
順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

1 代表質問 清和会 下　村　佳　弘 11 質問時間70分

2 〃 こう風 森　本　正　行 20 質問時間40分

順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

3 代表質問 公明党 桑　田　達　也 15 質問時間35分

4 〃 民主・民世会 両　川　洋　々 29 質問時間30分

5 〃 市民会議 森　田　紘一郎 14 質問時間30分

順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

1 各個質問 民主・民世会 長　坂　則　翁 6

2 〃 清和会 高　見　則　夫 35

3 〃 清和会 谷　口　輝　男 23

4 〃 共産党 角　谷　敏　男 13

5 〃 清和会 金　谷　洋　治 8

6 〃 清和会 福　田　泰　昌 36

7 〃 こう風 中　西　照　典 19

8 〃 清和会 有　松　数　紀 10

9 〃 共産党 村　口　英　子 25

10 〃 清和会 中　島　規　夫 21

◎平成20年３月12日（水）　午前10時開議

順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

11各個質問 市民会議 児　島　　　良 3

12 〃 無所属 秋　山　智　博 5

13 〃 清和会 西　田　正　人 9

14 〃 こう風 入　江　順　子 31

15 〃 民主・民世会 寺　垣　健　二 17

16 〃 きずな 川　瀬　滋　子 7

17 〃 清和会 上　紙　光　春 24

18 〃 市民会議 中　村　晴　通 2

19 〃 公明党 田　村　繁　已 16

20 〃 共産党 伊　藤　幾　子 1

◎平成20年３月13日（木）　午前10時開議

順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

21各個質問 市民会議 橋　尾　泰　博 26

22 〃 こう風 房　安　　　光 18

23 〃 清和会 岡　田　浩四郎 12

24 〃 清和会 吉　田　博　幸 34

25 〃 公明党 河　根　裕　二 4

26 〃 公明党 武　田　えみ子 28

質問時間各15分

◎平成20年３月11日（火）　午前10時開議

◎平成20年３月５日（水）　午前10時開議

質問時間各15分

質問時間各15分

～～代表質問～～

～～各個質問～～

平成20年３月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧

◎平成20年３月６日（木）　午前10時開議



印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月５日（水）

順序 発　言　者

1 議席番号11
下村 佳弘
＜清和会＞ (1)19年度決算見込みにおける本市の状況の認識について

(2)地方財政健全化法への本市の対応について

(3)19年度一般会計、特別会計、公営企業会計の連結赤字比率と実質的な負

　 債残高にかかる将来負担比率について

(4)実質公債費比率について

(5)新年度予算における財政健全化に向けて、特に留意している事項につい

　 て

(1)予算の考え方について

　①地域の活性化に役立つ予算であるか、地域住民に理解されているか

(1)今までの制度実施での検証、評価について

(2)今後の指定管理の方向性について

(1)財源の見直しについて

(2)道路整備への影響について

(1)総合支所の基本的考え方について

(2)支所の権限、職員体制について

(3)危機管理の対応について

(1)国際交流に対する基本的な考え方について

(2)国際交流のあり方、今後の方針について

(1)就業のための施策について

(1)長期療養病床を削減し、介護施設等に転換を図ることについて

(1)待機児童解消について

(2)保育園に対する市としての今後の方針と支援策について

(1)「新元気プラン」の目指すべき目標と目標達成のための具体的取り組み

　 について

６　国際交流について・・・（企画推進部）

７　子育て支援について・・・（福祉保健部）

８　地域ケア体制について・・・（福祉保健部）

９　保育園運営について・・・（福祉保健部）

３　指定管理者制度について・・・（総務部）

10　健康教育について・・・（福祉保健部）

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

１　本市における財政健全化への取り組みについて・・・（総務部）

５　総合支所のあり方について・・・（企画推進部）

２　地域振興特定予算のあり方について・・・（総務部）

４　道路特定財源と道路整備について・・・（総務部・都市整備部）

◎代表質問＜清和会＞
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月５日（水）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

(1)障害のある方々に対する小規模作業所への支援について

・・・（企画推進部・経済観光部・教育委員会）

(1)ホテル建設中止について

(2)2009鳥取・因幡の祭典への影響について

(1)2009鳥取・因幡の祭典以降の観光の担い手について

　①観光の振興をどうしてゆくのか

(1)農政三対策の見直しによる市農業への影響と対策について

(2)米対策と生産調整について

(3)水田畑作経営所得安定対策について

(4)農地、水環境対策について

(1)新農政の見直しに伴う鳥取市農業の方向性について

　①農業後継者支援への取り組み、とっとりふるさと就農舎の運営について

(1)森林保全の基本的な考え方について

(2)林道、作業道、間伐について

(3)林業グループの育成強化について

(4)市行造林の推進について

(1)鳥獣害特措法により市の対策はどう変わるのか

(2)新しい鳥獣による被害対策について

(3)捕獲者の育成について

(1)鳥取自動車道について

(2)山陰自動車道について

(3)鳥取豊岡宮津自動車道整備について

(1)利用促進に向けた取り組みについて

(2)交通弱者に対する支援について

(3)山間地等の交通支援について

19　生活バス路線の確保について・・・（都市整備部）

15　水田ビジョンの見直しと市農業政策について・・・（農林水産部）

16　森林政策について・・・（農林水産部）

17　有害鳥獣対策について・・・（農林水産部）

18　道路整備について・・・（都市整備部）

13　鳥取市の観光行政について・・・（経済観光部）

11　小規模作業所運営について・・・（福祉保健部）

12　鳥取砂丘地内未利用地活用事業について

14　新農政の見直しについて・・・（農林水産部）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月５日（水）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

(1)ごみの減量化対策について

(2)監視員の活動について

(3)焼却場の建設について

(1)これまでと変わる点について

(2)鳥取市の導入スケジュールについて

(1)実績・成果と課題、来年度以降の取り組みについて

(1)平成19年度実施している校区の様子と成果について

(2)平成20年度以降の予定について

(1)団塊の世代の大量退職時代の中での生涯学習の必要性とその目的、メニ

　 ューについて

(2)メニューの充実と20年度以降の取り組みについて

(3)高齢者学級や市民大学の研究を市に還元してもらうために、市政に役立

　 てる（資料に使う）ことについて

(1)長期経営見直しについて

(1)経営状況について

(2)設備等の老朽化対策について

24　生涯学習について・・・（教育委員会）

25　水道事業について・・・（水道局）

26　工業用水事業について・・・（水道局）

20　ごみ対策について・・・（環境下水道部）

21　学習指導要領の改定について・・・（教育委員会）

23　学力向上推進事業について・・・（教育委員会）

22　教育センターについて・・・（教育委員会）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月５日（水）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

2 議席番号20
森本 正行
＜こう風＞ (1)市町村合併を経て、本市の財政規模の推移について

(2)三位一体改革が本市の財政に与えた影響について

(3)道路特定財源と本市財政の関係について

(4)第４次行財政改革の成果について

(1)実施計画及び基本計画に対する進捗状況について

(1)生活路線バスや循環バスの充実について

(2)鳥取駅北口の再整備について

(1)鳥取砂丘のホテル建設中止後の「観光の核」について

(1)鳥取ブランドについて

(2)企業誘致と新工業団地計画について

・・・（企画推進部・福祉保健部）

(1)子育て支援（とりっこカード）について

(2)鳥取環境大学（学生確保策、卒業後の就労支援）について

(3)定住促進支援について

(1)家庭ごみの有料化に伴う減量実績について

(2)今後の減量に対する取り組みについて

(3)焼却場建設にかかわる地元交渉の状況について

(1)建設工事の進捗状況と供用開始時期について

(2)水道料金改定を含む経営安定化策について

(1)新年度及び将来的な病院経営について

(2)新年度及び将来的な医師・看護師の確保について

(1)地域コミュニティ活動の中心となる地区公民館の整備について

◎代表質問＜こう風＞

１　新年度予算と本市の財政状況について・・・（総務部）

９　病院経営と医師・看護師の確保について・・・（市立病院）

10　自治基本条例の制定について・・・（企画推進部・教育委員会）

４　「2009鳥取・因幡の祭典」について・・・（企画推進部）

２　第８次総合計画の進捗について・・・（企画推進部）

３　公共交通網の整備について・・・（都市整備部）

５　地域経済活性化策の取り組みについて・・・（経済観光部）

６　「子育て支援」と「人口増加対策」について

７　家庭ごみの減量化と焼却場建設について・・・（環境下水道部）

８　浄水場建設の進捗と経営安定化策について・・・（水道局）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月６日（木）

順序 発　言　者

3 議席番号15
桑田 達也
＜公明党＞ (1)平成20年度の予算編成方針について

(2)事業仕分け制度の導入について

(3)総人件費の抑制策について

　①定員適正化計画について

(4)公的資金補償金免除繰上償還について

(1)食の安全について

(2)危機管理体制について

(3)ＡＥＤ導入推進方針について

(1)限界集落の実態と今後の対策について

(1)増加傾向にあるニート対策について

(2)障害者雇用について

・・・（企画推進部・経済観光部・農林水産部）

(1)2009鳥取・因幡の祭典について

(2)鳥取港の活用について

(3)鳥取ブランドの特産品づくりについて

(1)地球温暖化対策について

(1)新学習指導要領について

(2)外部人材活用事業について

(1)救急医療について

(2)医療圏域のあり方について

２　危機管理について・・・（総務部・防災調整監・福祉保健部）

３　過疎対策について・・・（企画推進部）

４　雇用対策について・・・（福祉保健部・経済観光部）

５　鳥取市経済活性化戦略について

６　環境政策について・・・（環境下水道部）

７　子どもと向き合う時間確保について・・・（教育委員会）

８　地域医療の充実について・・・（市立病院）

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

１　行財政改革について・・・（総務部）

◎代表質問＜公明党＞
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月６日（木）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

4 議席番号29
両川 洋々

＜民主・民世会＞ (1)メリハリ予算について

(2)一点集中の施策について

・・・（総務部）

(1)処遇について

(1)文科省が定め、衛生管理基準に沿わない施設について

(2)民間委託では、民間が持つノウハウを生かすとのことだが、学校給食会

　 以上のノウハウとは何を指すのか

(1)現状と今後の展望について

(1)プロジェクトの早期着手について

２　本年10月に任期満了を迎える副市長の進退について

３　学校給食について・・・（教育委員会）

４　永住外国人の参政権について・・・（総務部）

５　漫画ロードと漫画道場の事業について・・・（企画推進部）

１　新年度予算と市長の政治姿勢について・・・（総務部）

◎代表質問＜民主・民世会＞
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月６日（木）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

5 議席番号14
森田 紘一郎
＜市民会議＞ (1)市政の基本理念について

(2)法人企業活性化の施策・事業について

(3)道路特定財源について

(4)戦略的地域再生について

(5)施策・事業評価について

(1)受験者・入学者数について

(2)カリキュラム改編について

(3)ニッセイ財団について

(1)鳥取市経済活性化戦略について

(2)コンベンションについて

(3)砂丘観光について

(4)滞在型観光について

(1)農林水産予算について

(2)水田農業ビジョンについて

(3)酪農・畜産農家対策について

(4)悪臭問題について

・・・（総務部・都市整備部）

(1)遊休土地処分について

◎代表質問＜市民会議＞

１　新年度予算について・・・（総務部）

４　鳥取市の農業政策について・・・（農林水産部）

５　遊休財産利用（処分も含む）について

３　鳥取市の経済・観光の活性化について・・・（経済観光部）

２　環境大学について・・・（企画推進部）

-　8　-



印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月11日（火）

順序 発　言　者
議席番号6
長坂 則翁

＜民主・民世会＞ (1)現状と課題について

(2)施設評価（平成19年５月）に対する分析について

(3)今後の方向性について

(4)融資制度（貸付制度）の創設について

・・・（企画推進部・都市整備部）

(1)今日までの取り組み経過と課題について

(2)今後の人口増に向けた具体的方策について

　①三世代同居住宅資金貸付制度の導入について

　②三世代住宅建設助成制度の創設について

議席番号35
高見 則夫
＜清和会＞ ・・・（経済観光部・農林水産部・都市整備部・環境下水道部）

(1)都市づくりの基本的な考え方、県・市の連携について

(2)都市計画マスタープランと鳥取南部開発について

(3)第８次総合計画の景観形成の推進について

(4)駅南部の都市計画区域の道路、下水、用排水路の整備について

(5)都市計画への住民参加について

(6)農用地活用計画について

(7)津ノ井工業団地の公共下水道整備計画について

(8)高速道路に関連して（都市計画）

議席番号23
谷口 輝男
＜清和会＞ (1)本市における不感地区の実態について

(2)不感地区に対する電話事業者の取り組みについて

(3)今後の課題と市・県の役割について

(1)簡易水道の基本的な考え方について

(2)地元意向調査、地元説明会の状況について

(3)今後の整備統合計画について

議席番号13
角谷 敏男
＜共産党＞ (1)誘致企業の大幅な組織再編と雇用について

(2)企業立地促進要綱について

(3)常用（正規）雇用と登録・派遣社員について

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
1

１　鳥取市簡易水道事業について・・・（農林水産部）

２　鳥取市における人口増対策について

2
１　都市計画とまちづくりについて

3
１　携帯電話不感地区対策について・・・（企画推進部）

２　簡易水道の整備統合について・・・（農林水産部）

4
１　企業誘致と雇用の確保・拡大について・・・（経済観光部）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月11日（火）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
議席番号8
金谷 洋治
＜清和会＞ (1)新卒者の就職状況について

(2)中途採用状況について

(3)特産品を生かした雇用策について

・・・（経済観光部・農林水産部）

(1)農林水産業の振興について

(2)特産品の振興について

(3)空き地を生かした振興策について

議席番号36 
福田 泰昌
＜清和会＞ (1)ホテルの撤回と周辺整備について

(2)2009鳥取・因幡の祭典への影響について

(3)砂丘情報館について

(4)砂の美術館・砂像について

(5)観光客等への対応策について

(1)鳥取～青谷間の現状と見通しについて

(2)供用の見通しについて

(3)鳥取市としての対応とその現状について

(1)現状と見通しについて

(2)課題の考え方について

(3)将来の経営方針について

議席番号19
中西 照典
＜こう風＞ ・・・（企画推進部・都市整備部）

(1)コミュニティの活性化と町内会館の必要性について

(2)高齢化における資金の負担について

(3)公共空地及び公園と町内会館建設について

(4)規制緩和特区について

(1)給食費等学校納付金未納の現状について

(2)未納への19年度の取り組みについて

(3)未納への今後の課題について

5
１　雇用状況について・・・（経済観光部）

２　特産品の振興によるまちづくりについて

6
１　鳥取砂丘地内未利用地活用事業について・・・（経済観光部）

２　鳥取西道路について・・・（都市整備部）

３　市立病院の課題と経営について・・・（市立病院）

7
１　公共空地及び公園への町内会館建築について

２　給食費等学校納付金の未納について・・・（教育委員会）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月11日（火）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
議席番号10
有松 数紀
＜清和会＞ ・・・（企画推進部・教育委員会）

(1)政治活動の必要性について

(2)合併前の地区公民館のあり方について

(3)コミュニティの拠点と地区公民館としての施設の利用規定の考え方につ

　 いて

議席番号25
村口 英子
＜共産党＞ ・・・（人権政策監・総務調整監・福祉保健部・教育委員会）

(1)一般対策化への取り組み状況について

　①個人給付について

　②生活福祉員について

(2)同和問題研修について

議席番号21
中島 規夫
＜清和会＞ (1)少子化で生徒数も減少しており、校舎の耐震改修にあわせ、小中学校の

　 統廃合も校区審議会等で将来計画を明示すべきと考えるがどうか

(1)医療制度も変わり、医師・看護師等の不足も言われる現状では、他病院

　 との統合も考えるときと思うがどうか

8
１　コミュニティの拠点づくりにおける施設利用のあり方について

9
１　同和対策問題について

10
１　鳥取市小中学校の将来計画について・・・（教育委員会）

２　鳥取市立病院の将来計画について・・・（市立病院）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月12日（水）

順序 発　言　者
議席番号3
児島　 良
＜市民会議＞ (1)保育園の待機児童ゼロの施策について

(2)保育料負担軽減について

(3)今後の方針について

(1)グランドデザインに対する具体的施策について

(2)砂丘イリュージョンと砂の美術館について

(3)滞在型観光について

議席番号5
秋山 智博
＜無所属＞ ・・・（福祉保健部・経済観光部）

(1)最低賃金621円について

(2)ワーキングプア層への取り組みについて

(3)求人倍率1.0を割る現状について

(4)セーフティネットの確立について

(1)保険証の返還で命は脅かされていないか

(1)漁協組合に対して

・・・（企画推進部・福祉保健部・教育委員会）

(1)日常生活圏域（６カ所）を基盤としたハード・ソフト対策について

(2)ネットワークづくりについて

(3)福祉教育（学校・社会教育）の振興について

(4)ボランティア・ＮＰＯ等の市民活動の振興について

議席番号9
西田 正人
＜清和会＞ ・・・（防災調整監・経済観光部・都市整備部）

(1)河原インターまでの開通で高速道路をどう生かすか

(2)2009鳥取・因幡の祭典の対応について

(3)交通量、アクセスの対応について

(4)国英工業団地について

(5)交通事故対策について

・・・（福祉保健部）

(1)導入計画について

(2)既に導入されている市内の23施設の利用状況について

(3)職員、市民への徹底について

11
１　市の保育園行政について・・・（福祉保健部）

２　鳥取砂丘観光について・・・（経済観光部）

13
１　鳥取自動車道の整備状況について

２　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の導入について

12
１　格差の最たるものについて、それに対する取り組みについて

２　後期高齢者医療制度の問題点について・・・（福祉保健部）

３　原油高騰の中、漁船燃料の支援について・・・（農林水産部）

４　地域福祉の現状と課題・今後の方向性について

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月12日（水）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
議席番号31
入江 順子
＜こう風＞ (1)消防署の配置及び地域住民の市民活動拠点配置について

(1)公民館職員（嘱託職員）の採用について

　①採用条件について

　②新規・再雇用の条件について

(2)中央公民館の利用について

　①各中央公民館の利用とバス停の位置について

議席番号17
寺垣 健二

＜民主・民世会＞ (1)市長の街頭活動について

　①職員の動員について

　②予算について

　③広報について

(2)地方分権を進める中での税のあり方について

議席番号7
川瀬 滋子
＜きずな＞ (1)市民政策コメントの結果について

(2)基本構想の目的について

(3)学校給食の現状と課題について

(4)学校給食の目指す方向について

(5)学校給食センター施設の統廃合について

(6)調理業務等の民間委託について

(7)市民政策コメントの結果を受け、今後の進め方について

(1)平成20年度の重点施策について

(2)直売市・ふれあい市の元気づくり支援策について

議席番号24
上紙 光春
＜清和会＞ ・・・（都市整備部）

(1)市内における既設道の整備について

　①特に危険箇所等の把握と整備計画を立ててほしいがどうか

(1)山間地域においては、高齢者交通（バス）の不便は極めて厳しいが、そ

　 の対策と検討について

(1)今、支所のあり方について検討されているが、今後どのように支所の姿

　 を描いているか

14
１　旧鳥取警察署跡地について・・・（総務部）

２　本市の公民館について・・・（総務部・教育委員会）

15
１　道路特定財源について・・・（総務部・都市整備部）

16
１　鳥取市の学校給食基本構想について・・・（教育委員会）

２　地産地消の推進について・・・（経済観光部）

17
１　山間地等における既設道（国・県・市道）の整備について

２　山間地の交通支援対策について・・・（都市整備部）

３　総合支所の今後のあり方について・・・（総務部）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月12日（水）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
議席番号2
中村 晴通
＜市民会議＞ (1)廃止路線への対策について

(2)将来構想について

(1)20年度予算に対する市の考え方について

(2)水田営農ビジョンについて

(3)畜産・酪農への対策について

議席番号16
田村 繁已
＜公明党＞ (1)学校給食の衛生管理について

(2)民間委託について

　①市民政策コメントについて

　②民間委託の考え方について

議席番号1
伊藤 幾子
＜共産党＞ (1)学校給食の基本構想（案）について

(2)調理業務の民間委託について

(1)制度実施後の評価について

20
１　安心・安全の学校給食について・・・（教育委員会）

２　指定管理者制度について・・・（総務部）

18
１　公共交通対策について・・・（福祉保健部・都市整備部）

２　農業の活性化について・・・（農林水産部）

19
１　学校給食について・・・（教育委員会）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月13日（木）

順序 発　言　者
議席番号26
橋尾 泰博
＜市民会議＞ (1)アクションプログラムの具体的施策について

(1)若者の定住化の具体的施策について

(2)企業誘致・人材誘致の具体的施策について

(3)地場産業の育成（新産業の創出など）の具体的施策について

(4)観光客（交流人口）アップの具体的施策について

(5)雇用拡大の具体的施策について

議席番号18
房安 　光
＜こう風＞ (1)歳入の見通しについて

　①自主財源の中長期的見通しについて

　　・市民税、固定資産税等の推移

(2)歳出の見通しについて

　①退職手当の中長期的見通し及び財源について

　②小中学校耐震化事業費の見通しについて

(3)今後の財政政策、施策、課題について

　①歳入確保について

　②歳出削減について

　③財政調整基金、減債基金、その他基金について

・・・（環境下水道部）

(1)第13条（公表）、第14条（命令）、第15条（罰則）について

　①勧告の実施方法等について

(2)広報、施行について

　①広報のこれまでの経過とこれからの予定について

　②施行日について

議席番号12
岡田 浩四郎
＜清和会＞ (1)鳥取市は、2009年鳥取自動車道開通を契機とする新しい観光振興施策の

　 展開を目指し、2009鳥取・因幡の祭典を手始めとして行おうとしている

　 観光振興の実践の中心は、鳥取市観光協会が担うと思うが、協力・連携

　 はどのようになっているか

(2)平成４年に観光振興計画が策定されて以来、見直しが行われていない

　 新たな観光振興計画を速やかに策定すべきと思うが、今後どのように取

　 り組むのか

23
１　鳥取市の観光振興施策について・・・（経済観光部）

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

22
１　本市財政の中長期的見通しについて・・・（総務部）

２　「鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例」について

21
１　鳥取市経済活性化戦略について・・・（経済観光部）

２　人口増加対策について・・・（企画推進部・経済観光部）
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印刷日時：2008/3/312:51

質問日：３月13日（木）

順序 発　言　者

平成20年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
議席番号34
吉田 博幸
＜清和会＞ (1)現在のインフルエンザの発生状況・予防対策について

(2)新インフルエンザの流行について、ワクチン、特効薬の備蓄について

(3)鳥取市の社会生活について

(4)鳥取市としての対策について

(1)本市の農産物残留農薬の検査体制について

　①農薬管理について

(2)有機農業推進に対する考え方について

(3)鳥取県の計画に対する本市の役割について

　①独自計画について

(4)国の有機農業推進法に対する本市の考え方について

議席番号4 
河根 裕二
＜公明党＞ ・・・（防災調整監・福祉保健部・教育委員会）

(1)自主防災組織の充実について

(2)「災害時要援護者」支援対策について

(3)文化財の防火体制の充実について

議席番号28
武田 えみ子
＜公明党＞ (1)施設建設に伴う住民への説明責任について

(2)ごみの減量化の状況と将来予測について

(3)生活環境の変化と影響について

26
１　ごみ処理（可燃物）政策について・・・（環境下水道部）

24
１　新インフルエンザについて・・・（福祉保健部）

２　有機農業推進について・・・（農林水産部）

25
１　地域防災の充実強化について

-　16　-


