
順序 発　言　者 議席番号 会　派

1 村　口　 英　子 25 共産党

2 中　西　 照　典 19 こう風

3 伊　藤　 幾　子 1 共産党

4 房　安　　　 光 18 こう風

5 武　田　 えみ子 28 公明党

6 河　根　 裕　二 4 公明党

7 谷　口　 輝　男 23 清和会

順序 発　言　者 議席番号 会　派

8 寺　垣　 健　二 17 民主・民世会

9 長　坂　 則　翁 6 民主・民世会

10 角　谷　 敏　男 13 共産党

11 高　見　 則　夫 35 清和会

12 金　谷　 洋　治 8 清和会

13 西　田　 正　人 9 清和会

14 森　田　 紘一郎 14 市民会議

順序 発　言　者 議席番号 会　派

15 有　松　 数　紀 10 清和会

16 両　川　 洋　々 29 民主・民世会

17 川　瀬　 滋　子 7 きずな

18 入　江　 順　子 31 こう風

19 田　村　 繁　已 16 公明党

20 森　本　 正　行 20 こう風

21 中　村　 晴　通 2 市民会議

順序 発　言　者 議席番号 会　派

22 上　紙　 光　春 24 清和会

23 中　島　 規　夫 21 清和会

24 桑　田　 達　也 15 公明党

25 下　村　 佳　弘 11 清和会

26 湯　口　 史　章 22 清和会

27 松　本　 信　光 32 こう風

順序 発　言　者 議席番号 会　派

28 児　島　　　 良 3 市民会議

29 秋　山　 智　博 5 無所属

○平成19年12月14日（金）　午前10時開議

○平成19年12月13日（木）　午前10時開議

平成19年12月定例会　一般質問発言通告一覧表

○平成19年12月６日（木）　午前10時開議

○平成19年12月７日（金）　午前10時開議

○平成19年12月12日（水)　午前10時開議



印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月６日(木)

順序 発　言　者

議席番号25
村口 英子
（共産党） (1)乳がん検診の毎年実施について

(2)人間ドックＡ・Ｂドックの今後のあり方について

(3)ドックの負担金引き上げについて

(4)75歳以上への対応について

(1)10月１日以降のごみの排出状況について

(2)焼却施設の見直しについて

(3)ごみ減量化促進について

議席番号19
中西 照典
（こう風） (1)自主防災活動と詰め替え制度の現状について

(2)災害発生時に消火活動に協力した消火器の薬剤詰め替えについて

(1)近年の猛暑と学校教育への影響について

(2)小中学生の生活環境と体力について

(3)教室内の気温と湿度について

(4)学校環境衛生基準を超える気温に対する対応策について

(5)学校施設の喫緊の教育環境について

(6)冷房設備と扇風機対応について

(1)教育委員会の分析、評価と取り組みについて

(2)公表の範囲と方法と保護者への説明について

(3)学力向上（生活・学習習慣含む）への認識と取り組みについて

(4)少人数学習（30人学級、習熟度別学習等）の効果と評価について

議席番号1
伊藤 幾子
（共産党） (1)学校給食検討委員会の報告について

(2)調理業務の民間委託について

(3)学校給食のあり方について

(1)制度の内容の認識について

(2)保険料の負担軽減措置について

(3)短期保険証、資格証明書の発行について

3
１　学校給食について・・・（教育委員会）

２　後期高齢者医療制度について・・・（福祉保健部）

2
１　消火器薬剤の詰め替え制度について・・・（防災調整監）

２　小中学校の猛暑対策について・・・（教育委員会）

３　全国学力調査について・・・（教育委員会）

平成19年12月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

1
１　健診活動と人間ドックについて・・・（福祉保健部）

２　ごみ行政について・・・（環境下水道部）

-　2　-



印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月６日(木)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号18
房安　 光
（こう風） (1)現状における取り組みと課題について

(2)開設時期について

(1)鳥取ブランドの特産品づくりについて

(2)基幹産業としての観光産業の確立について

　①観光収入増加施策について

　②スローライフ推進について

議席番号28
武田 えみ子
（公明党） (1)「子育てするなら鳥取市が一番だ！」という状況になっているのか

　①妊娠から出産まで安心な体制か

　②乳幼児の医療費について

(1)東部圏域の住民にとって地域医療体制は安心か

　①総合病院の役割について

　②地域医療体制の充実と連携について

議席番号4
河根 裕二
（公明党） (1)放課後の子どもの過ごし方について

(2)放課後子ども教室について

(3)放課後児童クラブについて

(1)文字・活字文化の充実について

(2)学校図書館の図書整備について

(3)学校図書館司書職員の配置について

議席番号23
谷口 輝男
（清和会） (1)本年度の除雪計画について

(2)除雪事業の業者委託はどのように行われているか

(3)雪弱者（高齢者・障害者・病人等）への支援対策について

(1)18年度決算の成果と反省を新年度予算にどのように反映させるか

(2)19年度予算の執行見通しについて

(3)新年度予算の編成方針について

(1)老人保健制度から後期高齢者医療制度への移行によりどのように変わるか

(2)後期高齢者医療制度の財政運営について

(3)新しい制度の市民への周知について

7
１　本年度の雪対策について・・・（防災調整監・都市整備部）

２　平成20年度の予算編成について・・・（総務部・総務調整監）

３　後期高齢者医療制度について・・・（福祉保健部）

5
１　「子育て応援都市 鳥取」について・・・（福祉保健部・市立病院）

２　地域医療について・・・（市立病院）

6
１　子どもの居場所づくりについて・・・（福祉保健部・教育委員会）

２　読書環境の充実について・・・（教育委員会）

4
１　認定こども園の開設について・・・（福祉保健部）

２　鳥取市経済活性化戦略について・・・（経済観光部）

-　3　-



印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月７日(金)

順序 発　言　者

議席番号17
寺垣 健二

(民主・民世会) (1)地産地消政策の現状と今後の展開について

　①環境でとらえた政策について

　②産業育成でとらえた政策について

　③教育政策でとらえた政策について

議席番号6
長坂 則翁

(民主・民世会) (1)今日までの造成整備状況について

(2)今後の墓地需要の見通しについて

(3)今後の拡張造成整備計画について

(1)本市における保護者ニーズの動向と今後の需要見通しの分析について

(2)250日対応と学校施設利用クラブとの関係について

(3)保育スペースの基準の考え方と今後の分級の考え方について

(4)クラブ施設として民間施設活用の考え方について

(5)指導員確保へ向けた本市の支援策について

(6)保護者負担について、県内他市の状況と本市の状況について

議席番号13
角谷 敏男
（共産党） (1)申請書の窓口設置について

(2)専門職員の配置について

(3)家庭ごみの新しい袋の支給について

(1)実態と施策について

(2)難病患者助成金事業について

議席番号35
高見 則夫
（清和会） (1)明日を担う人づくり対策について

(2)鳥取市の専門学校等への支援について

(3)専門学校生の地元就職、定住対策について

・・・（企画推進部・都市整備部・教育委員会）

(1)鳥取市の文化財の保存活用の方策について

(2)鳥取城跡の整備と鳥取西高の整合性について

(3)鳥取城跡保存整備実施計画の推進体制と事業の進捗状況について

(4)史跡整備と鳥取西高の導線に関連して

(5)久松山周辺のまち並みの整備について

(6)「因幡の祭典」での事業の広報とインターチェンジの名称について

11
１　鳥取市の専門学校等の支援について・・・（企画推進部）

２　鳥取城跡及び中心市街地のまち並み整備と
　　「2009鳥取・因幡の祭典」での広報等について

9
１　鳥取市における墓地行政について・・・（環境下水道部）

２　鳥取市の放課後児童クラブについて・・・（教育委員会）

10
１　生活保護について・・・（総務福祉保健部・環境下水道部）

２　難病のある人への支援について・・・（福祉保健部）

平成19年12月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

8
１　本市の地産地消政策について・・・（経済観光部・教育委員会）

-　4　-



印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月７日(金)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号8
金谷 洋治
（清和会） (1)全国及び県下の実施状況について

(2)小中学校の普通教室への冷房設置状況について

(3)全国学力テストの結果発表について

・・・（経済観光部・農林水産部）

(1)認定農業者の認定状況について

(2)県外資本スーパーの市場の仕入れ状況について

(3)果樹園の廃園状況について

(1)給食費の未納状況について

議席番号9
西田 正人
（清和会） (1)支所長の権限について

(2)教育委員会分室のあり方について

(1)市の管理を指定管理者に委託されて、その状況について

(2)市の経費、サービスは改善されたのか

(1)結果がよくないものについて、どのような計画で臨むのか

議席番号14
森田 紘一郎
（市民会議） (1)中心市街地にパティオ（小広場）の設置について

　①青道のあたりに地域密着型の商店配置をし、加えてコミュニティーの促進

　　を図る

(1)これまでの活動と評価について

(2)今後の課題と市・県の役割について

(1)志願者、入学者減少対策が出たが、その後の進み具合と評価について

(2)環境大学卒業生採用の企業への補助金支援について

(3)県・市が抱えている環境問題について、大学はどのように考えているか

(4)理工学部、環境工学部の設置について

14
１　中心市街地の活性化について・・・（都市整備部）

２　鶏ふんの悪臭対策について・・・（農林水産部・環境下水道部）

３　鳥取環境大学について・・・（企画推進部）

13
１　総合支所のあり方について・・・（企画推進部・教育委員会）

２　指定管理者の状況について・・・（総務部）

３　小中学校の耐震調査の結果について・・・（教育委員会）

12
１　小中学校２学期制について・・・（教育委員会）

２　活力ある農林水産業の充実について

３　給食費の未納状況について・・・（教育委員会）

-　5　-



印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月12日(水)

順序 発　言　者

議席番号10
有松 数紀
（清和会） (1)公共施設の現況把握についての実施状況は（教育施設関係は除く）

(2)殿ダム事務所等の跡地利用について

議席番号29
両川 洋々

(民主・民世会) ・・・（企画推進部）

(1)西部広域の事件を受けて、東部広域も外部のチェック機能機関を導入すべ

　 きではないか

・・・（企画推進部・経済観光部）

(1)市長が谷口ジローさんと対談された以降の取り組みについて

(2)鳥取県の東・中・西部をつなぐ漫画街道の構想について

(1)委員会報告書による民営化移行案について

議席番号7
川瀬 滋子
（きずな） ・・・（企画推進部）

(1)体制整備について

(2)具体的な取り組みについて

(1)推進体制について

(2)学校給食について

(3)異業種交流について

(4)地産地消認定店について

(5)地産地消フェアについて

議席番号31
入江 順子
（こう風） (1)合併地域における防火体制について（特に昼火事について）

(1)本市の文化施設の使用状況と使用料について

(2)本市の文化施設の整備について

　①文化センターの多目的ホールの活用について

17
１　「2009鳥取・因幡の祭典」と地域活性化について

２　地産地消の推進について・・・（経済観光部・教育委員会）

18
１　合併地域の防火体制ついて・・・（防災調整監）

２　本市の文化行政について・・・（教育委員会）

16
１　本市が経費負担している鳥取県東部広域行政管理組合について

２　「谷口ジロー漫画記念館」の構想について

３　学校給食会の今後について・・・（教育委員会）

平成19年12月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

15
１　公共施設の今後の利用計画について・・・（総務部・企画推進部）

-　6　-



印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月12日(水)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号16
田村 繁已
（公明党） (1)山間集落の実態調査の結果と対策について

(2)過疎集落の活性化策について

　①ワーキングホリデー制度の導入について

　②交通対策について

(1)食育重視の改正について

(2)栄養教員の役割について

(3)給食センターの体制について

議席番号20
森本 正行
（こう風） (1)道路特定財源の取り扱いに対する市長の見解について

(2)都市と地方の税収格差是正案について

(1)鳥取砂丘の周辺の環境整備について

(2)鳥取砂丘のホテル建設について

(3)白兎海岸遊歩道について

議席番号2
中村 晴通

（市民会議） ・・・（人権政策監・農林水産部・農業委員会）

(1)現状と今後の方針について

(2)数値目標の設定について

(1)「限界集落」に対する考え方と対策について

21
１　農業・農村における男女共同参画について

２　「限界集落」について・・・（企画推進部・農林水産部・都市整備部）

19
１　中山間地域の自立について・・・（企画推進部・都市整備部）

２　学校給食法改正について・・・（教育委員会）

20
１　来年度の税制改正ついて・・・（総務部・総務調整監・都市整備部）

２　「2009鳥取・因幡の祭典」に向けた観光地の
　　　魅力アップについて・・・（経済観光部・都市整備部）

-　7　-



印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月13日(木)

順序 発　言　者

議席番号24
上紙 光春
（清和会） (1)「合併３年をふりかえって」（平成19年11月２日市長部局発表資料）につ

　 いて

(2)合併町村に配慮した新市の活性化対策の具体的推進について

(1)全国学力テストの結果に対する本市の課題について

(2)学習指導要領改訂作業を求めている中教審の「審議のまとめ」が発表され

　 ているが、これの評価と、これを受けての本市の今後の方針について

(3)20年度予算に向けての教育充実への基本的考え方について

(4)学校調理場の統合予定について、その経過と考え方について

議席番号21
中島 規夫
（清和会） (1)学校給食検討委員会の最終案について

(1)第８次総合計画「実施計画」に関西へのアンテナショップ機能の開設とあ

　 るが、どのようなものか

(1)青谷中央公民館、青谷地区公民館の施設として就業センターの改築は町民

　 の願いだが、平成20年設計、平成21年改修を少しでも前倒しできないか

議席番号15
桑田 達也
（公明党） ・・・（総務部・防災調整監・企画推進部・福祉保健部・　　

都市整備部・教育委員会・水道局・市立病院）

(1)危機管理意識について

　①防災調整監と危機管理課の役割について

　②鳥取市危機管理計画の策定について

　③危機管理能力の向上について

　④災害時における総合支所の機能について

　⑤避難所の備品管理について

(2)速やかな情報提供と啓発について

　①関係機関が連携した市民への情報提供について

　②市民にわかりやすい啓発方法について

(3)安心の環境づくりについて

　①防犯灯の設置について

　②学校安全推進事業の今後の方向性について

　③除雪対策について

24
１　市民の安全・安心について

23
１　給食業務の将来計画について・・・（教育委員会）

２　アンテナショップについて・・・（経済観光部）

３　公民館施設の充実について・・・（教育委員会）

平成19年12月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

22
１　合併３ヶ年の総括と今後の政策課題について・・・（企画推進部）

２　教育施策の展望、充実について・・・（教育委員会）
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印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月13日(木)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号11
下村 佳弘
（清和会） (1)市農業への影響について

(2)生産調整について

(3)担い手育成への影響について

(1)公民館と同推協の協力体制について

(2)学校と地区同推協のかかわりについて

(3)組織体制について

議席番号22
湯口 史章
（清和会） (1)公立病院改革プラン策定について

　①改革の目指すものについて

　②改革の内容について

(2)経営健全化について

　①コンサルタントの経営診断に伴う取り組みについて

　②病院事業への交付金化について

(3)診療機能の充実について

(4)市民への情報発信について

議席番号32
松本 信光
（こう風） (1)砂丘観光地について

(2)スーパー銭湯について

(3)鳥取城付近と観光について

(4)吉備真備（きびのまきび）と囲碁、観光活用について

26
１　病院事業について・・・（総務部・市立病院）

27
１　観光地等の見直しと活用について・・・（経済観光部）

25
１　米価下落への対策について・・・（農林水産部・農業委員会）

２　同和教育推進協議会の活動について・・・（教育委員会）
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印刷日時：2007/12/414:13

質問日：平成19年12月14日(金)

順序 発　言　者

議席番号3
児島　 良

（市民会議） (1)会派「市民会議」が行った市民意識調査の結果について

　①市政への市民の満足度について

　②市町村合併の評価について

　③市民の暮らしについて

　④市民が市政に望むものについて

　⑤住民自治基本条例について

・・・（教育委員会）

(1)定員を超える児童クラブ入会希望の対応について

(2)児童クラブのガイドラインについて

(3)児童クラブへの保護者のニーズと現状の差について

(4)各クラブのレベルの差の解消について

(5)放課後子ども教室の今後の方針について

議席番号5
秋山 智博
（無所属） (1)現状と課題について

(2)組織体制や縦横連携はできているか

(3)職員体制は充実しているか

(4)対象者となる方への取り組みは行き届いているか

(5)中央包括センターを生活圏域に分拠できないか

・・・（都市整備部）

(1)入居募集が10倍前後と恒常化している解消策について

(2)入居制度の状況について

(3)「家賃補助制度」は創設できないか

(4)「居住支援協議会」の設置はできないか

平成19年12月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

29
１　地域包括支援センターについて・・・（福祉保健部）

２　「住宅セーフティーネット法」を踏まえた取り組みについて

28
１　市政に対する市民の意識について・・・（企画推進部）

２　放課後児童クラブと放課後子ども教室について
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