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○○○○平成平成平成平成 22224444 年年年年６６６６月月月月 11111111 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        

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

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

３３３３        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    

４４４４        上杉上杉上杉上杉    栄一栄一栄一栄一        36363636    新新新新    

５５５５        山田山田山田山田    延孝延孝延孝延孝        12121212    新新新新    

６６６６        房安房安房安房安        光光光光        23232323    新新新新    

７７７７        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６６６６月月月月 12121212 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        

８８８８        寺坂寺坂寺坂寺坂    寛夫寛夫寛夫寛夫        10101010    新新新新    

９９９９        砂田砂田砂田砂田    典男典男典男典男        11111111    新新新新    

10101010        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        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    

12121212        島谷島谷島谷島谷    龍司龍司龍司龍司        ９９９９    新新新新    

13131313        中村中村中村中村    晴通晴通晴通晴通        19191919    結結結結    

14141414        児島児島児島児島        良良良良        20202020    結結結結    
                        

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年６６６６月月月月 15151515 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        

15151515        寺垣寺垣寺垣寺垣    健二健二健二健二        30303030    結結結結    

16161616        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    

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        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    

11119999        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    

20202020        橋尾橋尾橋尾橋尾    泰博泰博泰博泰博        31313131    結結結結    
                        

○○○○平成平成平成平成 24242424 年年年年６６６６月月月月 18181818 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        

21212121        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    

22222222        川瀬川瀬川瀬川瀬    滋滋滋滋子子子子        21212121    結結結結    

23232323        椋田椋田椋田椋田    昇一昇一昇一昇一        ７７７７    結結結結    

22224444        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    

22225555        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    

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 24242424 年年年年６６６６月月月月 19191919 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    

27272727        森本森本森本森本    正行正行正行正行        34343434    新新新新    

28282828        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    

29292929        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    

30303030        入江入江入江入江    順子順子順子順子        35353535    新新新新    

平成平成平成平成 24242424 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 24242424 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 22224444 年年年年６６６６月月月月 11111111 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 22 

有松数紀有松数紀有松数紀有松数紀    

((((新新新新))))    

    
１１１１    消防団組織消防団組織消防団組織消防団組織のののの充実充実充実充実とととと職務環境整備職務環境整備職務環境整備職務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））））    
(１) 消防団員の定員における近年の推移及びその理由について 

(２) 近年の年間における活動事業内容の推移について 

(３) 団員の勤務実績の把握について 

(４) 定員及び分団に関する組織再編について 

(５) 団員の市職員と民間の割合の推移について 

(６) 消防団員の出動内容、回数の推移について 

(７) 職務環境整備について 

 

２２２２    学校給食学校給食学校給食学校給食センターセンターセンターセンターのののの調理業務調理業務調理業務調理業務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) 食材の地産地消への取り組みの現状について 

 (２) 各センターごとの食材調達の現状について 

(３) 食材調達における留意点について 

(４) 食材調達における地元納入者の参画機会について 

 

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    今回実施今回実施今回実施今回実施されたされたされたされた住民投票住民投票住民投票住民投票でででで数多数多数多数多くのくのくのくの問題問題問題問題がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。問題点問題点問題点問題点のののの

検証検証検証検証とととと市長市長市長市長のののの責任責任責任責任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、、、、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) 住民投票における市長の役割とは何か 

(２) 公平、公正でない情報公開について 

(３) 期日前投票期間における往復無料バスの運行について 

 (４) 市長の責任について 

 

３３３３    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    市民市民市民市民のののの安全安心安全安心安全安心安全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、、、、市立病院市立病院市立病院市立病院））））    
(１) 「孤立死」の発生要因と防止について 

(２) 地域において支援を必要とする方について 

①把握方法について 

・関係機関との連絡、連携について 

②適切な支援について 

③個人情報保護法と支援方策について 

(３) 熱中症対策について 

 

２２２２    公共公共公共公共インフラインフラインフラインフラのののの「「「「選択選択選択選択とととと集中集中集中集中」」」」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) 中心市街地活性化基本計画の現況と課題について 

(２) 多極型コンパクトシティーへの取り組みについて 

(３) 公共サービスの効率化について 
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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 36 

上杉栄一上杉栄一上杉栄一上杉栄一    

((((新新新新))))    

    

    
１１１１    住民投票住民投票住民投票住民投票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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部、、、、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) 投票結果について 

(２) 期日前投票について 

(３) 今後の市政に及ぼす影響について 

 

 

 

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、、、、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) 耐震改修案について 

(２) 「鳥取市庁舎耐震改修等に関する調査特別委員会」について 

(３) 今後のスケジュールについて 

(４) 市民への情報公開について 
    

５５５５    議席番号 12 

山田山田山田山田延孝延孝延孝延孝    

((((新新新新))))    

    
１１１１    職員研修職員研修職員研修職員研修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) 職員研修の考え方とその方法について 

(２) 臨時職員や嘱託職員の研修について 

(３) 市民のために働く自覚と責任について 

(４) 地域で期待される職員像について 

 

２２２２    千代川千代川千代川千代川のののの河川環境河川環境河川環境河川環境のののの保全保全保全保全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、、、、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) 河川環境の保全についての考え方とその取り組みの状況について 

 (２) 国土交通省や漁協との連携について 

 (３) 河川環境保全に対する啓発活動について 

 (４) 森・川・海が一体となった自然環境の保全の考え方について 

 

６６６６    議席番号 23 

房安房安房安房安    光光光光    

((((新新新新))))    

    
１１１１    観光政策観光政策観光政策観光政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））））    
(１) 観光資源について 

(２) インフラ整備について 

(３) 観光振興について 

(４) 観光産業について 

 

７７７７    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    可燃物処理場可燃物処理場可燃物処理場可燃物処理場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) 可燃物処理場のここまでの経過確認について 

(２) 国英地区当該エリアの土地取得の可能性について 

(３) 神谷清掃工場の稼働期限と地元協議について 

(４) ここまでの進め方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/11 

平成平成平成平成 24242424 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 22224444 年年年年６６６６月月月月 11112222 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    

８８８８    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    安心安全安心安全安心安全安心安全なななな道路道路道路道路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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 小・中学校の通学路の現状と交通安全対策について 

(２) 通学路の除雪対策について 

 (３) 歩道の安全確保への整備について 

 (４) 安全対策協議会について 

 

２２２２    本市本市本市本市のののの屋外屋外屋外屋外スポースポースポースポーツツツツ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    

････････････（（（（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) 本市の屋外スポーツの団体と取り組みについて 

 (２) スポーツ広場の現状と整備について 

 (３) リファーレンいなばの埋め立て跡地利用計画について 

 

９９９９    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    水害時避難施設水害時避難施設水害時避難施設水害時避難施設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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 水害時の避難施設の指定基準について 

(２) 避難誘導について 

(３) 本市の救援体制について 

 

２２２２    美保地区内美保地区内美保地区内美保地区内のののの市施設老朽化市施設老朽化市施設老朽化市施設老朽化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、、、、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) 地区内の本市所有施設の老朽化に対する認識について 

(２) 老朽施設の統廃合について 

 (３) 今後の事業計画について 

 

10101010    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    住民投票住民投票住民投票住民投票のののの結果結果結果結果とととと市政市政市政市政のののの課題課題課題課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) 市民が住民投票で求めた市政について 

 (２) 市庁舎整備にどのように臨むのか 

 (３) 市民の選択と執行責任について 

 

11111111    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    

････････････（（（（防災調整監防災調整監防災調整監防災調整監、、、、企画推進企画推進企画推進企画推進部部部部、、、、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) 防災体制の強化について 

 ① 防災意識の向上について 

 ② 防災体制の課題について 

 (２) 通学路の安全確保について 

  ① 通学路の調査について 

  ② 通学路の改善策について 

  ③ 安全教育の充実について 
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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９ 

島谷龍司島谷龍司島谷龍司島谷龍司    

((((新新新新))))    

    
１１１１    重度身体障重度身体障重度身体障重度身体障がいがいがいがい児児児児・・・・者者者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) 重度身体障がい児・者の現状と支援施策について 

 (２) 介護者への支援について 

    

２２２２    大規模養鶏場周辺大規模養鶏場周辺大規模養鶏場周辺大規模養鶏場周辺のののの悪臭対策悪臭対策悪臭対策悪臭対策についてについてについてについて    

････････････（（（（農林農林農林農林水産部水産部水産部水産部、、、、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) 悪臭対策の現状とその効果について 

 (２) 臭気規制について 

 (３) 今後の対策について 

 

13131313    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    中山間地中山間地中山間地中山間地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、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 推進体制について 

 (２) 高齢化と人口減少について 

 (３) 24 年度新たな対策について 

 (４) 高齢者バス運賃優待制度について 

 

２２２２    農業政策農業政策農業政策農業政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) 24 年度の新たな考え方について 

 (２) 「人・農地プラン」について 

 (３) ふるさと就農舎について 

 (４) 有害鳥獣対策について 

 

14141414    

    

議席番号 20 

児島児島児島児島    良良良良    

((((結結結結))))    

    
１１１１    エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー（（（（電力電力電力電力））））政策政策政策政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、、、、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、、、、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) 電力についての基本的な考え方について 

(２) 島根原発再稼働へ対する考え方について 

(３) 電力の自給率アップと節電の目標について 

 (４) 公的施設の具体的な節電の取り組みについて 

 

２２２２    臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債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) 本市の考え方と発行状況について 

 (２) 今後の方針及び見通しについて 

 

３３３３    公益法人制度改革公益法人制度改革公益法人制度改革公益法人制度改革とととと外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体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) 本市の基本的方針について 

 (２) 公益法人化へ向けての状況及び見通しについて 
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平成平成平成平成 24242424 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 24242424 年年年年６６６６月月月月 15151515 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 30 

寺垣健二寺垣健二寺垣健二寺垣健二    

((((結結結結))))    

    
１１１１    住民投票住民投票住民投票住民投票におけるにおけるにおけるにおける竹内市長竹内市長竹内市長竹内市長のののの功罪功罪功罪功罪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) 市長選においてマニフェストに庁舎移転の問題を取り上げなかった 

(２) 住民投票において公正・公平・中立が保たれたか 

(３) 一致団結して新しい地域づくりをすべき時、市を２分する争いに市

民を巻き込んだ 

 

16161616    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    元気元気元気元気なななな高齢化社会高齢化社会高齢化社会高齢化社会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) 高齢者のコミュニティーについて 

(２) 閉じこもり防止対策について 

(３) ふれあいの居場所づくりについて 

 (４) 便益施設「リバーフレンド」の活用について 

 

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、、、、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) 被災者支援システムについて 

 (２) 総合防災マップについて 

 (３) 学校施設の非構造部材の耐震化について 

  ① 非構造部材について 

  ② 現状と取り組みについて 

 

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    住民投票住民投票住民投票住民投票のののの結果結果結果結果とととと新市新市新市新市のののの市民生活市民生活市民生活市民生活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) 新市域の市民は市長の進める新築移転をどう受けとめたと考えられ

るか 

(２) 今体制で総合支所が地域振興の拠点となりうるか 

 

２２２２    諸証明諸証明諸証明諸証明のののの宅配宅配宅配宅配サービスサービスサービスサービス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））））    
 

３３３３    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ににについてついてついてついて    ････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
 (１) 回数券の割り引き廃止について 

 

18181818    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    地域経済活性化策地域経済活性化策地域経済活性化策地域経済活性化策とととと雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出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、、、、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) インフラの老朽化対策について 

① 長寿命化計画について 

② 経済効果と財源確保について 

  ③ 本庁舎のコンクリート延命化について 

(２) 企業誘致について 

① リスク分散に対応した企業立地について 

 ② 再生可能エネルギーの普及について 

(３) 観光振興について 

  ① 山陰海岸ジオパーク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    

19191919    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整備整備整備整備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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 庁舎耐震改修工事の間、現本庁舎機能の維持について 

(２) 分散庁舎の市民サービスの充実強化について 

(３) 合併特例債の活用状況について 

(４) 都市計画（道路、景観形成）について 

 

２２２２    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) 地域の再生、活性化に対応するまちづくりについて 

(２) 鳥取駅周辺、鳥取城跡周辺核の拠点取り組みについて 

(３) 太平線の再生プロジェクトについて 

(４) 旧市立病院跡地利用について 

(５) 市街地活性化検討組織について 
     

20202020    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    中心市街地活性化計画中心市街地活性化計画中心市街地活性化計画中心市街地活性化計画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、、、、都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 市庁舎整備について 

(２) 中心市街地活性化計画について 

(３) 駅周辺再整備計画の見直しについて 

(４) 定住化対策について 
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平成平成平成平成 24242424 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 24242424 年年年年６６６６月月月月 18181818 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    

21212121    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    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの表玄関表玄関表玄関表玄関「「「「鳥取駅鳥取駅鳥取駅鳥取駅」」」」のののの魅力向上魅力向上魅力向上魅力向上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) 耐震工事がほぼ完了した現状について 

(２) にぎわいを取り戻すための働きかけについて 

 (３) 今後の取り組みについて 

 

２２２２    異常気象異常気象異常気象異常気象にににに対対対対するするするする農業農業農業農業のののの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））））    

 (１) 大雪、ひょう、突風、大雨、台風、干ばつに対する備えについて 

 (２) 農業災害発生の抑制について 

 

 

３３３３    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    ････････････（（（（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) 給食食材の地産地消について 

 (２) 安全な食材の確保について 

 

22222222    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    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    ････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    
(１) 農林水産物の産地化と振興作物について 

(２) 農山漁村の活性化と消費者理解について 

 

２２２２    地産地消地産地消地産地消地産地消によるによるによるによる学校給食学校給食学校給食学校給食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    ････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 統一献立の見直しとその検証について 

(２) 輸入食材について 

 

３３３３    農商工連携農商工連携農商工連携農商工連携とととと６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化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    

････････････（（（（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））））    
(１) 農商工連携の考え方について 

  ① 現状と課題について 

  ② 推進方策について 

(２) ６次産業化の考え方について 

  ① 現状と課題について 

  ② 推進方策について 

 

23232323    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    市庁舎整備市庁舎整備市庁舎整備市庁舎整備にににに関関関関するするするする住民投票住民投票住民投票住民投票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) 投票結果を受けた鳥取市の基本的な考え方について 

  

２２２２    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護とととと違法取得違法取得違法取得違法取得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））））    
(１) 身元調査と戸籍等不正取得事件について 

(２) 鳥取市の取り組みについて 

(３) 本人通知制度について 
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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 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    住民投票住民投票住民投票住民投票とととと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            ････････････（（（（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) 住民投票の結果と今後の庁舎整備について市長の考え方を問う 

25252525    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ににに関関関関するするするする住民投票住民投票住民投票住民投票をををを通通通通してしてしてして見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた市政市政市政市政のののの課題課題課題課題

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、、、、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) 住民投票の結果と市の執行責任について 

(２) 貧困をつくらない市政のあり方について 

    

２２２２    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助成制助成制助成制度度度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) 補正対応について 

 

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    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市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    

････････････（（（（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) 中心市街地及び鳥取駅周辺の整備計画について 

(２) 太平線シェルター整備計画の及ぼす影響について 

(３) 駅南の歴史遺産（鳥取鉄道記念公園）について 

(４) 地場産業の振興と鳥取駅周辺での情報発信について 
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平成平成平成平成 24242424 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 24242424 年年年年６６６６月月月月 19191919 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    

27272727    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) 計画の概要について 

 (２) 会場（湖山池）の水質浄化について 

  ① 集落排水の高度処理の効果について 

  ② 海水導入効果について 

 (３) 青島公園の整備（青島大橋・周遊道路・山頂展望台）について 

(４) 湖山池周辺の道路整備について 

 ① 山陰自動車道について 

 ② 県道鳥取～鹿野～倉吉線について 

 ③ 市道（湖北線）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トイレトイレトイレトイレ整備整備整備整備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、、、、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) 鳥取駅周辺のトイレについて 

(２) 鳥取砂丘・青島公園のトイレについて 

(３) 学校や地区公民館のトイレについて 

    

28282828    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    鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のののの将来将来将来将来ビジョンビジョンビジョンビジョンとととと市民生活市民生活市民生活市民生活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、、、、    

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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））

(１) 市民参画の市政運営について 

  ① 正確な情報提供について 

 ② 安心とにぎわいある社会の構築について 

 ③ 若者の市政参画について 

(２) 高齢者と若年者の支え合いについて 

  ① 地域での役割について 

 ② 防災訓練の強化について 

(３) 若者力の向上について 

  ① 雇用対策について 

 ② 行政支援について 

(４) 子育て支援について 

 ① 新たな助成制度づくりについて 

 ② 子供の健康について 
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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    

29292929    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、、、、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) 山のジオパーク「摩尼山、久松山」里山歴史公園構想について 

(２) 湖山池周辺ジオスポットに対する今後の具体的取り組みの考え方に

ついて 

(３) ジオライナーの利用状況も含めた現状と今後の考え方について 

(４) ジオパークエリア内縦断のシンボル列車（特急）の運行計画の現状

について 

(５) 砂の美術館入館チケット売り場について 

(６) 福部町健康物産センターの有効活用に向けた取り組みについて 

 

２２２２    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) 本市の通学路に対する現状認識について 

(２) 交通安全に対する指導体制について 

(３) 家庭や地域と連携しての通学路の安全点検の考え方について 

(４) ドライバー（市民）に対する意識向上へ向けた具体的取り組みにつ

いて 

(５) 危険な箇所の安全確保策について 

(６) カーブミラーの保守、点検の現状と今後の考え方について 

 

30303030    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    災害時災害時災害時災害時のののの避難施設避難施設避難施設避難施設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、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 小中学校が避難施設となっている場合の夜間、休校中の使用につい

て 

  ① 本市の計画状況について 

  ② 小中学校と地元（自治会、自主防災会）との連携について 

 

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、、、、経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部、、、、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) ５月２０日執行された住民投票における若者の投票状況について 

 (２) 若者会議からの提言に対する市の取り組みについて 

 (３) 鳥取青年会議所との連携について 

 

３３３３    本市本市本市本市のののの文化振興事業文化振興事業文化振興事業文化振興事業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) 漫画を活かした文化振興事業について 

 (２) 本市の美術館構想について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


