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○平成 23 年６月 16 日（木）  午前 10時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  高見 則夫  29 清和会 

２  森本 正行  34 新 

３  入江 順子  35 新 

４  島谷 龍司  ９ 新 

５  砂田 典男  11 新 

６  上杉 栄一  36 新 

７  長坂 則翁  ６ 無所属 
      

○平成 23 年６月 17 日（金）  午前 10時開議  

８  房安  光  23 新 

９  田村 繁已  15 公明党 

10  太田  縁  ５ 無所属 

11  桑田 達也  14 公明党 

12  谷口 秀夫  26 公明党 

13  椋田 昇一  ７ 結 

14  木村 和久  ８ 結 
      

○平成 23 年６月 21 日（火）  午前 10時開議  

15  中村 晴通  19 結 

16  石田憲太郎  ２ 公明党 

17  田中 文子  １ 共産党 

18  寺垣 健二  30 結 

19  金谷 洋治  ４ 清和会 

20  川瀬 滋子  21 結 
      

○平成 23 年６月 22 日（水）  午前 10時開議  

21  伊藤 幾子  13 共産党 

22  寺坂 寛夫  10 新 

23  平野真理子  ３ 公明党 

24  有松 数紀  22 新 

25  両川 洋々  32 結 

26  上田 孝春  33 結 
      

○平成 23 年６月 23 日（木）  午前 10 時開議 

27  橋尾 泰博  31 結 

28  児島  良  20 結 

29  上紙 光春  27 清和会 

30  角谷 敏男  25 共産党 

平成 23 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
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平成 23 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 23年６月 16日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号 29 

高見則夫 

(清和会) 

 

 
１ 鳥取市地域防災計画について 

･･･（総務部、庁舎整備局、防災調整監） 
(１) 鳥取市地域防災計画に基づく安心安全のまちづくりの市長の信念に 
ついて 

(２) 地域防災計画の見直しについて 
(３) 市民やボランティア参画のシステムづくりについて 
(４) 地域防災計画の対策の具体的数値目標について 
(５) 防災無線の活用状況について 
 

２ 障がい者タクシー料金助成事業について 

･･･（福祉保健部、都市整備部） 
(１) 福祉サービスの現状について 
(２) 重度障がい者タクシー料金助成事業制度について 
(３) タクシー会社が負担している制度の見直しについて 
(４) 自家用有償旅客運送について 
(５) 鳥取市南部バス路線再編計画に関連して 

 
２ 議席番号 34 

森本正行 

(新) 

 

 
１ 国民健康保険会計の健全化について 

･･･（福祉保健部、市立病院） 
(１) 収納率の向上に向けた取り組みの現況について 

 (２) 一般会計からの法定外繰り入れの是非について 
 (３) 医療費低減に向けた取り組みについて 

 
２ 鳥取県の電力事情について･･･（環境下水道部） 

(１) 鳥取県内電力需給状況について 
(２) 自然エネルギー利用の取り組みの現況について 
(３) 節電に向けた取り組みの現況について 
 

３ 食の安心・安全について･･･（農林水産部） 

(１) 牛肉の生食禁止について国・県の対応について 
(２) 今後の鳥取和牛生産振興策について 
(３) 風評に負けない「食の安心・安全」のＰＲについて 

 
３ 議席番号 35 

入江順子 

(新) 

 
１ 本市の子育て環境について･･･（健康・子育て推進局） 

(１) 本市の保育園、幼稚園の防災対策について 
(２) 課題と今後の取り組みについて 
 

２ 本市の交通安全対策について･･･（企画推進部、都市整備部） 
(１) 歩行者の安全対策について 
(２) 高齢者、障がい者への対策について 
(３) 道路環境の整備について特に自転車道の改善について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

４ 議席番号９ 

島谷龍司 

(新) 

 
１ 災害時における障がい児・者対策について 

･･･（防災調整監、福祉保健部） 
(１) 災害時における障がい児・者の避難の支援体制について 
(２) 災害時の避難所での障がい児・者への対応について 
(３) 自宅避難の障がい児・者への対応について 

 

２ 本市の観光施策・振興について･･･（企画推進部、経済観光部） 
(１) 本市の観光の現状について 

 (２) 本市の観光振興の取り組みについて 
 

５ 議席番号 11 

砂田典男 

(新) 

 
１ 地域防災力の充実について･･･（防災調整監） 

(１) 防災リーダーや防災指導員の人材養成、配置をいつの時期までに行

う予定か 
(２) 鳥取市の防災マップのさらなる見直しについて 
(３) 災害に強いまちづくりについて 
 

２ 鳥取市スマート・グリット・タウン構想について 

･･･（経済観光部） 

(１) 平成 22年６月に制定した「鳥取市雇用創造戦略方針」の現在までの 
本市の取り組みについて 

(２) スマート・グリットを活用した都市づくりについて 
(３) 今後の導入計画について 

 
６ 議席番号 36 

上杉栄一 

(新) 

 

 
１ 鳥取環境大学に関連して･･･（企画推進部） 

(１) 公立大学法人化の進捗状況と今後のスケジュールについて 
 (２) 新生公立鳥取環境大学の教育方針、教育理念について 
 (３) 新生公立鳥取環境大学の運営方針案について 
 (４) 中期目標・中期計画について 
 
２ アダプトプログラムについて 

･･･（企画推進部、都市整備部、環境下水道部） 

(１) アダプトプログラムの導入について、平成 21年６月議会答弁で検 
討、実施の答弁があったがその後の取り組みについて 

 
７ 議席番号６ 

長坂則翁 

(無所属) 

 
１ 防災体制について･･･（防災調整監、企画推進部、 

健康・子育て推進局、経済観光部、教育委員会） 
(１) 防災に対する基本認識について 
(２) 被害想定と今後の防災計画の具体的見直しについて 
(３) 原子力行政に対する市長の見解について 
(４) ライフラインとの連携のあり方について 
(５) 防災行政無線の有効活用のあり方について 
(６) 避難場所について 
(７) 保育園、幼稚園、小学校、中学校の災害時の対応について 
 

２ 湖山池周辺地域公園基本計画について･･･（都市整備部） 
(１) 未実施事業７事業の進捗状況について 

 (２) 湖山池公園休養ゾーン（金沢地区）の今後の整備計画について 
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平成 23 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 23年６月 17日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

８ 議席番号 23 

房安 光 

(新) 

 

 
１ 市役所庁舎建設について 

･･･（総務部、庁舎整備局、防災調整監、都市整備部） 
(１) 災害時における庁舎の役割について 

 (２) 統合・新築とした経緯について 
 (３) 市民への説明責任について 
 (４) 建築雑誌「建築ジャーナル」の庁舎建設報道について 
 (５) 中心市街地活性化計画との整合性について 
 (６) 合併特例債について 
 (７) 設計、施工の発注について 
 (８) 現庁舎の跡地利用について 
 

９ 議席番号 15 

田村繁已 

(公明党) 

 

 
１ 脳脊髄液減少症の対応について 

･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局、教育委員会、市立病院） 
(１) 本市の対応について 
①実態について 
②負担軽減策について 

 ③相談体制について 
(２) 学校での対応について 
①現状と対応について 
②学校現場の啓発について 

 

２ 集合住宅の水道料金について･･･（都市整備部、水道局） 
(１) 徴収方法について 
(２) 給水方法について 
 

10 議席番号５ 

太田 縁 

(無所属) 

 
１ 鳥取市庁舎整備に関連して･･･（総務部、庁舎整備局） 

(１) 市長の基本的な考え方について 
(２) 現市役所本庁舎について 
(３) 本市庁舎の耐震性に関する調査について 
 

２ 防災拠点の条件について･･･（防災調整監） 

(１) 市長の考える防災拠点とはどのような条件を満足したものなのか 
(２) 災害時のための災害対策予算の財源について 
 

３ 東日本大震災による被災地の復興支援について 

･･･（防災調整監） 

(１) 鳥取市としての支援に対する考え方とそのための財源について 
 
４ 合併特例債について･･･（総務部、庁舎整備局、経済観光部） 

(１) 合併特例債の活用状況について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

11 議席番号 14 

桑田達也 

(公明党) 

 

 
１ 危機管理について 

･･･（総務部、防災調整監、企画推進部、福祉保健部、経済観光部） 
(１) 東日本大震災の影響について 
(２) ＢＣＰ（事業継続計画）について 
(３) 危機管理アドバイザーについて 
(４) ボランティアとの連携について 

 
２ 地方版ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進について 

･･･（企画推進部） 
(１) 本市の取り組み状況について 
(２) 鳥取市版ＣＳＲの策定について 

 
３ 学校給食について･･･（教育委員会） 

(１) アレルギー対応食について 
 

12 議席番号 26 

谷口秀夫 

(公明党) 

 

 
１ 人にやさしいまちづくりについて 

･･･（福祉保健部、都市整備部） 
(１) 快適で安全な移動の確保について 
①鳥取市交通バリアフリー基本構想について 

  ・成果と課題について 
②重点整備地区外のバリアフリー化について 

(２) 高齢者や障害のある方の外出環境について 
  ①物理的バリアフリーについて 

②移動手段について 
 
２ 被災者支援について･･･（総務調整監、防災調整監、福祉保健部） 

(１) 被災者情報の把握について 
(２) 被災者への行政サービスの提供について 
(３) 被災者台帳の機能について 
(４) 被災者支援システムの導入について 
 

13 議席番号７ 

椋田昇一 

(結) 

 

 
１ 地域防災計画の見直しと耐震化推進計画について 

･･･（総務部、防災調整監、福祉保健部、健康・子育て推進局、 

教育委員会、市立病院） 
(１) 計画策定の基本的な考え方と工程表について 
(２) 避難所の整備について 
(３) 災害弱者支援について 
 

２ 差別のない人権尊重の鳥取市づくりについて･･･（人権政策監） 
(１) 条例制定後の工程表について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

14 

 

議席番号８ 

木村和久 

(結) 

 

 
１ 雇用問題について･･･（総務部、企画推進部、福祉保健部、 

経済観光部、農林水産部、教育委員会） 
(１) 雇用状況の認識と対応について 
①緊急雇用の期限切れ・民間企業動向から生まれる失業者について 
②事業効果を生むための環境について 

(２) 医療負担と将来の生活不安、市としての独自施策について 
①国保会計の限界・年金システムの限界・地域機能の限界について 
②国の制度利用だけで対応できるか 

(３) 具体的雇用創出についての提案について 
①中山間地域振興対策での雇用創出について 
②給食の自校方式による、農業振興及び雇用創出について 
③観光ビジネスによる雇用創出について 
④職員定数適正化に伴うワークシェアリング（アウトソーシング）に 
ついて 
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平成 23 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 23年６月 21日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

15 議席番号 19 

中村晴通 

(結) 

 

 
１ 公共交通について･･･（都市整備部） 

(１) 公共交通連携計画について 
 (２) バス路線網再編計画ついて 
  
２ 防災計画について･･･（防災調整監） 

(１) 消防無線デジタル化について 
(２) 防災無線について 

 
16 議席番号２ 

石田憲太郎 

(公明党) 

 
１ 災害に強いまちづくりの推進について 

･･･（防災調整監、教育委員会） 
(１) 地域防災計画見直しの視点について 
(２) 避難所について 
(３) 民間企業との災害協定について 
(４) 地域防災マップについて 
(５) 防災教育・訓練について 

 
17 議席番号１ 

田中文子 

(共産党) 

 
１ 総合支所の危機管理体制、防災体制について 

･･･（総務部、防災調整監、企画推進部） 
 (１) 支所長に日常的に情報が収集できる仕組みがあるのか 
 (２) 過疎、高齢化の支所管内の市民への情報伝達について 
 (３) 関係団体（消防団、自警団）との連携について 
 (４) 災害時の避難方法、避難場所の市民への周知について 
 (５) 災害時の職員配置の対応について 
 
２ 鳥獣被害防止対策について･･･（農林水産部） 
 (１) 鳥獣被害の実態と農林業への影響について 
 (２) 防止対策について 
 (３) 鳥取市鳥獣害防止対策協議会について 
 

18 議席番号 30 

寺垣健二 

(結) 

 

 
１ 市庁舎建設について･･･（総務部、庁舎整備局） 

(１) 住民による「住民投票の是非を問う」署名活動が始まりました。市 
長は「住民投票」については積極的なコメントはされておりませんが、 
住民の意志に対する答えはどうされるのか 

 (２) 市庁舎を移転するということになれば、地方自治法第４条の議決が 
必要であります。市長はいつの時点で条例案を議会に諮られるのか 

 (３) 市長は市庁舎を移転する事により、160億円の経済効果を生むと言 

われておりますが、その根拠を示されたい 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

19 議席番号４ 

金谷洋治 

(清和会) 

 

 
１ 国保財政の健全化について･･･（福祉保健部） 

(１) 国保会計の現状について 
(２) 医療費適正化の具体的取り組みについて 
(３) 国保財政の将来見通しについて 

 
２ 鳥取市の農業について･･･（企画推進部、経済観光部、農林水産部） 
 (１) 農産物の輸出について 
 (２) 果樹経営支援対策事業について 
 (３) 鳥取おこしについて 
 
３ 河原道の駅について･･･（経済観光部、都市整備部） 
 (１) 道の駅の現状について 
 (２) 駐車場の改善策について 
 (３) チェーン脱着場（駐車場）について 
 

20 議席番号 21 

川瀬滋子 

(結) 

 

 
１ 「人を大切にするまち」を目指す第９次鳥取市総合計画につい 

て  ･･･（総務部、健康・子育て推進局、経済観光部、教育委員会） 
(１) 基本構想、基本計画、計画推進の理念について 
(２) 施策の具体的な取り組みについて 
①地産地消による学校給食の位置づけについて 
②学校給食の地元産食材使用の数値目標について 

 ③旧市３給食センター統一献立の見直し結果について 
 ④食育指導体制について 
 ⑤鳥取市学校給食の基本構想及び事故の反省を踏まえた給食センター 

の新築、改築、修繕について 
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平成 23 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 23年６月 22日（水） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

21 議席番号 13 

伊藤幾子 

(共産党) 

 

 
１ 防災のまちづくりについて･･･（総務部、教育委員会） 

(１) 市庁舎新築と市民生活について 
(２) 市有建築物及び小中学校の耐震化について  
 

２ 学校給食センター調理等業務委託事業について 

･･･（教育委員会） 
(１) 検証と評価について 

 
22 議席番号 10 

寺坂寛夫 

(新) 

 
１ 東日本大震災に伴う本市の公共事業への影響について 

･･･（総務部、都市整備部、教育委員会） 
(１) 公共事業の建設資材の入荷状況と工事への影響について 
(２) 工事の発注状況について 
(３) 今後の発注予定について 
(４) 資材価格上昇についての対応策について 

 
２ 小中学校の耐震化工事について･･･（教育委員会） 

(１) 前倒しによる平成 26年度完了計画について 
(２) 前倒しへの問題点対応策について 
 

３ 鳥取港の利用促進について･･･（経済観光部、都市整備部） 
(１) 取り扱い貨物量増加への取り組みと見通しについて 
(２) コンテナ取扱設備の新設について 
(３) 企業誘致へのポートセールスについて 
(４) 山陰海岸ジオパークと西浜漁港区販売施設を生かした観光振興によ 
る鳥取港振興への強化策について 

 
23 議席番号３ 

平野真理子 

(公明党) 

 
１ 安全・安心の鳥取市のビジョンについて 

･･･（総務部、庁舎整備局、防災調整監、都市整備部） 
(１) 災害時における庁舎機能について 
(２) 庁舎建設について 
 

２ 学級編成について･･･（教育委員会） 
(１) 法律の改正について 
(２) 小規模小学校のあり方について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

24 議席番号 22 

有松数紀 

(新) 

 

 
１ 第５次行財政改革における財政健全化への取り組みについて 

･･･（総務部） 

(１) Ｈ22年度ファシリティマネジメントへの本市の取り組みについて 
(２) 今後の公共施設の利活用と整理・統廃合の推進について 
(３) 今後の財産管理の体制強化と効率化の推進について 
(４) 未利用財産の利活用推進事業について 
 

２ 自主防災会の活動のあり方について･･･（防災調整監） 

(１) 活動補助金申請状況と消火活動訓練の実施状況について 
 (２) 各自主防災会におけるポンプ車（可搬ポンプ）の配備状況について 

(３) 有事（火災）における初動訓練について 
 

25 議席番号 32 

両川洋々 

(結) 

 

 
１ 地デジ難民の救済について 

･･･（総務調整監、企画推進部、福祉保健部） 
(１) 生活弱者の実態について 
①生活保護世帯の戸数について 
②市民税の非課税世帯数について 

(２) 生活弱者世帯の地デジ化進捗率について 
(３) 地デジ化 100％達成の見通しと今後の対応について 

 
２ ガイナーレの支援について･･･（教育委員会） 

(１) 鳥取市の支援にも限界があり、一定の線引きをするべきではないか 
 (２) ガイナーレ支援に対する費用対効果の検証を急ぐべきではないか 
 

26 議席番号 33 

上田孝春 

(結) 

 

 
１ 鳥取駅前太平線再生に関連して･･･（都市整備部） 

(１) 官民が実施する事業内容と事業費について 
 (２) シェルター設置によるにぎわい創出の具体的な考え方、取り組み、 
  目標数値について 
 (３) 管理運営、維持管理について 
 (４) 事業収入、利用料について 
 (５) この事業による経済効果について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

27 議席番号 31 

橋尾泰博 

(結) 

 

 
１ 市庁舎建設に関連して･･･（総務部、庁舎整備局、防災調整監、 

企画推進部、都市整備部、教育委員会） 

 (１) 鳥取市のまちづくりについて 
(２) 商工会議所の陳情書について 

 (３) 駅周辺エリア連携計画について 
 (４) 中心市街地活性化基本計画について 
 (５) 片原市営駐車場について 
 (６) 市民の生命財産を守る防災のまちづくりについて 
 (７) 二重投資の定義について 
 

28 議席番号 20 

児島 良 

(結) 

 
１ 財政の見通しについて･･･（総務部、総務調整監） 

(１) 合併特例債の発行額について 
(２) 地方交付税の見通しについて 
(３) 地方税の見通しについて 
(４) 経常収支比率、各種指数の見通しについて 

 

２ 市庁舎新築移転について･･･（庁舎整備局） 
(１) 新市まちづくり計画との整合性について 
(２) 合併特例債活用について 
 

29 議席番号 27 

上紙光春 

(清和会) 

 

 
１ 東日本大震災を本市でどう考えるか 

･･･（防災調整監、経済観光部、環境下水道部） 
(１) 東日本大震災、大惨事の教訓は本市における地震対応においても、 
その認識を変えなければならないことを教えているが市長の御所見を 
お伺いする。 

 (２) １に関連して、従来の震災、防災対策についてはあらゆる角度から 
検証を行うなど、総合的に根本からの見直しが求められていると思う 
が、その見直しについての手法、あり方、規模、そのスケジュールに 
ついてどのようにお考えなのかお伺いする。 

(３) 地震に伴う原子力発電所の事故は、国民に大きな恐怖感を与えてい 
る。そこで今後に確かな方向となるクリーンエネルギーへの転換、促 
進策について、快適環境都市の推進の視点と併せて市長の御所見をお 
伺いする。 
①また本市において公営企業としての水力、風力、太陽光発電を積極 
的に施策として検討できないかお伺いする。 

 ②そして、地域の活性化施策としても、特に小水力発電の取り組みが 
できないかお伺いする。 

30 議席番号 25 

角谷敏男 

(共産党) 

 

 
１ 市庁舎の新築移転について･･･（庁舎整備局） 

(１) ５月に市が作成、配布したチラシについて 
(２) 市長の記者会見について 

 
２ 福祉・防災のまちづくりについて･･･（防災調整監） 

(１) 鳥取市地域防災計画について 
(２) 消防力について 

 


