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平成平成平成平成 23232323 年年年年２２２２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    

【代表質問：新】【代表質問：新】【代表質問：新】【代表質問：新】                                                        質問日：質問日：質問日：質問日：２２２２月月月月 28282828 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    平成平成平成平成 23232323 年度一般会計予算について年度一般会計予算について年度一般会計予算について年度一般会計予算について････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    
(１) 歳入歳出について 

 ①合併特例債について 

 ②基金残高について 

 ③普通交付税留保額と繰越金の関係について 

 ④実質公債費比率について 

 ⑤一括交付金について 

    

２２２２    第５次鳥取市行財政改革大綱実施計画について第５次鳥取市行財政改革大綱実施計画について第５次鳥取市行財政改革大綱実施計画について第５次鳥取市行財政改革大綱実施計画について    

････････････（（（（総務部総務部総務部総務部、総務調整、総務調整、総務調整、総務調整監監監監））））    
(１) 窓口業務の外部委託への検討状況について 

 (２) 補助金の適正化について 

  ①平成 22年度における方針見直しについて 

  ②見直しの結果による削減について 

 (３) 税、税外収入の収納率の向上について 

  ①納付の口座振替義務化について 

 

３３３３    鳥取市新庁舎建設について鳥取市新庁舎建設について鳥取市新庁舎建設について鳥取市新庁舎建設について････････････（（（（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））））    
(１) 鳥取市庁舎建設基本方針（素案）について 

 (２) 鳥取駅周辺再生の取り組みについて 

 (３) 基本構想への本市の進め方について 

 

４４４４    安心・安全なまちづくりについて（老朽、危険空き家対策）安心・安全なまちづくりについて（老朽、危険空き家対策）安心・安全なまちづくりについて（老朽、危険空き家対策）安心・安全なまちづくりについて（老朽、危険空き家対策）    

････････････（（（（防災調整監、企画推進部、都市整備部防災調整監、企画推進部、都市整備部防災調整監、企画推進部、都市整備部防災調整監、企画推進部、都市整備部））））    
(１) 管理不十分な空き家の実態及び市民からの苦情に対する本市の対応 

について 

   

５５５５    国民健康保険（特別会計）について国民健康保険（特別会計）について国民健康保険（特別会計）について国民健康保険（特別会計）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) 収入不足に対する「一般会計繰入（税金投入）」について 

(２) 納付率低下に対する「不公平感」について 

(３) 継続審議扱いになっている「資産割」への方向性について 

(４) 制度の抜本的改革に向けた「国・県への要望内容」について 

 

６６６６    除雪対策について除雪対策について除雪対策について除雪対策について    

････････････（（（（防災調整監、企画推進部防災調整監、企画推進部防災調整監、企画推進部防災調整監、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) 自主防災会及び自警団の結成状況並びにその活動内容 

(２) 自主防災会による今回の大雪に対する除雪作業の実施状況について 

 ①除雪対策への自主防災会に対する指導、要請の状況について 

(３) 通学路及び生活道路の除雪対策について 

 ①通学路、生活道路の除雪対策の現状について 

 ②市所有の除雪機の稼働状況について 

 ③市所有の除雪機の自治会への効率的な使用方法の構築について 
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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    

７７７７    新規就農者、後継者対策について新規就農者、後継者対策について新規就農者、後継者対策について新規就農者、後継者対策について････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    
(１) とっとりふるさと就農舎入所者の現状と課題について 

 (２) 地元新規就農者・後継者支援の現状と課題について 

 (３) 種子組合の現状認識について 

 (４) 施設園芸による新規就農者支援について 

 

８８８８    鳥取市中山間地域対策について鳥取市中山間地域対策について鳥取市中山間地域対策について鳥取市中山間地域対策について････････････（（（（企画推進部、福祉保健部企画推進部、福祉保健部企画推進部、福祉保健部企画推進部、福祉保健部））））    
(１) 中山間地域の区域・箇所の位置づけについて 

(２) 県条例による中山間地域の区域と規則に規定されている区域の取り 

扱いについて 

(３) 平成 22年度「中山間地域対策強化方針」における各部署の取り組み 

 状況とその成果について 

(４) 中山間地域振興策におけるソフト事業での課題、問題点について 

(５) 過疎地域における年寄り世帯や独居老人世帯に対する生活支援対策 

  について 

 

９９９９    小学校、中学校における学校不適応対策について小学校、中学校における学校不適応対策について小学校、中学校における学校不適応対策について小学校、中学校における学校不適応対策について    

････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 不登校児童、生徒への取り組みについて 

 (２) 校内暴力の学校不適応対策への教育委員会の考え方について 

    

10 10 10 10 地元産業振興・支援及び地域雇用対策について地元産業振興・支援及び地域雇用対策について地元産業振興・支援及び地域雇用対策について地元産業振興・支援及び地域雇用対策について････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 「鳥取市雇用創造協議会」の今後の取り組みについて 

 (２) 雇用拡大への新たな取り組みについて 

 (３) 新市域の商工業の活性化について 

(４) 地域の特色を生かした「地域まちづくりマスタープラン」について 

    

11 11 11 11 可燃物処理場の建設促進について可燃物処理場の建設促進について可燃物処理場の建設促進について可燃物処理場の建設促進について････････････（（（（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) 現在までの経過と今後の課題について 

 (２) 住民合意の判断基準について 

 (３) 基本計画策定の時期について 

    

12 12 12 12 東部圏域連携の取り組みについて東部圏域連携の取り組みについて東部圏域連携の取り組みについて東部圏域連携の取り組みについて････････････（（（（企画推進部、経済観光部企画推進部、経済観光部企画推進部、経済観光部企画推進部、経済観光部））））    
(１) 今後の東部圏域連携のあり方について 

 (２) 「定住自立圏構想」の取り組みとその効果について 

 

13 13 13 13 水道料金改定について水道料金改定について水道料金改定について水道料金改定について････････････（（（（水道局水道局水道局水道局））））    
(１) 逓増率、基本料金の考え方について 

 (２) 使用区分ごとの料金体系について 

(３) 平成 27年度統一後の料金改定について 

(４) 殿ダム完成後の工業用水道整備に伴う本市の影響について 

(５) 地下水利用者への水道事業コスト回収策について 

 

14 14 14 14 鳥取市介護保険事業計画・（高齢者福祉計画）について鳥取市介護保険事業計画・（高齢者福祉計画）について鳥取市介護保険事業計画・（高齢者福祉計画）について鳥取市介護保険事業計画・（高齢者福祉計画）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) 入所系施設の整備状況について 

 (２) 施設・介護専用住居系サービス利用者推移について 

 (３) 第４期における各施設の待機状況及び要介護度の割合について 

(４) 鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（追加版）について 

(５) 第５期計画見直しについて 



3/16 

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    

15 15 15 15 国府総合支所耐震化について国府総合支所耐震化について国府総合支所耐震化について国府総合支所耐震化について････････････（（（（総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部））））    
(１) 既存総合支所の耐震化について 

 (２) 殿ダム事務所跡地利用のあり方について 

 (３) 国府地区保健センターへの職員配置について 
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平成平成平成平成 23232323 年年年年２２２２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    代表代表代表代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発言通告一覧表    

【代表質問：結】【代表質問：結】【代表質問：結】【代表質問：結】                                                        質問日：質問日：質問日：質問日：２２２２月月月月 28282828 日（月）日（月）日（月）日（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    

２２２２    議席番号 20 

児島児島児島児島    良良良良    

((((結結結結))))    

    
１１１１    市長の政治姿勢について市長の政治姿勢について市長の政治姿勢について市長の政治姿勢について････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 市政の方向性、市民との対話について 

 

２２２２    鳥取市自治基本条例と市政運営について鳥取市自治基本条例と市政運営について鳥取市自治基本条例と市政運営について鳥取市自治基本条例と市政運営について････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 第５条（参画及び協働の原則）について 

 (２) 第 14条（市政運営の原則）について 

(３) 第 23 条（説明責任）について 

(４) 第 24 条（「意見等」への対応）について 

 

３３３３    市庁舎建設について市庁舎建設について市庁舎建設について市庁舎建設について････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    
(１) 統合新築の結論に至った根拠について 

 ①市議会特別委員会の報告について 

 ②有識者検討委員会の報告について 

 (２) 市民アンケートについて 

 (３) 既存の計画や事業との整合性について 

 (４) 統合すれば市民サービスが向上するという根拠について 

 (５) 市民フォーラムでの発言について 

 (６) 新築による経済活性化について 

 

４４４４    河原インター山手工業団地整備事業について河原インター山手工業団地整備事業について河原インター山手工業団地整備事業について河原インター山手工業団地整備事業について････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 用地買収の見込みについて 

(２) 造成費用と分譲価格について 

(３) インフラ整備の費用について 

(４) 分譲見込みについて 

   

５５５５    公共工事の発注について公共工事の発注について公共工事の発注について公共工事の発注について････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 設計、施工の一括方式の見直しについて 

 (２) 地元事業者への発注について 

 

６６６６    農業政策について農業政策について農業政策について農業政策について････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    
(１) 農家収益を上げるための施策について 

  

７７７７    観光施策について観光施策について観光施策について観光施策について････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 本市の観光資源の精査と今後の戦略について 

 

８８８８    人権政策について人権政策について人権政策について人権政策について････････････（（（（総務部、人権政策監総務部、人権政策監総務部、人権政策監総務部、人権政策監））））    
(１) 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例について 

 

９９９９    職員定員適正化計画について職員定員適正化計画について職員定員適正化計画について職員定員適正化計画について････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    
(１) 適正定員数の根拠と業務量について 
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平成平成平成平成 23232323 年年年年２２２２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    

【代表質問：清和会】【代表質問：清和会】【代表質問：清和会】【代表質問：清和会】                                                質問日：質問日：質問日：質問日：３月３月３月３月１１１１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    

３３３３    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    本市の豪雪に対する市長の所見について本市の豪雪に対する市長の所見について本市の豪雪に対する市長の所見について本市の豪雪に対する市長の所見について    

････････････（（（（総務部、農林水産部総務部、農林水産部総務部、農林水産部総務部、農林水産部））））    

    

２２２２    市長の市政に取り組まれる姿勢について市長の市政に取り組まれる姿勢について市長の市政に取り組まれる姿勢について市長の市政に取り組まれる姿勢について    

････････････（総務部、企画推進部、経済観光部）（総務部、企画推進部、経済観光部）（総務部、企画推進部、経済観光部）（総務部、企画推進部、経済観光部）    

(１) ３期目の市政の取り組みと第９次総合計画の関連について 

(２) 国勢調査速報値の関連（人口の定着）について 

(３) 協働のまちづくりの現状について 

    

３３３３    市長のローカルマニフェストに関連して市長のローカルマニフェストに関連して市長のローカルマニフェストに関連して市長のローカルマニフェストに関連して    

････････････（（（（企画推進部、経済観光部企画推進部、経済観光部企画推進部、経済観光部企画推進部、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) 2,000 人雇用拡大対策の取り組みについて 

(２) 鳥取力の向上について 

(３) 工業団地の確保と企業立地の促進について 

(４) 鳥取環境大学の公立大学法人化について 

(５) 中山間地域対策について 

    

４４４４    財政と市政運営について財政と市政運営について財政と市政運営について財政と市政運営について････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    

(１) 歳入の見通しと財源確保について 

(２) 公共投資の計画的実施について 

(３) 合併後の市債残高と歳入歳出の均衡について 

(４) 計画的行財政の取り組みについて 

(５) 総合計画 10年間の施策と財政見通しについて 

(６) 合併特例債の活用状況と今後の見通しと国の動向について 

    

５５５５    交流人口の増加と地域活性化について交流人口の増加と地域活性化について交流人口の増加と地域活性化について交流人口の増加と地域活性化について    

････････････（（（（企画推進部、経済観光部企画推進部、経済観光部企画推進部、経済観光部企画推進部、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) 鳥取自動車道と地域経済活性化について 

(２) 周辺市町村との広域的観光の取り組みについて 

(３) ガイナーレ鳥取への支援について 

(４) 各種全国大会の開催について 

    

６６６６    公共投資の拡大について公共投資の拡大について公共投資の拡大について公共投資の拡大について････････････（（（（総務部、経済観光部総務部、経済観光部総務部、経済観光部総務部、経済観光部））））    

(１) 国の臨時交付金活用の成果、新年度見込みについて 

(２) 中小事業者向け融資制度について 

 

７７７７    庁舎建設について庁舎建設について庁舎建設について庁舎建設について････････････（（（（総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部））））    

(１) 庁舎建設の財源（合併特例債）について 

(２) 都市づくりのグランドデザインについて 

(３) 総合支所の今後のあり方について    
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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    

８８８８    都市計画の見直しについて都市計画の見直しについて都市計画の見直しについて都市計画の見直しについて････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    

(１) 都市の発展に伴う、将来を見通した都市計画について 

(２) 駅南部の工業専用区域の見直しについて 

    

９９９９    農業振興について農業振興について農業振興について農業振興について････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    

(１) 農業振興策の対応と成果について 

(２) ＴＰＰ、農家戸別所得補償制度と農業の展望と課題について 

    

10101010    福祉行政について福祉行政について福祉行政について福祉行政について････････････（（（（福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局））））    

(１) 福祉行政組織の充実と成果について 

(２) がん検診受診率向上の対策について 

(３) 地域包括支援センターについて 

(４) 国民健康保険の現状について 

(５) 生活保護給付について 

    

11111111    下水道事業について下水道事業について下水道事業について下水道事業について････････････（（（（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) アクションプログラムによる中・長期的計画について 

(２) 河原工業団地への下水道計画について 

(３) 今後の事業計画について 

    

12121212    可燃物処理施設の早期建設について可燃物処理施設の早期建設について可燃物処理施設の早期建設について可燃物処理施設の早期建設について････････････（（（（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) 環境影響調査結果について 

(２) 住民の協力体制について 

    

13131313    子育て・教育・文化の振興について子育て・教育・文化の振興について子育て・教育・文化の振興について子育て・教育・文化の振興について    

････････････（（（（企画推進部、経済観光部、健康・子育て推進局、教育企画推進部、経済観光部、健康・子育て推進局、教育企画推進部、経済観光部、健康・子育て推進局、教育企画推進部、経済観光部、健康・子育て推進局、教育委員会委員会委員会委員会））））    

(１) 安心こども基金特例対策事業の成果について 

(２) 地域文化の振興、今後の取り組みについて 

(３) 企業、商店街支援団体共同事業について 

    

14141414    水道事業の運営について水道事業の運営について水道事業の運営について水道事業の運営について････････････（（（（水道局水道局水道局水道局））））    

(１) 老朽施設の更新の現状と施設整備計画について 

(２) 河原インター山手工業団地の給水計画について 
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平成平成平成平成 23232323 年年年年２２２２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    

【代表質問：公明党】【代表質問：公明党】【代表質問：公明党】【代表質問：公明党】                                                    質問日：質問日：質問日：質問日：３月３月３月３月１１１１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    

４４４４    議席番号 15 

田村繁田村繁田村繁田村繁已已已已    

((((公明党公明党公明党公明党))))    

    

    
１１１１    平成平成平成平成 23232323 年度予算案と行財政改革について年度予算案と行財政改革について年度予算案と行財政改革について年度予算案と行財政改革について    

････････････（（（（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) 23 年度政府予算案と地方財政について 

(２) 財政健全化について 

①公会計制度の改革について 

②事務事業評価について 

③出資法人の経営状況について 

(３) 指定管理者制度について 

 

２２２２    まちづくりビジョンについてまちづくりビジョンについてまちづくりビジョンについてまちづくりビジョンについて････････････（（（（総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部））））    
(１) 第９次総合計画について 

(２) 鳥取環境大学の改革について 

(３) 協働のまちづくりについて 

①まちづくり協議会について 

(４) 庁舎建設について 

 

３３３３    保健、保健、保健、保健、医療、福祉の連携について医療、福祉の連携について医療、福祉の連携について医療、福祉の連携について    

････････････（（（（福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局））））    
(１) 生活福祉施策について 

(２) がん対策について 

(３) うつ病対策について 

  

４４４４    市民生活の安全・安心について市民生活の安全・安心について市民生活の安全・安心について市民生活の安全・安心について････････････（（（（防災調整監、都市整備部）防災調整監、都市整備部）防災調整監、都市整備部）防災調整監、都市整備部）    
(１) 雪害対策について 

(２) 住宅火災報知器の普及推進について 

(３) 防火水槽整備について 

 

５５５５    観光振興について観光振興について観光振興について観光振興について････････････（（（（経済観光部、農林水産部、教育委員会経済観光部、農林水産部、教育委員会経済観光部、農林水産部、教育委員会経済観光部、農林水産部、教育委員会））））    
(１) 豊かな海づくり大会について 

(２) 山陰海岸ジオパークについて 

(３) 新たな温泉活用について 

 

６６６６    環境都市・とっ環境都市・とっ環境都市・とっ環境都市・とっとりについてとりについてとりについてとりについて････････････（（（（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) 環境都市ビジョンについて 

(２) ごみの減量化について 

 

７７７７    時代を担う人づくりについて時代を担う人づくりについて時代を担う人づくりについて時代を担う人づくりについて････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 本市の教育理念について 

  

８８８８    信頼される自治体病院について信頼される自治体病院について信頼される自治体病院について信頼される自治体病院について････････････（（（（市立病院市立病院市立病院市立病院））））    
(１) 医療連携パスについて 

(２) 地域医療総合センターの役割について 

①市民からの相談対応について 
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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    

９９９９    水道事業の安定経営について水道事業の安定経営について水道事業の安定経営について水道事業の安定経営について････････････（（（（水道局水道局水道局水道局））））    
(１) 適正な水道料金について 

  ①簡易水道統合計画について 

 ②逓増型料金体系について 

 

 



9/16 

平成平成平成平成 22223333 年年年年２２２２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    

各個質問【通し】各個質問【通し】各個質問【通し】各個質問【通し】    
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 12 

山田延孝山田延孝山田延孝山田延孝    

((((新新新新))))    

    
１１１１    可燃物処理場の建設促進について可燃物処理場の建設促進について可燃物処理場の建設促進について可燃物処理場の建設促進について････････････（（（（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) 現在までの経過と、今後この問題に対する市長の率直な考え方を伺 

う 

 (２) 鳥取市以外の構成４町のこの問題に対する協力や支援について 

 (３) 東部圏域あげて、国英地区の皆様に虚心坦懐の気持ちでお願いする 

ことが大切です。市長の気持ちはどうか 

 (４) 早期着工に向けて市長の決意を伺う 

 

２２２２    小学校・中学校における学校不適応対策について小学校・中学校における学校不適応対策について小学校・中学校における学校不適応対策について小学校・中学校における学校不適応対策について    

････････････（（（（教育委員会）教育委員会）教育委員会）教育委員会）    

(１) 子供の未熟さによる問題について教育委員会としての考え方を伺う 

(２) 授業放棄や学校徘徊の対策について 

(３) 学校での問題行動への警察官への出動要請の実態について伺う 

 

２２２２    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    福祉施策について福祉施策について福祉施策について福祉施策について････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 生活保護費の増加について 

 (２) 自立支援の課題について 

 

２２２２    子育て応援の充実について子育て応援の充実について子育て応援の充実について子育て応援の充実について････････････（（（（健康・子育て推進局、教育委員会健康・子育て推進局、教育委員会健康・子育て推進局、教育委員会健康・子育て推進局、教育委員会））））    
(１) 乳幼児健診の取り組みについて 

 (２) 発達相談の現状と課題について 

①連携について 

 

３３３３    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    市庁舎問題について市庁舎問題について市庁舎問題について市庁舎問題について････････････（（（（総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部））））    
(１) アンケートについて 

(２) 市民フォーラムについて 

(３) 中活協の中間報告について 

(４) 中心市街地活性化基本計画について 

(５) 地方自治法第４条について 

(６) 総合支所の存続、充実について 

 

４４４４    議席番号 17 

湯口史章湯口史章湯口史章湯口史章    

((((清和会清和会清和会清和会))))    

    

    
１１１１    鳥取市新庁舎建設問題について鳥取市新庁舎建設問題について鳥取市新庁舎建設問題について鳥取市新庁舎建設問題について････････････（（（（総務部、都市整備部総務部、都市整備部総務部、都市整備部総務部、都市整備部））））    
(１) 鳥取市新庁舎建設に関する基本方針（素案）について 

 (２) 鳥取駅周辺再生基本構想について 

(３) 市民合意について 

(４) 今後のスケジュールについて 
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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    

５５５５    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    鳥取市中山間地域対策について鳥取市中山間地域対策について鳥取市中山間地域対策について鳥取市中山間地域対策について････････････（（（（企画推進部）企画推進部）企画推進部）企画推進部）    

(１) 鳥取市中山間地域の位置づけと取り扱い方針について 

(２) 「鳥取市中山間地域対策強化方針」の取り組みについて 

(３) 振興についての問題点について 

(４) 今後の振興策について 

 

２２２２    山白川整備及び大路川治水緑地整備について山白川整備及び大路川治水緑地整備について山白川整備及び大路川治水緑地整備について山白川整備及び大路川治水緑地整備について････････････（（（（都市整備部）都市整備部）都市整備部）都市整備部）    

(１) 山白川宮長地区スクリーン整備について 

(２) 大路川治水緑地整備について 

(３) 多目的公園整備利用計画について 

 

３３３３    緑豊かな自然環境を活かしたふるさとづくり緑豊かな自然環境を活かしたふるさとづくり緑豊かな自然環境を活かしたふるさとづくり緑豊かな自然環境を活かしたふるさとづくり････････････（（（（企画推進部）企画推進部）企画推進部）企画推進部）    

(１) 空山の自然公園整備について 

(２) 風車を活かした憩いの広場活用について 

 

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    合併地域からみた市庁舎問題について合併地域からみた市庁舎問題について合併地域からみた市庁舎問題について合併地域からみた市庁舎問題について････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    

 (１) 中学校区別説明会に合併地域は参加者が大変少なかった。その要因 

をどう考えているか 

(２) 「現在の庁舎が時代に合わなくなっており市民に十分なサービスが 

できない状況にある」と言われるが、合併地域にとっては具体的にど 

ういうことか 

 (３) 合併地域にとっては総合支所の充実こそ最大のサービスではないか 

 

２２２２    ＴＰＰについてＴＰＰについてＴＰＰについてＴＰＰ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) ２月 20日にＪＡ主催の反対の県民集会が開催されたが、参加されて 

の感想は 

 (２) 市民集会を開催されるつもりはないか 

 

７７７７    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    買い物弱者対策について買い物弱者対策について買い物弱者対策について買い物弱者対策について    

････････････（（（（企画推進部、福祉保健部、経済観光部、都市整備部企画推進部、福祉保健部、経済観光部、都市整備部企画推進部、福祉保健部、経済観光部、都市整備部企画推進部、福祉保健部、経済観光部、都市整備部））））    
(１) 本市の買い物弱者の現状について 

(２) 本市の買い物弱者対策の現状について 

(３) 対策の課題と今後の取り組みについて 

    

２２２２    雇用問題について雇用問題について雇用問題について雇用問題について････････････（（（（経済観光部経済観光部経済観光部経済観光部））））    
(１) 本市の雇用状況について 

(２) 今春の卒業生の就職内定状況について 

(３) 三洋ＣＥのパナソニックへの合併及びエプソンイメージングデバイ 

スのソニーモバイルへの事業譲渡による雇用動静について 

(４) 今後の雇用維持・創出対策について 
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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    

８８８８    議席番号 23 

房安房安房安房安    光光光光    

((((新新新新))))    

    

    
１１１１    国民健康保険制度について国民健康保険制度について国民健康保険制度について国民健康保険制度について････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 本市国民健康保険費特別会計の現状と対応について 

①医療費の傾向について 

  ②保険料について 

  ③収納率について 

 ④一般会計からの繰入について 

(２) 今後の運営について 

①24年度以降の見通しについて 

  ②国の施策について 

 ③広域化について 

 

２２２２    青谷上寺地遺跡整備活用計画について青谷上寺地遺跡整備活用計画について青谷上寺地遺跡整備活用計画について青谷上寺地遺跡整備活用計画について････････････（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会））））    
(１) 施設整備について 

①計画について 

  ②設置の見通しについて 

 

９９９９    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    市民生活と市庁舎問題について市民生活と市庁舎問題について市民生活と市庁舎問題について市民生活と市庁舎問題について    

････････････（（（（総務部、福祉保健部、水道局総務部、福祉保健部、水道局総務部、福祉保健部、水道局総務部、福祉保健部、水道局））））    
(１) 市庁舎は新築ではなく耐震改修で行い、国保料、水道料金の引き上 

げの中止を求める 

 

２２２２    小中学校の耐震化工事について小中学校の耐震化工事について小中学校の耐震化工事について小中学校の耐震化工事について････････････（（（（総務部、教育委員会）総務部、教育委員会）総務部、教育委員会）総務部、教育委員会） 

 (１) 耐震化計画について 

 

10101010    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    安心・安全のまちづくりについて安心・安全のまちづくりについて安心・安全のまちづくりについて安心・安全のまちづくりについて････････････（（（（防災調整監、都市整備部防災調整監、都市整備部防災調整監、都市整備部防災調整監、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 

(２) 火災警報器の設置について 

  ①周知、啓発について 

  ②今後の対応について 

 

２２２２    除雪について除雪について除雪について除雪について････････････（（（（企画推進部、都市整備部企画推進部、都市整備部企画推進部、都市整備部企画推進部、都市整備部））））    
 (１) 国、県、市の除雪対策の打ち合わせ、調整について 

 (２) 除雪機械の確保について 

 (３) 小型除雪機の申し込み状況について 

 (４) 小型除雪機燃料費について 

  ①「コミュニティ施設等雪害対策臨時支援事業」について 

 

３３３３    温室効果ガス排出削減の取り組みについて温室効果ガス排出削減の取り組みについて温室効果ガス排出削減の取り組みについて温室効果ガス排出削減の取り組みについて    

････････････（（（（総務部、環境下水道部総務部、環境下水道部総務部、環境下水道部総務部、環境下水道部））））    
 (１) 炭酸ガス取引について 

  ①現状について 

  ②今後の本市での活用について 
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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    

11111111    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    鳥取市有施設の民間への譲渡について鳥取市有施設の民間への譲渡について鳥取市有施設の民間への譲渡について鳥取市有施設の民間への譲渡について････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    
(１) 地域住民の安心と安全を守る耐震調査、アスベスト除去の実施につ 

いて 

    

２２２２    差別のない人権尊重の社会づくりについて差別のない人権尊重の社会づくりについて差別のない人権尊重の社会づくりについて差別のない人権尊重の社会づくりについて    

････････････（（（（総務部、人権政策監、福祉保健部総務部、人権政策監、福祉保健部総務部、人権政策監、福祉保健部総務部、人権政策監、福祉保健部））））    
(１) 「鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例」と「第９次鳥取市 

総合計画」について 

 (２) 相次いでいる差別事象と鳥取市の対応について 

 

12121212    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    犯罪被害者支援について犯罪被害者支援について犯罪被害者支援について犯罪被害者支援について････････････（（（（総務部、人権政策監総務部、人権政策監総務部、人権政策監総務部、人権政策監））））    
(１) 今日までの取り組み状況と課題について 

(２) 啓発の現状と今後の考え方について 

(３) 県内市長会との連携による支援強化について 

    

２２２２    山陰海岸ジオパーク関連について山陰海岸ジオパーク関連について山陰海岸ジオパーク関連について山陰海岸ジオパーク関連について    

････････････（（（（総務部、経済観光部、都市整備部総務部、経済観光部、都市整備部総務部、経済観光部、都市整備部総務部、経済観光部、都市整備部））））    
(１) 山陰海岸ジオパークの普及・啓発の現状と今後の考え方について 

 (２) ジオパーク都市間の交流の考え方について 

(３) 大崎城跡散策道整備と鳥取市土地開発公社長期保有土地の利活用に 

ついて 

 

13131313    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    鳥取県東部圏域連携の取り組みについて鳥取県東部圏域連携の取り組みについて鳥取県東部圏域連携の取り組みについて鳥取県東部圏域連携の取り組みについて    

････････････（（（（企画推進部、経済観光部）企画推進部、経済観光部）企画推進部、経済観光部）企画推進部、経済観光部）    

(１) 若者定住や産業振興に対する具体的な取り組みについて 

(２) 県東部圏域の活性化計画策定について 

 

２２２２    除雪対策について除雪対策について除雪対策について除雪対策について････････････（（（（都市整備部、教育委員会）都市整備部、教育委員会）都市整備部、教育委員会）都市整備部、教育委員会）    

(１) 生活道路の除雪対策について 

  ①本市所有の除雪機配置状況について 

  ②除雪について企業依頼体制はどうなっているか、また地元自治会と 

の協力体制はどのように行われているか 

(２) 各小中学校配置の除雪機の使用について 

 

３３３３    発達障がい支援体制について発達障がい支援体制について発達障がい支援体制について発達障がい支援体制について    

････････････（（（（福祉保健部、健康・子育て推進局）福祉保健部、健康・子育て推進局）福祉保健部、健康・子育て推進局）福祉保健部、健康・子育て推進局） 

(１) 幼児支援・家族支援の本市の具体的な支援体制について 

(２) ペアレントメンター養成事業について 

 ①本市としての今後の事業展開を問う 
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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    

14141414    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    市庁舎の新築・移転問題について市庁舎の新築・移転問題について市庁舎の新築・移転問題について市庁舎の新築・移転問題について････････････（（（（総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部総務部、企画推進部））））    
(１) 市庁舎の寿命について 

(２) 進め方、手続きについて 

    

２２２２    住宅リフォーム助成制度について住宅リフォーム助成制度について住宅リフォーム助成制度について住宅リフォーム助成制度について････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部）））） 

(１) 昨年９月議会で提案した制度に対する認識について 

(２) 調査・検討について 

 

３３３３    水道事業について水道事業について水道事業について水道事業について････････････（（（（総務部、水道局総務部、水道局総務部、水道局総務部、水道局）））） 

(１) 水道料金の引き上げの理由について 

(２) 今後の事業計画と経営見通しについて 

  

15151515    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    安心の高齢者安心の高齢者安心の高齢者安心の高齢者社会について社会について社会について社会について････････････（（（（福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局福祉保健部、健康・子育て推進局））））    
(１) 保健医療福祉連携課の取り組みと成果について 

  ①各機関や職種間の連携について 

   ・東部圏域地域リハビリテーション推進事業について 

  ②直接市民と関わる地域での連携について 

(２) 介護保険事業について 

  ①現状の課題と対応について 

  ②第５期介護保険事業計画（平成 24 年～26年）について 

 

２２２２    誰もが乗りたくなる公共交通について誰もが乗りたくなる公共交通について誰もが乗りたくなる公共交通について誰もが乗りたくなる公共交通について････････････（（（（都市整備部都市整備部都市整備部都市整備部））））    
(１) 公共交通の確保に向けた現状と課題について 

(２) めざす方向について 

(３) バス路線網再編実施計画について 

 

16161616    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    公共工事の発注について公共工事の発注について公共工事の発注について公共工事の発注について    

････････････（（（（経済観光部、都市整備部、環境下水道部経済観光部、都市整備部、環境下水道部経済観光部、都市整備部、環境下水道部経済観光部、都市整備部、環境下水道部））））    
(１) 公共工事の発注についてプロポーザル方式の見直しを図るべきであ 

る 

 (２) 地元業者からの要望を受けての対応は 

 

17171717    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    地域力について地域力について地域力について地域力について････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 鳥取力について 

(２) 限界的集落の現状と課題について 

(３) 「中山間地域対策強化方針」について 

    

２２２２    悪臭問題について悪臭問題について悪臭問題について悪臭問題について････････････（（（（農林水産部、環境下水道部農林水産部、環境下水道部農林水産部、環境下水道部農林水産部、環境下水道部））））    
(１) 養鶏場の悪臭対策の現状について 

  ①消臭装置について 

  ②湖山地区内の養鶏場の悪臭対策について 
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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    

18181818    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    「まちの賑わい創出」に向けたビジョン「まちの賑わい創出」に向けたビジョン「まちの賑わい創出」に向けたビジョン「まちの賑わい創出」に向けたビジョン    

････････････（（（（企画企画企画企画推進推進推進推進部部部部、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、教育委員会、都市整備部、教育委員会、都市整備部、教育委員会、都市整備部、教育委員会））））    
(１) 「市庁舎建設計画」と「まちの賑わい創出」について 

①２核（駅周辺と城跡周辺）の整備計画について 

②２軸（若桜街道・智頭街道）の整備計画について 

 (２) 進行中のまちづくり事業との関係について 

①太平線通りについて 

②交通実証実験について 

③西町緑地整備について 

 (３) 歴史的建造物（五臓圓ビル・民藝美術館）の保存運動について 

 (４) まんが王国と県立美術館構想について 

 (５) 新たなまちの魅力創出について 

 

19191919    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    農業政策について農業政策について農業政策について農業政策について････････････（（（（農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部））））    
(１) 農家収益をあげるための施策（販売力の向上）について 

 (２) 地産地消の推進について 

 

２２２２    国保会計について国保会計について国保会計について国保会計について････････････（（（（福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部））））    
(１) 制度改革について 

 (２) 今後の対策について 

 

３３３３    地デジ化対策に地デジ化対策に地デジ化対策に地デジ化対策についてついてついてついて････････････（（（（企画推進部企画推進部企画推進部企画推進部））））    
(１) 進捗状況について 

 (２) 費用負担について 

 

20202020    議席番号 33 

上田上田上田上田孝春孝春孝春孝春    

((((結結結結))))    

    

    
１１１１    市長の政治姿勢について市長の政治姿勢について市長の政治姿勢について市長の政治姿勢について････････････（（（（企画推進部、都市整備部企画推進部、都市整備部企画推進部、都市整備部企画推進部、都市整備部））））    
(１) 市政運営の基本的な考え方、姿勢について 

(２) 市政運営に対する自治基本条例の位置づけについて 

 (３) まちづくり協議会の現状認識と今後の支援について 

 (４) 旧市立病院跡地に中活協が計画されている駅南プロジェクトに対す 

  る市長の見解について 

 

21212121    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    空き家対策に関空き家対策に関空き家対策に関空き家対策に関連して連して連して連して････････････（（（（総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部））））    

(１) 本市の空き家の現状・原因・将来予測について 

(２) 老朽・危険空き家対策について 

(３) 普通の空き家対策について（定期借家権・空き家バンク） 

(４) 国、県支援事業について 

①「空き家再生等推進事業」（国土交通省） 

②「マイホーム借り上げ制度」（一般社団法人 移住・住みかえ支援機 

構） 

(５) 条例・要綱の検討について 
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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    

22222222    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    環境政策について環境政策について環境政策について環境政策について････････････（（（（総務部、経済観光部、環境下水道部総務部、経済観光部、環境下水道部総務部、経済観光部、環境下水道部総務部、経済観光部、環境下水道部））））    
(１) スマート・グリッドタウン構想について 

①推進協議会設立の目的について 

②鳥取県との連携について 

③地元企業の育成について 

④今後のインフラ整備について 

 

２２２２    子育て・教育支援について子育て・教育支援について子育て・教育支援について子育て・教育支援について    

････････････（（（（福祉保健部、健康・子育て推進局、教育委員会福祉保健部、健康・子育て推進局、教育委員会福祉保健部、健康・子育て推進局、教育委員会福祉保健部、健康・子育て推進局、教育委員会））））    
(１) 子ども手当について 

①市民生活への影響について 

(２) 子供の学習支援について 

①「教育格差」について 

(３) 子供の健康について 

①「子どもの健康と環境に関する全国調査」について 

 

23232323    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    中心市街地の都市計画・まちづく中心市街地の都市計画・まちづく中心市街地の都市計画・まちづく中心市街地の都市計画・まちづくりの考え方の変化と新市域とりの考え方の変化と新市域とりの考え方の変化と新市域とりの考え方の変化と新市域と

中心市街地を結ぶ交通システムについて中心市街地を結ぶ交通システムについて中心市街地を結ぶ交通システムについて中心市街地を結ぶ交通システムについて    

････････････（（（（総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部総務部、企画推進部、都市整備部））））    
(１) 鳥取市役所が現在の位置に建てられることになった経緯について 

(２) 現在までの中心市街地の都市計画・まちづくりの考え方の変化につ 

いて 

(３) 新市域と中心市街地を結ぶ市民に使いやすい交通システムの検討に 

ついて 

 

２２２２    近代建築の文化財保存について近代建築の文化財保存について近代建築の文化財保存について近代建築の文化財保存について    

････････････（（（（総務部、経済観光部、教育委員会総務部、経済観光部、教育委員会総務部、経済観光部、教育委員会総務部、経済観光部、教育委員会））））    
(１) 他都市の国の重要文化財に指定されている鉄筋コンクリート造建造 

物の耐震対策状況について 

 (２) 既存建物の耐震性と耐久性の向上について 

 

24242424    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    第９次鳥取市総合計画に展望される中山間地域の活性化対策第９次鳥取市総合計画に展望される中山間地域の活性化対策第９次鳥取市総合計画に展望される中山間地域の活性化対策第９次鳥取市総合計画に展望される中山間地域の活性化対策    

についてについてについてについて    

････････････（（（（総務部、企画推進部、福祉保健部、経済観光部、農林水産部、総務部、企画推進部、福祉保健部、経済観光部、農林水産部、総務部、企画推進部、福祉保健部、経済観光部、農林水産部、総務部、企画推進部、福祉保健部、経済観光部、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) 第９次総合計画において、中山間地域の活性化対策は重要な施策と 

して位置づけられているが、大きなスケールでのその施策の方向性に 

ついて伺う 

  ①地域の「核」となる拠点の整備、構築について 

  ②農林業の活性化（展望）について 

  ③地域での雇用について 

  ④安心、安全な生活や地域づくり（防災、医療、道路、交通）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８ 

木村和久木村和久木村和久木村和久    

((((結結結結))))    

    
１１１１    職員定数の適正化計画について職員定数の適正化計画について職員定数の適正化計画について職員定数の適正化計画について････････････（（（（総務部総務部総務部総務部））））    
(１) 職員定数の削減案と業務量のバランスについて 

(２) 公的責任義務及び民間委託可能業務の仕分け作業について 

(３) 地域との協働による役割分担・事業削減について 

(４) 定数削減に伴う、（行政サービス・負担）市民理解について 

 

26262626    議席番号 32 

両川洋々両川洋々両川洋々両川洋々    

((((結結結結))))    

    
１１１１    旧市立病院跡地に大量の医療廃棄物が不法に投棄されている旧市立病院跡地に大量の医療廃棄物が不法に投棄されている旧市立病院跡地に大量の医療廃棄物が不法に投棄されている旧市立病院跡地に大量の医療廃棄物が不法に投棄されている    

とする情とする情とする情とする情報の事実関係について報の事実関係について報の事実関係について報の事実関係について････････････（（（（企画推進部、環境下水道部企画推進部、環境下水道部企画推進部、環境下水道部企画推進部、環境下水道部））））    
(１) 医療廃棄物投棄の有無について 

 (２) 確認方法について 

 (３) 情報公開について 

 

２２２２    行政における不適切な会計処理による追徴課税の支払いにつ行政における不適切な会計処理による追徴課税の支払いにつ行政における不適切な会計処理による追徴課税の支払いにつ行政における不適切な会計処理による追徴課税の支払いにつ    

いていていていて････････････（（（（出納室出納室出納室出納室））））    
(１) 竹内市長任期中における有無について 

 

３３３３    まちなか交通実験を踏まえた交通施策とまちづくりについてまちなか交通実験を踏まえた交通施策とまちづくりについてまちなか交通実験を踏まえた交通施策とまちづくりについてまちなか交通実験を踏まえた交通施策と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) 目指す交通体系について 

(２) 目指すまちづくりについて 

 

 


