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○○○○平成平成平成平成 22224444 年年年年 12121212 月月月月６６６６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        両川両川両川両川    洋洋洋洋々々々々        32323232    結結結結    

２２２２        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    

３３３３        島谷島谷島谷島谷    龍司龍司龍司龍司        ９９９９    新新新新    

４４４４        中村中村中村中村    晴通晴通晴通晴通        19191919    結結結結    

５５５５        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    

６６６６        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    
    

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月月月月７７７７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        

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    

７７７７        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    

８８８８        入江入江入江入江    順子順子順子順子        35353535    新新新新    

９９９９        森本森本森本森本    正行正行正行正行        34343434    新新新新    

11110000        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    

11111111        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    

11112222        寺坂寺坂寺坂寺坂    寛夫寛夫寛夫寛夫        10101010    新新新新    
                    

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月月月月 12121212 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        

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    

13131313        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    

14141414        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    

11115555        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    

16161616        児島児島児島児島        良良良良        20202020    結結結結    

11117777        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    

18181818        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    
    

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年 12121212 月月月月 13131313 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    

19191919        椋田椋田椋田椋田    昇一昇一昇一昇一        ７７７７    結結結結    

20202020        川瀬川瀬川瀬川瀬    滋子滋子滋子滋子        21212121    結結結結    

21212121        寺垣寺垣寺垣寺垣    健二健二健二健二        30303030    結結結結    

22222222        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    

22223333        木村木村木村木村    和久和久和久和久        ８８８８    結結結結    

22224444        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 24242424 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    
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平成平成平成平成 24242424 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 22224444 年年年年 12121212 月月月月６６６６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 32 

両川洋両川洋両川洋両川洋々々々々    

((((結結結結))))    

    

 

１１１１    本市本市本市本市のののの防災防災防災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））））    
(１) 海抜表示地区の拡大について 

(２) 指定避難施設の見直しについて 

(３) 災害時避難に活用させていただく民間ビルについて 

 

２２２２    国際国際国際国際まんがまんがまんがまんが博博博博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) 来場者数と本市の経済効果について 

(２) 来年度以降に継続できる事業と展望について 

(３) 「ポストまんが博」の取り組みについて 

 

２２２２    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    子育子育子育子育てててて応援応援応援応援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････････････（（（（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) 子ども・子育て支援関連３法について 

(２) 放課後児童クラブの運営について 

(３) 保育園の運営について 

 

２２２２    可燃物焼却施設整備可燃物焼却施設整備可燃物焼却施設整備可燃物焼却施設整備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) 環境影響評価について 

(２) 施設規模と処理対象物について 

 

３３３３    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    雇用問題雇用問題雇用問題雇用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、、、、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））））    

(１) 三洋ＣＥビジネスユニットの事業再編に伴う雇用動向について 

(２) 離職者対策について 

(３) 千代三洋工業事業再編における障がい者雇用の動向と対策について 

(４) 本市の雇用問題に対する現在の取り組みと今後の対策について 

 

４４４４    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    小小小小・・・・中学校校区編成中学校校区編成中学校校区編成中学校校区編成についてについてについてについて････････････（（（（教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会））））    
(１) 教育委員会の方針について 

(２) 校区審議会について 

(３) 小規模校特別転入制度について 

 

５５５５    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    観光施策観光施策観光施策観光施策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、、、、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) 山陰海岸ジオパークの世界ジオパークネットワーク加盟認定２年の

総括について 

(２) 観光白書 2012 について 

 

２２２２    市有財産市有財産市有財産市有財産のののの利活用利活用利活用利活用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) 遊休財産の現状と今後の考え方について 

(２) 廃校、旧地区公民館の利活用の考え方について 

(３) 地区公民館、町体育館利用のあり方について    
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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    

６６６６    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    安全安心安全安心安全安心安全安心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････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 街灯、防犯灯について 

 ① 設置状況について 

 ② 県・市の対応について 

 ③ 今後の対策について 

 

２２２２    千代川千代川千代川千代川のののの鮎漁獲量鮎漁獲量鮎漁獲量鮎漁獲量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) 稚魚の放流、成育状況について 

(２) 河川の管理について 

(３) 魚道の整備について 

(４) 鵜、鷺対策について 

 

３３３３    防災幹線道路防災幹線道路防災幹線道路防災幹線道路ネットワークネットワークネットワークネットワーク構想構想構想構想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））））    
(１) 防災幹線道路ネットワークについて 

(２) 本市の取り組み状況について    
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平成平成平成平成 24242424 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 22224444 年年年年 12121212 月月月月７７７７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    市民市民市民市民・・・・住民合意取得住民合意取得住民合意取得住民合意取得とととと行政行政行政行政のののの決定過程決定過程決定過程決定過程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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 市庁舎整備について 

(２) 城跡整備計画と周辺文教環境整備計画について 

 ① 景観整備について 

 

２２２２    地場産業地場産業地場産業地場産業のののの振興振興振興振興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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 公共工事及び公共的建造物における木材利用の促進について 

(２) 歴史遺産の保存・活用について 

(３) 地域の伝統技術を生かした歴史的景観まちづくりについて 

 

８８８８    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環境施策環境施策環境施策環境施策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････････････（（（（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) 地球温暖化防止に関する本市の取り組みについて 

(２) 環境学習について 

 

２２２２    高齢者高齢者高齢者高齢者バスバスバスバス運賃優待制度運賃優待制度運賃優待制度運賃優待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) 高齢者向けバス定期券の実施状況について 

(２) 平成 24年度は廃止となっている回数券の割引制度について 

 

９９９９    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    環境保全環境保全環境保全環境保全（（（（河川河川河川河川・・・・水水水水））））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) 千代川の水質状況について 

 (２) 千代川流域圏域の下水処理施設の現況について 

 (３) 各処理施設の構造基準と維持管理の基準について 

(４) 集落排水施設の高度処理化の推進について 

(５) 小規模施設の統合及び公共下水道との統合について 

    

２２２２    空空空空きききき家問題家問題家問題家問題とととと高齢者高齢者高齢者高齢者のののの住住住住まいについてまいについてまいについてまいについて    

････････････（（（（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、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    

(１) 本市の「空き家」の実態について    

(２) 固定資産税の「不納欠損」「収入未済」と「空き家」の関係について    

(３) 他の自治体で進められている「空き家対策の条例化」の認識と本市

における条例化取り組みについて    

(４) 本市における「老人保健施設」「老人福祉施設」の現状及び施設入居

待機者の実態について    

(５) 団塊の世代の超高齢化が迫る中、国が新たに始めた「サービス付き

高齢者住宅」の本市の状況について 

(６) 大阪府が導入した「サービス付き高齢者住宅の家賃補助」に対する

竹内市長の見解について    
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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    

11110000    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、、、、企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 住民投票の結果と市の責任について 

(２) 市長の記者会見について 

 

11111111    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    看護養成機関看護養成機関看護養成機関看護養成機関のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて    

････････････（（（（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））））    
(１) 応募の状況について 

(２) 今後の予定について 

 

２２２２    レークレークレークレーク大樹大樹大樹大樹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) 検討会の様子について 

(２) 今後の予定について 

 

３３３３    公設市場公設市場公設市場公設市場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) 公設市場の現状と今後の予定について 

 

11112222    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    ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（自動体外式除細動器自動体外式除細動器自動体外式除細動器自動体外式除細動器））））のののの導入導入導入導入によるによるによるによる救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの充充充充

実実実実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、、、、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) ＡＥＤ導入の状況と今後の導入計画について 

 (２) 各地域の体育館・公民館・集会所への導入について 

 (３) 設置後の管理について 

(４) 公共施設導入に伴う救命講習の実態について 

(５) 市民啓発の取り組みについて 

(６) 消防局との連携について 

    

２２２２    市庁舎耐震改修案市庁舎耐震改修案市庁舎耐震改修案市庁舎耐震改修案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、、、、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) 工事中における駐車場対策について    

(２) 現本庁舎裏出入口の利用実態と今後の対策について    

(３) 現庁舎のコンクリート劣化対策について    

(４) 市民会館の利用状況と今後の対策について    
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平成平成平成平成 24242424 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 24242424 年年年年 12121212 月月月月 12121212 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    

11113333    議席番号１ 

田中文田中文田中文田中文子子子子    

((((共産党共産党共産党共産党))))    

    

１１１１    いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題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････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 本市のいじめの現状とその認識について 

(２) 本市が取り組んでいる対策について 

 

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････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 本市の放課後児童クラブ設置の基本的な考え方と支援策について 

 (２) 現状認識と改善策について 

 

３３３３    有機農業有機農業有機農業有機農業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) 今後の支援策について    

    

４４４４    千代三洋千代三洋千代三洋千代三洋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) 希望退職募集について 

 

11114444    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    低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会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    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、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) 節電に対する本市の取り組みについて 

(２) ＬＥＤ照明の導入について 

 ① 市有施設について 

② 街路灯、防犯灯について 

 

２２２２    合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽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) 汚水処理施設整備における合併処理浄化槽の考え方について 

(２) 県から市への権限移譲について 

(３) 法定検査について 

 ① 受検率の現状と課題について 

 ② 受検率向上の対策について 

 

11115555    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    市民市民市民市民のののの安心安心安心安心生活生活生活生活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、、、、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) 消費者教育推進法について 

(２) 本市の現状と課題について 

(３) 各課の連携について 

(４) 具体の対策について 

 

２２２２    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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 造血幹細胞移植推進法について 

(２) ドナー登録の現状と課題について 

(３) ドナー助成制度について 

(４) ノロウイルスを初めとする感染症について 
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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    

11116666    議席番号 20 

児島児島児島児島    良良良良    

((((結結結結))))    

    

１１１１    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、、、、総務調整監総務調整監総務調整監総務調整監））））    

(１) 財政状況について 

① 地方税の状況について 

② 将来負担比率について 

③ 実質公債費比率について 

④ 財政力指数について 

(２) 財政調整基金について 

 

11117777    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    住宅小規模住宅小規模住宅小規模住宅小規模リフォームリフォームリフォームリフォーム助成制度助成制度助成制度助成制度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) 来年度に向けての制度の改善について 

 

２２２２    国英地区可燃物処理施設国英地区可燃物処理施設国英地区可燃物処理施設国英地区可燃物処理施設のののの建設計画建設計画建設計画建設計画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) 環境影響評価準備書に対する知事意見についての市長の見解につい

て 

 

18181818    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    平成平成平成平成 22225555 年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成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））））    

(１) 財政見通しと本市の課題について 

(２) 自治体データのクラウド化について 

 

２２２２    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの教育展望教育展望教育展望教育展望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) 教育委員会の理念と最優先課題について 

(２) 生命を守る教育について 
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平成平成平成平成 24242424 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 24242424 年年年年 12121212 月月月月 13131313 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７ 

椋田昇一椋田昇一椋田昇一椋田昇一    

((((結結結結))))    

    

１１１１    不祥事不祥事不祥事不祥事へのへのへのへの対応対応対応対応とととと再発防止再発防止再発防止再発防止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) 教職員の不祥事（体罰）について 

① 事実と経過と現状について 

 ② 謝罪と反省と再発防止について 

 (２) 鳥取市の情報公開と説明責任、当事者及び市民の信頼について 

     

20202020    議席番号 21 

川瀬滋子川瀬滋子川瀬滋子川瀬滋子    

((((結結結結))))    

    

１１１１    食育食育食育食育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、、、、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、、、、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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 食育を取り巻く現状についての認識について 

 (２) 食育を取り巻く問題点と課題について 

 (３) 食育推進計画の必要性について 

(４) 第９次総合計画・とっとり市民元気プランについて 

    

22221111    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    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) 提案説明の真意について 

22222222    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やややや障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある方方方方のののの住環境住環境住環境住環境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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 住環境整備の状況について 

 ① 現状の整備状況と課題について 

 ② 地域包括ケアの推進に向けた整備について 

 ③ 居住環境整備に向けた事業について 

 ④ 助成事業、貸付事業への資格要件について 

(２) 公営住宅、賃貸住宅の入居要件について 

 

２２２２    いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題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、、、、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) 文部科学省の緊急調査について 

(２) いじめの定義について 

(３) いじめの背景について 

(４) いじめがもたらすものについて 

(５) いじめへの対処について 
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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    

22223333    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    生活習慣病対策生活習慣病対策生活習慣病対策生活習慣病対策をををを重点施策重点施策重点施策重点施策にににに    

････････････（（（（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））））    

(１) 民生費を取り巻く課題認識について 

 (２) 医療費、特に国保会計について 

 (３) 生活習慣病「尼崎市の取り組み」について 

(４) 対処から予防への施策転換について 

 

24242424    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    鳥取駅南部鳥取駅南部鳥取駅南部鳥取駅南部のののの都市環境整備都市環境整備都市環境整備都市環境整備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) 国、県、市道の整備状況と未整備箇所の整備計画について 

(２) 千代川及び周辺河川洪水対策と防災シミュレーション・ハザードマ

ップについて 

(３) 市街地南部空山、八坂山の急傾斜地の安全対策について 

 

    

    


