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○○○○平成平成平成平成 22224444 年年年年９９９９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        

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

２２２２        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    

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

４４４４        児島児島児島児島        良良良良        20202020    結結結結    

５５５５        中村中村中村中村    晴通晴通晴通晴通        19191919    結結結結    

６６６６        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    

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 24242424 年年年年９９９９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    

８８８８        砂田砂田砂田砂田    典男典男典男典男        11111111    新新新新    

９９９９        入江入江入江入江    順子順子順子順子        35353535    新新新新    

10101010        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    

11111111        寺垣寺垣寺垣寺垣    健二健二健二健二        30303030    結結結結    

12121212        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    

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

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年９９９９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        

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    

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

16161616        島谷島谷島谷島谷    龍司龍司龍司龍司        ９９９９    新新新新    

11117777        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    

18181818        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    

11119999        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    

20202020        森本森本森本森本    正行正行正行正行        34343434    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    
                        

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年９９９９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        

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    

22222222        椋田椋田椋田椋田    昇一昇一昇一昇一        ７７７７    結結結結    

23232323        川瀬川瀬川瀬川瀬    滋子滋子滋子滋子        21212121    結結結結    

24242424        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    

22225555        房安房安房安房安        光光光光        23232323    新新新新    

22226666        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    

22227777        木村木村木村木村    和久和久和久和久        ８８８８    結結結結    
                        

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年９９９９月月月月 19191919 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    

28282828        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    

29292929        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    

30303030        平野真理平野真理平野真理平野真理子子子子        ３３３３    公明党公明党公明党公明党    

31313131        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 24242424 年年年年９９９９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９９９９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９９９９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    

１１１１    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    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きがいやきがいやきがいやきがいや健康健康健康健康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････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    

(１) 老人クラブ社会参加活動促進事業について 

(２) 本市老人クラブ活動の現状と課題について 

(３) 今後の取り組み対策について 

 

２２２２    公共施設公共施設公共施設公共施設ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化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、、、、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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会）））） 

(１) 各地区敬老会の開催状況について 

(２) 高齢者・障がい者を対象としたバリアフリー化への取り組みについ

て 

(３) バリアフリー化と公共施設トイレ整備の研究について 

 

３３３３    市庁舎耐震改修市庁舎耐震改修市庁舎耐震改修市庁舎耐震改修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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 文化財調査について 

(２) 駐車場対策について 

(３) 周辺渋滞対策について 

 

２２２２    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    鳥取南部地域鳥取南部地域鳥取南部地域鳥取南部地域ののののバスバスバスバス運行運行運行運行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) 鳥取南部地域新公共交通システム運行計画とＰＲについて 

(２) バス乗り継ぎ拠点について 

(３) 利用促進について 

(４) 乗り継ぎ拠点への高速バス乗り入れについて 

 

２２２２    農業用水路農業用水路農業用水路農業用水路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････････････（（（（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) 取水口及び用水路の管理の現状について 

(２) 大雨による取水口及び用水路土砂堆積の対応について 

(３) 樋門による堆積防止について 

 

３３３３    ウラジオストクチャーターウラジオストクチャーターウラジオストクチャーターウラジオストクチャーター便便便便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) 前年度の状況について 

  (２) 今回の見込みについて 

(３) 搭乗率向上に向けての考え方について 

 

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    いじめのいじめのいじめのいじめの現状現状現状現状とととと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) いじめ発生の現状について 

(２) 本市がとった対応、対策について 

(３) 教師の側の問題点について 

(４) 第三者委員会の立ち上げについて 

(５) 条例制定について 
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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    

４４４４    議席番号 20 

児島児島児島児島    良良良良    

((((結結結結))))    

 

１１１１    本市本市本市本市のいじめのいじめのいじめの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    

････････････（（（（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) いじめ防止の考え方について 

(２) いじめ防止条例制定について 

 

２２２２    本市本市本市本市のののの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、、、、出納室出納室出納室出納室））））    
(１) 基金の繰替運用について 

(２) 合併算定替について 

(３) 特例公債法について 

 

５５５５    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    除雪対策除雪対策除雪対策除雪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) 除雪機の貸与について 

    

２２２２    市民市民市民市民へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供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) 情報提供のあり方について 

(２) あり方検討会議について 

 

６６６６    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    久松山久松山久松山久松山とととと城下町鳥取城下町鳥取城下町鳥取城下町鳥取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    

････････････（（（（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) 久松山散策ルートについて 

(２) 城下町鳥取の歴史まちづくりについて 

 

２２２２    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････････････（（（（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) 協働のまちづくりについて 

(２) 市民合意形成の方法について 

 

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    領土問題領土問題領土問題領土問題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））））    

(１) 領土問題に対する市長の認識について 

(２) 清州市民訪問団の訪鳥延期について 

(３) 今後の国際交流（韓国・中国）について 

    

２２２２    「「「「看護師等養成機関看護師等養成機関看護師等養成機関看護師等養成機関」」」」設置設置設置設置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、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    
(１) 「看護師等養成機関の新たな設置検討会」の提言について 

(２) 「看護師等養成所設置準備委員会（仮称）」について 

(３) 養成所設置の条件・スケジュールについて 

(４) 中部における看護大学設置構想について 

(５) 県との連携・協力体制について 
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平成平成平成平成 24242424 年年年年９９９９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９９９９月月月月 11112222 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    

８８８８    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) 成年後見制度ってどんな制度ですか 

(２) 成年後見制度にはどのようなものがあるのですか 

(３) 成年後見人にはどのような人が選ばれるのですか 

(４) 成年後見人の役割は何ですか 

(５) 本市における成年後見制度の現状について 

(６) 市の責務について 

(７) 市民後見推進事業について 

(８) 権利擁護支援センターへの支援について 

 

９９９９    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    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの保育行政保育行政保育行政保育行政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））））    

(１) 保育園の施設整備について 

(２) 地域からの要望の取り扱いについて 

 

２２２２    若者若者若者若者のののの市政参画市政参画市政参画市政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････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    

(１) 若者のための鳥取塾事業の目的について 

(２) 具体的な取り組みと成果への対応について 

    

３３３３    学校教育学校教育学校教育学校教育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) 小中学校の学級運営について 

① 学級委員長の取り扱いについて 

② 児童・生徒の自主的主体的活動について 

(２) 地域との連携はどのような対応がなされているか 

 

10101010    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    校区審議会校区審議会校区審議会校区審議会のののの現状現状現状現状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) 小中学校の統廃合の進捗状況について 

 

２２２２    上寺地遺跡上寺地遺跡上寺地遺跡上寺地遺跡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････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 該当地権者からの地域審議会の要望書について 

 

３３３３    レークレークレークレーク大樹大樹大樹大樹のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後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））））    
 

11111111    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予防医療予防医療予防医療予防医療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････････････（（（（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) 予防医療を充実すれば、医療・介護の支出は大きく減らせることは 

尼崎市で実証されている。本市でも、本腰を入れて取り組む時期が

来ていると思うがどうか。 
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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    

12121212    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    観光行政観光行政観光行政観光行政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) 今年度事業の進捗状況について 

 (２) 市長が考える鳥取市観光の強みについて 

 (３) 観光行政における市民参画について 

(４) 広域観光について 

 (５) 今夏のしゃんしゃん祭の総括について 

    

２２２２    学校給食学校給食学校給食学校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) 食材調達の現状について    

(２) 保護者負担の軽減について    

(３) 給食費の取り扱いの現状と問題点について 

    

３３３３    事故事故事故事故ゼロゼロゼロゼロ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））））    

(１) 本市の交通事故の現状について    

(２) 「鳥取市交通安全計画」について    

(３) 交通違反者への対応について 

    

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    通学路通学路通学路通学路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    

････････････（（（（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) 緊急安全点検を踏まえ現在までの現地確認作業の進捗状況について 

 (２) 通学路安全確保対策協議会（仮称）について 

 (３) 今後の整備計画の考え方について 

    

２２２２    簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事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、、、、水道局水道局水道局水道局））））    

(１) 簡易水道の上水道への統合へ向けた取り組み経過について    

(２) 新たに上水道への接続の考え方について    

(３) 地元説明会の考え方及び具体的スケジュールについて    

(４) 地元負担金の返済の考え方について    

(５) 今後の水道局職員数について    

    

14141414    

    

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    霊石山周辺霊石山周辺霊石山周辺霊石山周辺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、、、、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) 林道の維持管理について 

(２) 学校教育における課外活動の場として 

(３) スカイスポーツの拠点としての整備について 

(４) 空山へのアクセス道の整備について 

 

２２２２    商工会商工会商工会商工会のののの活性化活性化活性化活性化にににに対対対対するするするする支援支援支援支援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) 商工会の現状と課題について 

(２) 鳥取市の支援策について 

(３) 商工会の活性化のための方策について 
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平成平成平成平成 24242424 年年年年９９９９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９９９９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    

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    クレークレークレークレー射撃場代替施設整備射撃場代替施設整備射撃場代替施設整備射撃場代替施設整備にににに係係係係るるるる県県県県とのとのとのとの協議協議協議協議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) 射撃場整備のあり方検討会の開催状況と協議内容について 

(２) 施設整備に向けてのスケジュールについて 

(３) 昨年９月以降の土壌・水質検査の実施状況とその結果について 

(４) 施設整備への本市の考え方について 

(５) 既存施設を閉場（廃止）とした場合の本市の対応について 

(６) 将来的な土壌汚染への安全対策について 

(７) 全国クレー射撃大会の本県開催予定について 

 

16161616    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    生活保護生活保護生活保護生活保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) 生活保護の現状と支援について 

(２) 孤立死対策について 

(３) 生活保護の世代間連鎖について 

 

２２２２    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････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 求人・求職状況について 

(２) 企業誘致について 

 

17171717    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    原発再稼働原発再稼働原発再稼働原発再稼働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、、、、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) 原発事故と危険性に対する認識について 

(２) 島根原発の再稼働について 

 

２２２２    再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの自給自給自給自給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) 本市の現状と今後の目標について 

    

３３３３    災害時災害時災害時災害時のののの避難所避難所避難所避難所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) 災害種別に応じて対応できるか 

(２) 避難設備や備蓄品が適切に保管管理され、災害時に活用できるよう 

になっているか 

(３) 地元の改善要望について 

    

４４４４    使用料使用料使用料使用料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････････････（（（（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) 市民の合意は得られているか 

(２) 高校生を有料としたのはなぜか 

(３) 有料にすれば市民の不公平感は解消できるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/12 

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 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    社会保障社会保障社会保障社会保障とととと税税税税のののの一体改革一体改革一体改革一体改革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、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    

(１) 社会保障制度改革推進法と消費増税法の附則条項について市長の見

解を問う 

 

２２２２    国際交流国際交流国際交流国際交流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) これまでの交流、中断について 

(２) 国家間の問題における対応とあり方について 

    

３３３３    市民市民市民市民サービスサービスサービスサービスとととと職職職職員員員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））））    

(１) 職員数と休職について 

(２) 人事の配置と異動について 

 

19191919    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増進健康増進健康増進健康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））））    

(１) がん検診の向上について 

① 検診率向上について 

② ＡＩＣＩＳの効果について 

(２) 高齢者の肺炎対策について 

① 肺炎球菌ワクチンの予防効果について 

 ② 公費助成について 

 

２２２２    市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの入居基準入居基準入居基準入居基準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････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    

(１) 意見集約について 

(２) 基準引き下げのメリット・デメリットについて 

(３) 県営住宅との整合性について 

 

３３３３    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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 本市の実態と取り組みについて 

(２) 教育委員会制度について 

(３) 第三者委員会の設置について 

(４) 人権教育について 

 

20202020    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    防災防災防災防災・・・・減災減災減災減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、、、、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））））    

(１) 本市の災害想定について 

(２) 避難施設や避難路の確保について 

(３) 災害弱者への支援について 

 

２２２２    砂砂砂砂のののの美術館美術館美術館美術館のののの駐車場駐車場駐車場駐車場についてについてについてについて････････････（（（（経済観経済観経済観経済観光部光部光部光部））））    

(１) 駐車場の現状と整備計画について 

(２) 市営駐車場（有料）への助成について    

    

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ジュニアジュニアジュニアジュニア育成育成育成育成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) 本市のスポーツ振興策について 

(２) ジュニア育成の取り組みについて    
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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    

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    熱中症対策熱中症対策熱中症対策熱中症対策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) 猛暑の原因と今後の気象予測について 

(２) 本市の熱中症の発生状況について 

(３) 熱中症対策の現状と今後の取り組みについて 

 

２２２２    情報情報情報情報のののの発信発信発信発信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) 本市の情報発信の方法について 

(２) 各種情報発信手法による広報効果について 

① 鳥取市のＨＰについて 

(３) ＳＮＳ利活用の必要性について 

(４) 今後の取り組みについて    

    

３３３３    通学路通学路通学路通学路のののの安全確保安全確保安全確保安全確保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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 安全点検実施後の対策について 

 ① 関係機関との連携・協力について 

(２) 「通学路の安全確保に特化した整備計画（案）」について    
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平成平成平成平成 24242424 年年年年９９９９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    一般一般一般一般質問発言通告一覧表質問発言通告一覧表質問発言通告一覧表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９９９９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    

22222222    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    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    

(１) 基本施策について 

① 「個人の要望」と「社会の要請」に応じる学習の現状と課題につ

いて 

② 誰でも学べる学習や情報提供の現状と課題について 

(２) 生涯学習委託事業について 

  ① 経過と現状について 

② 事業の検証と評価について 

③ 課題と今後の方向性について 

 

23232323    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････････････（（（（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) 食育講演会の評価について 

(２) 食育講演会の今後の取り組みについて 

(３) 食育推進計画について 

(４) 学校給食における食育についての考え方について 

(５) 学校栄養職員と栄養教諭の業務内容について 

(６) 具体的な取り組み事例について 

 

２２２２    農林水産業農林水産業農林水産業農林水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････････････（（（（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) 鳥取市の農林水産振興計画について 

(２) 地域振興プランとのかかわりを含めた、新市域の農業振興の考え方 

と対策について 

(３) 鳥取地域の農業振興の考え方と対策について 

 

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    市街地中小河川市街地中小河川市街地中小河川市街地中小河川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    

････････････（（（（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、、、、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) 自然保護、環境保全について 

(２) 環境美化活動の状況について 

(３) 鳥取駅南部の浸水シミュレーションについて 

 

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････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    

(１) 鳥取市都市計画審議会について 

(２) 鳥取市都市計画の現状と課題について 

(３) 叶工業専用区域内の土地利用状況について 

(４) 叶工業専用区域周辺県道・市道の拡幅整備について 
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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 23 

房安房安房安房安    光光光光    

((((新新新新))))    

    

 

１１１１    合併特例債合併特例債合併特例債合併特例債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････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    
(１) 他の地方債との違いについて 

(２) 現状における活用の考え方、活用実績について 

(３) 財政の現状と合併特例債活用の効果について 

(４) ５年延長の趣旨、意義について 

(５) 活用策の見直しについて 

 

２２２２    三洋三洋三洋三洋ＣＥＣＥＣＥＣＥ南吉方拠点南吉方拠点南吉方拠点南吉方拠点のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖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））））    
(１) 閉鎖跡地の活用策について 

(２) 都市計画上の開発制限について 

 

26262626    議席番号 13 

伊伊伊伊藤幾子藤幾子藤幾子藤幾子    

((((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････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、、、、市庁舎整備局市庁舎整備局市庁舎整備局市庁舎整備局））））    

(１) 現状に対する市長の所見について 

     

２２２２    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) 減量計画作成の進捗状況について 

(２) 一人一日当たりのごみ総排出量のリバウンドについて    

(３) ごみの減量化について    

    

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    鳥取自動車道全線開通鳥取自動車道全線開通鳥取自動車道全線開通鳥取自動車道全線開通をををを控控控控えたえたえたえた鳥取市観光産業鳥取市観光産業鳥取市観光産業鳥取市観光産業のののの現状現状現状現状についについについについ

てててて････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    

(１) 出来ている事について 

(２) 出来ていない事について 

(３) イベントについて 

(４) 国内市場への取り組みについて 

(５) 国際観光の取り組みについて 

(６) 宿泊数を延ばすためには 

(７) 推進組織について 
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平成平成平成平成 24242424 年年年年９９９９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９９９９月月月月 19191919 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    

28282828    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    梨栽培梨栽培梨栽培梨栽培のののの現状認識現状認識現状認識現状認識とととと振興対策振興対策振興対策振興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) 梨栽培について、鳥取の名産としての「二十世紀」を中心に開発さ

れた新品種の導入、改植が進められています。しかし、栽培農家の

現状は、低い対価に起因して後継者の不足と高齢化さらには栽培農

家の激減や、厳しい状況であります。 

① この現状をどのように認識しておられるか。 

② こうした状況を踏まえて今後の振興策をどのように考えておられ

るのか。 

 

29292929    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    笑顔笑顔笑顔笑顔があふれがあふれがあふれがあふれ心心心心やすらぐまちについてやすらぐまちについてやすらぐまちについてやすらぐまちについて    

････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    

(１) 第５期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の重点施策について 

  ① 地域包括ケアの推進について 

  ② 認知症高齢者対策・権利擁護の推進について 

  ③ 地域福祉活動の推進について 

 

２２２２    家族介護者家族介護者家族介護者家族介護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、、、、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) 介護者の鬱やストレスによる事件発生について 

(２) 介護者への支援状況と課題について 

(３) 認知症の人と介護者への支援について 

 

30303030    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点視点視点視点からのからのからのからの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) 女性の視点を生かした地域防災について 

(２) 避難所運営模擬体験（ＨＵＧ）について 

(３) 防災ハンドブックについて 

 

２２２２    不育症不育症不育症不育症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、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    
(１) 不育症の現状について 

(２) 支援対策について 

 

３３３３    投票率向上投票率向上投票率向上投票率向上についてについてについてについて････････････（（（（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) 期日前投票制度について 

  ① 宣誓書について    
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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    

31313131    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    均衡均衡均衡均衡あるまちづくりにあるまちづくりにあるまちづくりにあるまちづくり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））））    
(１) 新市まちづくり計画の進捗状況について 

(２) 新市まちづくり計画の成果と課題について 

(３) 合併特例債の旧市町村別単独事業の活用実績について 

(４) 合併特例債の今後の活用計画について 

(５) 合併特例債の活用事業をハード事業からソフト事業への転換につい

て 

(６) 新市まちづくり計画の見直しについて 

 

 


