        両川両川両川両川    洋洋洋洋々々々々        32323232    結結結結    

４４４４        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    

５５５５        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    

６６６６        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６６６６月月月月 11111111 日日日日（（（（火火火火））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議        

７７７７        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    

８８８８        島谷島谷島谷島谷    龍司龍司龍司龍司        ９９９９    新新新新    

９９９９        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    

10101010        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        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    

12121212        児島児島児島児島        良良良良        20202020    結結結結    

13131313        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    
                        

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年６６６６月月月月 14141414 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        

14141414        中西中西中西中西    照典照典照典照典        24242424    新新新新    

15151515        有松有松有松有松    数紀数紀数紀数紀        22222222    新新新新    

11116666        中村中村中村中村    晴通晴通晴通晴通        19191919    結結結結    

17171717        中島中島中島中島    規夫規夫規夫規夫        18181818    清和会清和会清和会清和会    

11118888        橋尾橋尾橋尾橋尾    泰博泰博泰博泰博        31313131    結結結結    

19191919        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６６６６月月月月 17171717 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        

20202020        砂田砂田砂田砂田    典男典男典男典男        11111111    新新新新    

21212121        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    

22222222        山田山田山田山田    延孝延孝延孝延孝        12121212    新新新新    

22223333        寺坂寺坂寺坂寺坂    寛夫寛夫寛夫寛夫        10101010    新新新新    

22224444        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    

22225555        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    
                        

○○○○平成平成平成平成 25252525 年年年年６６６６月月月月 18181818 日日日日（（（（火火火火））））        午前午前午前午前 10101010 時開議時開議時開議時開議    

26262626        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    

27272727        木村木村木村木村    和久和久和久和久        ８８８８    結結結結    

28282828        入江入江入江入江    順子順子順子順子        35353535    新新新新    

29292929        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６６６６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６６６６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６６６６月月月月 10101010 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    

１１１１    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    老朽危険空老朽危険空老朽危険空老朽危険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) 老朽危険空き家実態調査について 

(２) 鳥取市空き家対策基本方針について 

(３) 鳥取市空き家等の適正管理に関する要綱について 

(４) 条例化について 

 

２２２２    国際交流国際交流国際交流国際交流にににに関連関連関連関連してしてしてして    

････････････（（（（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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会）））） 

 (１) 清州市との中学生交流事業の中止について 

 (２) 観光パンフレット等における「東海」表記について 

 (３) 今後の清州市との姉妹都市交流について 

 

２２２２    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    全国都市緑化全国都市緑化全国都市緑化全国都市緑化フェアフェアフェアフェアとととと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、、、、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、、、、    

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) 本市が取り組んできた、森を守り、緑を育む事業の実績について 

① 立ち枯れ対策（雪害・松くい虫・ナラ枯れ）について 

 ② 竹林の伐採について 

 ③ 鳥取方式の芝生広場（公園・園庭）について 

 ④ 地元産木材の利用拡大について 

 (２) 都市緑化フェア会場（湖山池）の周辺環境整備の状況について 

  ① 水質浄化について 

  ② 周遊遊歩道について 

  ③ 青島公園整備について 

  ④ 猫島の松（川鵜の糞害による景観悪化）について 

 (３) 市民参加によるまちづくりについて 

 ① 緑豊かなまちづくり事業に対する行政の横の連携について 

 ② 協働のまちづくりに対する補助・助成制度の見直し拡充について 

    

３３３３    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    大路川水系大路川水系大路川水系大路川水系のののの各種警報及各種警報及各種警報及各種警報及びびびび勧告発令勧告発令勧告発令勧告発令のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

････････････（（（（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））））    

(１) 12 月議会での質問以降、県との交渉過程を問う 

(２) 各種警報の発令権者である県が、見直しに踏み切れない主たる原因 

はなにか 

 

２２２２    本市中学生本市中学生本市中学生本市中学生によるによるによるによる脅迫状脅迫状脅迫状脅迫状とととと放火予告放火予告放火予告放火予告でででで逮逮逮逮捕者捕者捕者捕者をををを出出出出したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその    

結果結果結果結果とととと対応対応対応対応はどうなったのかはどうなったのかはどうなったのかはどうなったのか････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 部活動におけるいじめの有無について 

(２) 部活参観日の実態と効果について 

(３) 逮捕者を出したことに対する反省と対策はなにか 
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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    

４４４４    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    動物愛護動物愛護動物愛護動物愛護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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 現状の課題と動物愛護法の改正点について 

(２) 「鳥取県動物愛護管理推進計画」と本市の役割について 

(３) 収容数について 

(４) 関係者や市民との連携について 

(５) 情報提供と周知について 

(６) 殺処分ゼロの課題認識について 

(７) 動物の命を大切にする教育について 

 (８) 動物福祉先進都市について 

 

２２２２    災害時災害時災害時災害時のののの職員体制職員体制職員体制職員体制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、、、、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) 被災地への職員派遣と今後の対応について 

(２) 支援者支援について 

(３) 資格の取得・登録について 

 

５５５５    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    指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度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) 指定管理者制度導入の目的について 

(２) 鳥取市における指定管理者制度の現状と課題について 

(３) 制度導入の経緯と成果に関する市民への説明について 

 

２２２２    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市まちづくりにおけるまちづくりにおけるまちづくりにおけるまちづくりにおける城下町城下町城下町城下町のののの遺構遺構遺構遺構・・・・歴史遺産歴史遺産歴史遺産歴史遺産のののの活用活用活用活用につにつにつにつ

いていていていて････････････（（（（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、、、、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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会）））） 

(１) 鳥取市まちづくりにおける城下町の遺構・歴史遺産への配慮につい

て 

(２) 鳥取城址整備と城下町の遺構・歴史遺産との関係について 

(３) 鳥取市庁舎整備と鳥取市の歴史を尊重したまちづくりについて 

(４) 計画立案過程における関連諸団体及び市民の合意形成について 

 

６６６６    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小小小小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    

････････････（（（（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) 青谷中学校改築に対する住民（ＰＴＡ・地域審議会）合意について 

(２) 学校統合と地域振興について 

(３) 適正規模について 

(４) 意見交換会について 

    

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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    

 (１) 現状認識について 

(２) 農林水産業への影響について 

(３) 医療に対する影響について 

(４) 市民生活について（食の安全、雇用、公共事業） 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年６６６６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６６６６月月月月 11111111 日日日日（（（（火火火火））））    

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 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    

････････････（（（（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) 健康寿命の延伸について 

(２) 胃がん対策について 

(３) 子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチン接種について 

(４) 風疹ワクチン接種について 

 

２２２２    循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成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････････････（（（（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) 小型家電リサイクルについて 

(２) 可燃物処理施設整備について 

(３) ＹＭ菌による生ごみの減量化について 

 

８８８８    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    障障障障がいがいがいがい者者者者のののの地域社会地域社会地域社会地域社会でのでのでのでの共生実現共生実現共生実現共生実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策についについについについ

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) 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

ついて 

(２) 知的障がい者・精神障がい者の成年後見人について 

(３) 障がい者に対する虐待への防止対策について 

 

２２２２    漁業振興漁業振興漁業振興漁業振興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) 燃油高騰対策について 

(２) 魚価対策について 

 

９９９９    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    女性女性女性女性のののの視視視視点点点点をををを生生生生かしたかしたかしたかした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、、、、人権政策監人権政策監人権政策監人権政策監））））    

(１) 避難所運営者について 

(２) 災害備蓄について 

(３) 避難所のスペース活用について    

    

２２２２    砂砂砂砂のののの美術館美術館美術館美術館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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 第６期の砂像について    

(２) 郷土を愛する子供たちの育成について    

    

３３３３    子供子供子供子供たちをたちをたちをたちを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくくネットネットネットネット環境環境環境環境についてについてについてについて    

････････････（（（（人権政策監人権政策監人権政策監人権政策監、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 携帯電話・インターネットについて    

① 被害の現状について 

② 対策について    

(２) 関係機関との連携について 
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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    

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    税税税税・・・・料料料料のののの徴収徴収徴収徴収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））））    

(１) 児童手当差し押さえ訴訟に対する市長の見解について 

 (２) 徴収業務に当たる姿勢について 

 (３) 滞納処分について    

    

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) これまでの経緯に対する市長の認識について 

 

11111111    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    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) 現状について 

(２) 今後について 

 

２２２２    本市本市本市本市のののの観光観光観光観光のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて････････････（（（（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) しゃんしゃん祭の現状と課題について 

(２) 獅子舞について 

(３) ループ麒麟獅子について 

 

３３３３    病院経営病院経営病院経営病院経営についてについてについてについて････････････（（（（市立病院市立病院市立病院市立病院））））    

(１) 改革プランについて 

(２) 管理者の運営方針について 

 

12121212    議席番号 20 

児島児島児島児島    良良良良    

((((結結結結))))    

    
１１１１    地域振興基金地域振興基金地域振興基金地域振興基金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) 基金の目的及び現在の積立金額について    

(２) 基金の活用方針について 

 

２２２２    看護師専門学校看護師専門学校看護師専門学校看護師専門学校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) 事業者との同意内容について    

 

３３３３    可燃物処理施設可燃物処理施設可燃物処理施設可燃物処理施設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) 現在の状況と今後の見通しについて    

 

13131313    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    法定外公共物法定外公共物法定外公共物法定外公共物のののの管理管理管理管理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、、、、農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    
(１) 鳥取市法定外公共物の管理、占用、許認可の状況について 

(２) 鳥取市法定外公共物管理条例と国の指導で制定施行をされている土

地改良の同類規定について 

(３) 本市の条例中に農業区域は適応除外について 

 

２２２２    都市計画都市計画都市計画都市計画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) 都市計画の現状と市長の所見について 

(２) 都市計画マスタープランの目的と計画の進捗状況について 

(３) 鳥取駅南部地域及び叶工業団地の土地利用計画と用途地域の見直し

について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年６６６６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６６６６月月月月 14141414 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    

14141414    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    平成平成平成平成 26262626 年第年第年第年第 50505050 回回回回しゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃんしゃん祭祭祭祭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) 本年のしゃんしゃん祭の意気込みについて 

(２) 50 回という節目の年への思いとイベントについて 

(３) 姉妹都市との連携について 

(４) ブラジル県人会傘踊り交流連の招待について 

 

２２２２    暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策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、、、、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) 近年の暑さへの認識と対策の現状（市民・保育・教育・市長部局現

場）について 

(２) 熱中症対策について 

(３) 緑化の認識の現状と推進について 

(４) 小・中学校扇風機設置の現状と効果について 

(５) 他市町村の冷房化の現状と健康・学習状況について 

(６) 冷房化への指針（事業費含む）について 

 

15151515    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    フフフファシリティマネジメントァシリティマネジメントァシリティマネジメントァシリティマネジメント機能強化機能強化機能強化機能強化へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

････････････（（（（総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監））））    

(１) ファシリティマネジャー公募後の状況について 

(２) ＦＭ機能強化への組織体制について 

(３) 平成 25年度事業と既設の公共施設利活用計画との整合性について 

(４) 仮称「市有施設の総量適正化計画」について 

(５) 効率的維持管理手法について 

(６) 維持管理に関する職員研修について 

(７) 取り組みの成果指標のあり方について 

 

16161616    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    農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの活性化活性化活性化活性化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、、、、農林水農林水農林水農林水産部産部産部産部））））    

(１) 鳥取市農業振興プランについて    

(２) 後継者対策について 

 (３) 燃油、飼料高騰対策について 

 

17171717    議席番号 18 

中島規夫中島規夫中島規夫中島規夫    

((((清和会清和会清和会清和会))))    

    

    
１１１１    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの防災体制防災体制防災体制防災体制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））））    
(１) 防災無線、消防施設、消防用具は万全の体制か 

    

２２２２    校区審議校区審議校区審議校区審議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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 現在の様子について 

(２) 公平・公正な教育行政について 

 

３３３３    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの抱抱抱抱えるえるえるえる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    

････････････（（（（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、、、、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) 市庁舎、可燃物処理場、三洋跡地、看護師養成施設用地について市

長の考え方 
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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    

18181818    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））））    

(１) 市庁舎整備の考え方について 

(２) 住民投票をどう受け止めているのか 

(３) 専門家委員会の報告書に対する所感について 

(４) 市民意識調査について 

(５) 今後の市庁舎整備の進め方について 

(６) 市民の要請書署名について 

 

19191919    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    市民市民市民市民のののの暮暮暮暮らしとらしとらしとらしとアベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス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、、、、経済観光経済観光経済観光経済観光部部部部、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) アベノミクスと国民生活を守る所得向上、雇用、社会保障の対策と 

市長の考えについて 

 (２) 市民生活を守るための独自対策について 

 

２２２２    市庁舎市庁舎市庁舎市庁舎のののの耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修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) 住民投票の結果に対する認識と市の責任について 

(２) 専門家委員会の報告と市の態度について 

    

３３３３    市道市道市道市道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････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    

(１) 市民の要望と事業の執行について    
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平成平成平成平成 25252525 年年年年６６６６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６６６６月月月月 17171717 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    

20202020    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    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) 鳥取市庁舎整備専門家委員会について 

(２) 鳥取市庁舎整備専門家委員会の報告書について 

(３) 防災機能について 

(４) 行政機能について 

(５) 市民サービス機能について 

(６) 駐車場について 

(７) バリアフリーについて 

(８) 建設費について 

(９) 維持管理費について 

(10) 市庁舎問題の方向性について 

 

21212121    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    湖山池湖山池湖山池湖山池のののの環境環境環境環境とととと周辺整備周辺整備周辺整備周辺整備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））））    

(１) 世界ジオパーク認定と湖山池周辺整備の整合性について 

(２) 湖山池周辺地域公園基本計画の見直しについて 

(３) 全国都市緑化とっとりフェアについて 

 ① 大規模養鶏場の悪臭対策について 

 ② ナチュラルガーデンの管理と活用について 

  ③ 鳥取流緑化スタイルについて 

(４) 汽水化実施による効果と課題について 

(５) 遊歩道の整備について 

 

２２２２    庁舎整備庁舎整備庁舎整備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) 市長の所見について 

 

 

22222222    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    地籍調査地籍調査地籍調査地籍調査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））））    

(１) 地籍調査の概要について 

(２) 鳥取市の取り組みについて 

(３) 鳥取市の考え方について 

(４) 現状と課題について 

(５) 今後の進め方について 

 

23232323    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    観光振興観光振興観光振興観光振興のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    

(１) 鳥取自動車道全線開通による県外観光客の入り込み状況について 

(２) 主要観光施設の入り込み状況について 

(３) 観光産業育成支援状況について 

(４) 観光振興策への戦略について 

(５) 広域的な観光連携の取り組みについて 

 

２２２２    中山間地域活性化中山間地域活性化中山間地域活性化中山間地域活性化のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

････････････（（（（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）））） 

(１) トットリアフトピア協会の現状と課題について 

(２) 里山交流活動事業と農作業体験交流事業について 

(３) むらづくりまちづくり活性化対策について 

(４) 農林水産部と企画推進部との連携強化への対策について 
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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    

24242424    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    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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 攻める農業の実現に向けて 

  ① ６次産業化への取り組みについて 

  ② 地域特産物の育成について 

  ③ 担い手育成について 

  ④ 法人化による経営安定対策について 

  ⑤ 食農教育について 

 

25252525    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    環境問題関連環境問題関連環境問題関連環境問題関連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））））    

(１) 不法投棄監視員の活動状況について 

(２) 不法投棄防止へ向けた強化策について 

(３) 湖山池の水質問題について 

(４) 湖山水門の扱いについて 

 

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) 鳥取市スポーツ基本計画（仮称）作成の考え方について 

(２) 鳥取市スポーツ推進審議会委員の考え方について 

(３) 中学校における部活動ガイドラインについて 

(４) 学校給食について 

(５) 鳥取市体育協会の事業運営について 
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平成平成平成平成 25252525 年年年年６６６６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６６６６月月月月 18181818 日日日日（（（（火火火火））））    

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    

26262626    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    中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの活性化活性化活性化活性化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、、、、農林農林農林農林水産部水産部水産部水産部））））    

(１) 山間集落実態調査について 

(２) 中山間地域対策強化について 

(３) 地場産業の活性化と農業振興プランについて 

(４) 成果と今後の達成目標について    

    

２２２２    笑顔笑顔笑顔笑顔あふれるあふれるあふれるあふれる居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護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) 介護保険サービスの利用状況について 

(２) 地域密着型サービスの現状と課題について 

(３) 定期巡回・随時対応型介護看護の現状について 

 

27272727    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    市長市長市長市長のののの経営経営経営経営センスセンスセンスセンス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) 財政状況について 

(２) 国の職員給与削減に伴う要請対応について 

(３) 職員定数の削減について 

(４) 財政支出について 

(５) 事業手法について 

 

28282828    議席番号 35 

入江順子入江順子入江順子入江順子    

((((新新新新))))    

    
１１１１    本市本市本市本市のののの中心市街地活性化中心市街地活性化中心市街地活性化中心市街地活性化のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    

(１) 多極型のコンパクトなまちづくりについての構想と進捗状況につい

て 

(２) 若者の参画現状と今後の対策について 

(３) 空き店舗対策について 

 

２２２２    本市本市本市本市のののの文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術のののの振興推進振興推進振興推進振興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) 市民の文化芸術活動の支援について 

(２) 美術館設置への取り組みについて 

    

３３３３    本市本市本市本市のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、人権政策監人権政策監人権政策監人権政策監、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 男女共同参画への理解の促進、特に市役所における取り組みについ

て 

(２) 男女の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（子

供たちの育成にどのようにかかわっているか）について 

 

29292929    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    若者若者若者若者がががが定住定住定住定住できるできるできるできる雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出とととと就労環境就労環境就労環境就労環境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、、、、経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部、、、、水道局水道局水道局水道局、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    

(１) 生活を営める雇用の創出について    

(２) 非正規職員の労働条件の整備について    

    

２２２２    市庁舎整備市庁舎整備市庁舎整備市庁舎整備についについについについてててて････････････（（（（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））））    
(１) 基本方針について    

 

 


