
順序 発　言　者 議席番号 会　派

1 森　田　紘一郎 14 市民会議

2 有　松　数　紀 10 清和会

3 両　川　洋　々 29 民主・民世会

4 吉　田　博　幸 34 清和会

5 中　西　照　典 19 こう風

6 長　坂　則　翁 6 民主・民世会

7 川　瀬　滋　子 7 きずな

順序 発　言　者 議席番号 会　派

8 高　見　則　夫 35 清和会

9 田　村　繁　已 16 公明党

10 谷　口　輝　男 23 清和会

11 西　田　正　人 9 清和会

12 橋　尾　泰　博 26 市民会議

13 下　村　佳　弘 11 清和会

14 伊　藤　幾　子 1 共産党

順序 発　言　者 議席番号 会　派

15 金　谷　洋　治 8 清和会

16 房　安　　　光 18 こう風

17 角　谷　敏　男 13 共産党

18 村　口　英　子 25 共産党

19 寺　垣　健　二 17 民主・民世会

20 児　島　　　良 3 市民会議

21 岡　田　浩四郎 12 清和会

順序 発　言　者 議席番号 会　派

22 松　本　信　光 32 こう風

23 桑　田　達　也 15 公明党

24 秋　山　智　博 5 民主・民世会

25 河　根　裕　二 4 公明党

26 森　本　正　行 20 こう風

27 上　紙　光　春 24 清和会

28 武　田　えみ子 28 公明党

順序 発　言　者 議席番号 会　派

29 中　村　晴　通 2 市民会議

30 入　江　順　子 31 こう風

○平成19年９月13日（木）　午前10時開議

○平成19年９月12日（水）　午前10時開議

平成19年９月定例会　一般質問発言通告一覧

○平成19年９月６日（木）　午前10時開議

○平成19年９月７日（金）　午前10時開議

○平成19年９月11日（火）　午前10時開議



最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月６日(木)

順序 発　言　者

議席番号14
森田紘一郎
（市民会議） (1)06年４月に出された大学財政再建案について

(2)本年７月に策定された中期教育・経営指針はどのようなものか

議席番号10
有松数紀
（清和会） (1)可燃物処理施設建設に向けての地元協議の進捗状況について

(2)国英地区地域振興推進計画にかかわる地元協議の現況と今後の進め方につ

　 いて

・・・（総務部）

(1)議会、市民、関係者への情報提供は適切に行われているか

議席番号29
両川洋々

(民主・民世会) (1)差し押さえ件数と公売件数の推移について

(2)公売に付する物件の内容について

(3)公売方法と手順について

(4)公売による収益とその使途について

(1)運営面における改革について

(2)制度、システムにおける改革について

(3)学んだ環境学が生かせる企業の誘致について

(1)鳥取市における国道、県道、市道にかかっている橋りょう総数は幾らある

　 のか

　 トンネルの総数はいくらか

(2)市道にかかっている10メートル以上の橋りょうの中で、古い橋のベスト10

　 はどこか

(3)本市における橋の危険性と今後の対策について

2
１　国英地区地域振興推進計画について・・・（環境下水道部）

２　行財政改革、新規事業にかかわる情報提供のあり方について

3
１　本市における税金等の滞納処理について・・・（総務部）

２　鳥取環境大学の現状と改革について・・・（企画推進部）

３　本市のおける道路施設及び道路付帯施設の調査結果と
　　今後の対応について・・・（都市整備部）

平成19年９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　鳥取環境大学について・・・（企画推進部）
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最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月６日(木)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号34
吉田博幸
（清和会） (1)介護施設入居の現状と見通しについて

(2)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの現状と見通

　 しについて

(3)定員について

(1)今日に至るまでの対応について

(2)定員割れの原因について

(3)県外生徒への対応について

(4)学生アパート家主への対応について

(1)被害想定とマンホール使用対象者について

(2)避難所・公園整備について

(3)南町38基整備の必要性について

議席番号19 
中西照典
（こう風） (1)本市の発展と産業振興（６月定例会答弁、定住促進等も含む）について

(2)鳥取県との連携について

(3)山手工業団地について

(4)魅力ある企業誘致(焼却場におけるエネルギー、手続の一元化等)について

・・・（企画推進部・教育委員会）

(1)校区再編の背景、必要性について

(2)校区選択制及び教育バウチャー制について

(3)校区と地区自治会と地区公民館の関係と活動について

(4)子どもたちと地域コミュニティーについて

(5)校区審議会の答申について

議席番号6 
長坂則翁

(民主・民世会) (1)滞納の今日までの状況について

(2)滞納の原因、背景についての認識について

(3)今後の解決へ向けた具体策について

・・・（環境下水道部・市立病院）

(1)現状と課題について

(2)今後の取り組みの考え方について

・・・（総務部・防災調整監・福祉保健部）

(1)現在までの登録者の状況について

(2)今日までの制度運用の成果と反省について

(3)近年の地震等、大災害を教訓化すべき取り組みの検討について

(4)要援護者情報（個人情報）の共有化について

5
１　本市の発展と工業団地について・・・（企画推進部・経済観光部）

２　本市小中学校区再編と地域コミュニティーについて

6
１　保育園における保育料滞納問題について・・・（福祉保健部）

２　家庭での使用済みの医療ごみ問題について

３　災害時要援護者支援制度について

4
１　高齢者福祉について・・・（福祉保健部）

２　鳥取環境大学について・・・（企画推進部）

３　下水道地震対策緊急整備計画について・・・（環境下水道部）
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最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月６日(木)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号7
川瀬滋子
（きずな） (1)目標設定基本計画の推進について

(2)具体的施策の評価について

　①計画の推進

　②普及啓発

　③環境づくり

　④体制整備

(1)直売市、ふれあい市の活性化について

(2)有機農産物、特別栽培農産物の推進について

　①有機農業の推進に関する法律の施行に伴う取り組みの姿勢

　②有機農産物、特別栽培農産物の認証制度活用の取り組みについて

　③市むらづくり運動で展開している有機農産物の取り組みについて

(3)合併地域の学校給食食材供給推進体制について

7
１　市男女共同参画計画の推進について・・・（人権政策監）

２　地産地消の推進について・・・（経済観光部）

-　4　-



最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月７日(金)

順序 発　言　者

議席番号35
高見則夫
（清和会） (1)農産物の生産に取り組む支援策について

(2)砂丘農業の振興について

(3)砂丘らっきょうの生産、販売の現状について

(4)農産品の加工施設整備充実について

(1)学校の配置及び校区の設定の現状と課題について

(2)校区編成の基本的な考え方について

(3)小規模校特別転入制度の現状について

(4)児童・生徒数の流動化と適正規模の見直しについて

議席番号16
田村繁已
（公明党） (1)マニフェストの評価について

(2)滞在型観光について

　①鳥取の魅力アップについて

　②外国人観光客誘致について

(3)しゃんしゃん祭について

　①帰省客や観光客の反響について

　②日程とコースについて

(1)整備状況と計画について

　①普及率向上について

　②下水道地震対策緊急整備計画について

(2)浄化槽設置について

　①合併浄化槽と単独浄化槽について

　②合併浄化槽と公共下水道について

議席番号23
谷口輝男
（清和会） (1)病院、診療所の医師、看護師の充足状況について

(2)欠員補充について

(1)未利用施設の管理状況について

(2)不用施設の取り壊し撤去について

　①佐治・用瀬ごみ処理施設

(1)広葉樹の虫害の実態について

(2)今後の被害対策について

9
１　観光振興について・・・（経済観光部）

２　汚水処理施設整備について・・・（環境下水道部）

10
１　医師、看護師の確保について・・・（市立病院）

２　市所有の建物管理について・・・（総務部・環境下水道部）

３　森林保全対策について・・・（農林水産部）

平成19年９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　農産物の生産振興対策について・・・（農林水産部）

２　鳥取市小中学校区の再編について・・・（企画推進部・教育委員会）
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最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月７日(金)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号9
西田正人
（清和会） (1)被害について

(2)放獣について

(3)保護計画について

議席番号26
橋尾泰博

（市民会議） ・・・（総務部・企画推進部・経済観光部・農林水産部・都市整備部）

(1)現状と課題について

(2)具体的施策について

(3)担い手・新産業の創出について

(4)行政のスリム化について

議席番号11
下村佳弘
（清和会） (1)参院選の結果と今後の市農政について

(2)耕作放棄地対策について

　①現在までの取り組みについて

　②活用方法について

　③取り組みに対する目標と工程について

(1)学校選択制の認識について

(2)導入についての考え方について

(1)各事業でのＡＥＤ活用について

議席番号1
伊藤幾子
（共産党） (1)全国一斉学力テストについて

　①結果の使い方

　②来年度の実施見込み

(1)市の現状について

(2)公共工事における下請け保護について

(1)自立支援について

14
１　教育行政について・・・（教育委員会）

２　公契約条例について・・・（都市整備部）

３　母子家庭への施策について・・・（福祉保健部・経済観光部）

13
１　農地政策について・・・（農林水産部・農業委員会）

２　学校選択制について・・・（教育委員会）

３　貸し出し用ＡＥＤの増設について・・・（福祉保健部）

11
１　ツキノワグマ対策について・・・（農林水産部）

12
１　景気対策・雇用対策について

-　6　-



最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月11日(火)

順序 発　言　者

議席番号8
金谷洋治
（清和会） (1)農産物の販売状況について

(2)姫鳥線とのアクセスについて

(1)工業団地の進捗状況について

(1)ごみの不法投棄の状況について

議席番号18
房安　光
（こう風） ・・・（総務部・都市整備部・教育委員会）

(1)市設建築物、市道、橋りょう等の管理の現状と課題について

(2)ファシリティマネジメント(またはアセットマネジメント)の導入について

(1)青谷町小学校統合に伴う跡地利活用の検討内容について

　①体育館、グラウンドについて

　②校舎について

(2)公民館機能充実のための利活用策について

　①コミュニティーセンター機能としての利活用について

議席番号13
角谷敏男
（共産党） (1)市民との合意形成への取り組みについて

(2)市役所内部の認識・理解と条例の活用について

(3)条例制定の時期について

(1)申請の要件について

(2)辞退届と廃止の対応について

(3)住宅入居と施設入所の保証人について

(4)職員の相談・援助体制について

(5)法外援助について

議席番号25
村口英子
（共産党） (1)健診（検診）のあり方について

　①がん検診と人間ドックのあり方

　②受診券発行についてのあり方

(2)在宅サービスについて

　①訪問リハビリの体制及び今後の見通しと計画

　②市立病院における訪問リハビリの取り組みと今後の見通し

18
１　生涯健康都市について・・・（福祉保健部・市立病院）

16
１　市有公共施設の一元管理について

２　小学校跡地の利活用について・・・（企画推進部・教育委員会）

17
１　住民自治基本条例について・・・（企画推進部）

２　市民の生存権と生活保護について・・・（福祉保健部）

平成19年９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　道の駅かわはらについて・・・（農林水産部・都市整備部）

２　河原工業団地について・・・（経済観光部・環境下水道部）

３　ごみの不法投棄について・・・（環境下水道部）
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最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月11日(火)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号17
寺垣健二

(民主・民世会)

(1)環境問題に対する市長の基本的方針について

(2)現在の本市の取り組み状況について

(3)新エネルギー利用普及推進事業の現状について

(4)新エネルギー利用普及推進事業の今後の政策について

議席番号3
児島　良

（市民会議） ・・・（企画推進部）

(1)片原変電所の運転が開始された場合、鳥取市は今後どのような対応をとっ

　 ていくのか

(1)事実があるのか

(2)あれば、校数、金額、お金の処理はどのようにしているのか

(3)今後の方針について

・・・（教育委員会）

(1)事実があるのか

　 あれば、その数と内容は

(2)現在、どのような対応をとっているのか

(3)今後の方針について

議席番号12
岡田浩四郎
（清和会） (1)鳥取市発注の建設工事における設計価格の決定のあり方について

　 また入札における予定価格の決定の仕方について

・・・（教育委員会）

(1)学校に寄贈された美術品はかなりあると思うが、その管理は適正に行われ

　 ているのか

　 その実態と活用はどのようになされているのか

21
１　鳥取市発注の建設工事の予定価格について・・・（都市整備部）

２　鳥取市内の小中学校にある美術品の管理及び活用について

20
１　中国電力片原変電所問題の今後の対応について

２　教育実習生受け入れ時の謝金について・・・（教育委員会）

３　保護者の理不尽な要求・抗議(モンスターぺアレンツ)について

19
１　地球温暖化に代表される各種の環境問題に対する
　　本市の取り組みについて・・・（環境下水道部）

-　8　-



最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月12日(水)

順序 発　言　者

議席番号32
松本信光
（こう風） (1)市営住宅（賀露団地）リフォーム計画の状況について

　①平成18年12月にお尋ねした市営住宅のリフォームの計画は進展しているか

(2)市営住宅におけるペットの対応について

　①市営住宅にペット持ち込みで大変迷惑している住民もいるが、対応は

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

(1)視覚障がい者支援について

　①「身体障害者補助犬法」について

　②生活補装具の補助対象拡大について

　③ＳＰコード（視覚障がい者への情報提供手段）の活用と専用読み取り機の

　　設置について

(1)いじめの実態と報告内容について

(2)いじめゼロに向けた具体策について

議席番号5
秋山智博

(民主・民世会) (1)この問題の認識と行政機構上における位置づけについて

(2)具体策の取り組みの中で、①事前予防、②危機対策、③事後対応の現状と

　 課題について

(3)県と連携した取り組みはできないか

(4)社会福祉法人・鳥取いのちの電話への支援を拡充できないか

　①補助制度の新設

　②ボランティア養成の増員

・・・（都市整備部）

(1)整備計画と進捗状況について

(2)該当地区への周知や防止対策について

議席番号4
河根裕二
（公明党） ・・・（企画推進部・教育委員会）

(1)史跡を生かしたまちづくりについて

(2)埋蔵文化財発掘調査事業について

(3)青谷上寺地遺跡の整備計画と活用策について

(4)文化的施設の指定管理と地域文化の継承について

(5)「やまびこ館」の役割と運営について

(6)市長の描く美術館構想について

25
１　歴史的資産、文化を活用したまちづくりについて

23
１　障がい者にやさしいまちづくりについて

２　いじめ対策について・・・（教育委員会）

24
１　自殺防止対策について・・・（福祉保健部・教育委員会）

２　土石流災害の予防、急傾斜崩壊の予防について

平成19年９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　市営住宅について・・・（都市整備部）
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最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月12日(水)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号20
森本正行
（こう風）

・・・（総務部・企画推進部・環境下水道部・教育委員会・水道局）

(1)小中学校及び庁舎の耐震強度について

(2)地区公民館、地区体育館及び学校体育館の耐震強度について

(3)最寄りの避難所としての町内集会所の耐震強度及び機能について

(4)ライフラインの耐震化について

　①水、電気、ガス

　②ごみ焼却場

(1)学校及び公共施設のトイレについて

(2)学校の冷房計画について

議席番号24
上紙光春
（清和会） ・・・（福祉保健部）

(1)６月定例議会の質問に関連して、平成20年度に新たな発想としての施策を

　 望むがどうか

(2)精神に障がいのある方の実態について、行政としてどのように把握されて

　 いるのか

　 また、その支援は

議席番号28
武田えみ子
（公明党） ・・・（企画推進部・環境下水道部）

(1)生活現場の声に敏感な市政について

　①「市長と気軽にトーク・トーク」「市長アワー（市長との対話の時間）」

　　「市長への手紙」「地域づくり懇談会」など民意の集約について

(2)鳥取市第８次総合計画の実現に向けた市民の合意形成について

(3)市民への説明責任を十分果たすための手法について

・・・（防災調整監・教育委員会）

(1)有害なＰＣＢが公民館や学校などで見つかったことについて

(2)危機管理意識と調査方法と検証について

27
１　障がいのある方々に対する平成20年度における施策ついて

28
１　市民との協働のまちづくりについて

２　安心・安全な教育環境の構築について

26
１　公共施設及びそれに準ずる施設の耐震性と
　　避難時の生活機能について

２　生活様式の変化への対応について・・・（総務部・教育委員会）
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最終印刷日時：2007/9/312:38

質問日：平成19年９月13日(木)

順序 発　言　者

議席番号2
中村晴通

（市民会議） ・・・（経済観光部・農林水産部・都市整備部）

(1)参議院選挙の結果に対する農業・農村への考え方と今後の対応について

(2)８次総の基本計画の目標に対する現状について

　①認定農業者の育成

　②ブランド化品目の数

　③給食の食材の使用率

(3)19年度水田生産調整の結果に対する考え方と今後の方針について

(4)都市計画マスタープランの農村の位置づけについて

　（ガーデンタウンの考え方）

議席番号31
入江順子
（こう風） (1)本市の自殺予防の取り組みについて

(2)本市「いのちの電話」事業へのかかわりと今後の取り組みについて

(1)子どもの読書推進活動について

(2)本市の「ノーテレビデー」「ノーゲームデー」の取り組みについて

30
１　本市の福祉施策について・・・（福祉保健部）

２　子どもに関する行政の取り組みについて・・・（教育委員会）

平成19年９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　農業・農村の活性化について
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