
順序 発　言　者 議席番号 会　派

1 桑　田　達　也 15 公明党

2 両　川　洋　々 29 民主・民世会

3 谷　口　秀　夫 27 公明党

4 上　紙　光　春 24 清和会

5 高　見　則　夫 35 清和会

6 有　松　数　紀 10 清和会

順序 発　言　者 議席番号 会　派

7 谷　口　輝　男 23 清和会

8 金　谷　洋　治 8 清和会

9 伊　藤　幾　子 1 共産党

10 田　村　繁　已 16 公明党

11 中　西　照　典 19 こう風

12 秋　山　智　博 5 民主・民世会

順序 発　言　者 議席番号 会　派

13 角　谷　敏　男 13 共産党

14 下　村　佳　弘 11 清和会

15 森　本　正　行 20 こう風

16 長　坂　則　翁 6 民主・民世会

17 川　瀬　滋　子 7 きずな

順序 発　言　者 議席番号 会　派

18 入　江　順　子 31 こう風

19 児　島　　　良 3 市民会議

20 河　根　裕　二 4 公明党

21 中　島　規　夫 21 清和会

22 西　田　正　人 9 清和会

順序 発　言　者 議席番号 会　派

23 寺　垣　健　二 17 民主・民世会

24 森　田　紘一郎 14 市民会議

25 中　村　晴　通 2 市民会議

26 房　安　　　光 18 こう風

27 武　田　えみ子 28 公明党

○平成19年６月13日（水）　午前10時開議

○平成19年６月12日（火）　午前10時開議

平成19年６月定例会　一般質問発言通告一覧

○平成19年６月７日（木）　午前10時開議

○平成19年６月８日（金）　午前10時開議

○平成19年６月11日（月）　午前10時開議



最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月７日(木)

順序 発　言　者

議席番号15
桑田達也
（公明党） ・・・（防災調整監・福祉保健部・教育委員会）

(1)子どもたちの安心・安全の確保について

　①学校安全推進事業について

　②ＡＥＤ設置の推進とＢＬＳ教育について

　③被害防止教育について

　④通学路の安全確保について

議席番号29
両川洋々

(民主・民世会)

(1)システムづくりについて

(2)条例化について

(1)給食費未納問題の取り組みと成果について

(2)補償問題について

(3)設置整備について

(1)電子投票システムの導入について

(1)最悪の局面の打開策について

議席番号27
谷口秀夫
（公明党） (1)７月改訂の「障害者医療費助成制度」について

(2)県が見直す「障害者医療費助成制度」について

(1)現行の計画に対する実施状況の評価と反省について

(2)新中心市街地活性化基本計画策定について

(1)いじめ、不登校児童・生徒の実態と課題について

(2)発達障害児童・生徒の実態と課題について

(3)教育相談の取り組みについて

(4)教育支援の取り組みについて

平成19年６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　暮らしの安心・安全について

2
１　首長等を公共入札及び談合等に関与させないための

２　学校給食について・・・（教育委員会）

３　選挙時の開票時間の短縮について・・・（選挙管理委員会）

　　システムづくりについて・・・（都市整備部）

４　中電変電所建設について・・・（企画推進部）

3
１　障害者医療費助成について・・・（福祉保健部）

２　中心市街地の活性化について・・・（都市整備部）

３　教育センターの役割・機能について・・・（教育委員会）
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月７日(木)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号24
上紙光春
（清和会）

(1)障害のある方に対する施策等は、広く、強く、積極的であることが普通で

　 あると考えるが、市長の今後における認識（基本的考え方）について

(2)障害のある児童・生徒に対する教育のあり方（分離、専門という）につい

　 て、どのように認識されているか

　 可能な限り健常者と共に総合的に教育されることが望ましいと考えられる

　 が、将来の展望、考え方について（教育長）

議席番号35
高見則夫
（清和会） (1)人口増加対策推進本部の設置と施策の推進について

(2)中山間地域の人口減少や高齢化対策について

(3)人口増加、定住対策について

(1)本市の伝統のある市民憲章の存在意義について

(2)総合計画の将来像とまちづくりに取り組む施策の整合について

(3)市民憲章の周知の現状と課題について

(4)市民憲章及び都市宣言は、合併を機に見直しの考えについて

議席番号10
有松数紀
（清和会） (1)既存外郭団体の今後の統廃合計画の予定について

　①国府町教育文化事業団統廃合について

　②既存農業公社統廃合について

　③農業ビジネススクール「ふるさと就農舎」の将来展望と新規就農者定住へ

　　の手ごたえについて

(1)建設実現に向けての具体的手法と、その手ごたえについて

6

２　市長の美術館発言について・・・（企画推進部）

１　外郭団体の統廃合について・・・（総務部・農林水産部）

5
１　人口増加対策について・・・（企画推進部）

２　鳥取市民憲章と都市宣言について・・・（総務部）

4
１　障害のある方に対する本市の施策等の基本認識について
　　（基本論）・・・（福祉保健部・教育委員会）
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月８日(金)

順序 発　言　者

議席番号23
谷口輝男
（清和会） ・・・（総務部・総務調整監・企画推進部）

(1)予算に対する執行状況について

(2)歳入見込みについて

(3)施政方針、マニフェストに対する成果や達成状況について

(1)本市の消防団、自警団の団員、消防資機材について

(2)消火栓、防火水槽の現状と今後の整備について

議席番号8
金谷洋治
（清和会） (1)森林対策について

(2)竹林対策について

・・・（防災調整監・農林水産部・都市整備部）

(1)ため池対策について

(2)危険箇所について

(3)住民周知について

議席番号1
伊藤幾子
（共産党） (1)給食費滞納対策について

(2)給食費保護者負担分について

(1)現状と今後の改善策について

(1)現状と今後の取り組みについて

8
１　森林保全について・・・（農林水産部）

２　出水期に向けた災害対策について

9
１　学校給食費について・・・（教育委員会）

２　就学援助制度について・・・（教育委員会）

３　小規模修繕等契約希望者登録制度について・・・（都市整備部）

7
１　平成１８年度決算見込みについて

２　消防団、自警団の現状と充実について・・・（防災調整監）

平成19年６月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月８日(金)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号16
田村繁已
（公明党） ・・・（企画推進部・教育委員会）

(1)職員体制と事業内容について

(2)市長部局に所管がえについて

(3)仮称「まちづくり協議会」について

(1)地元業者への入札状況と波及効果について

(2)地元業者への入札拡大について

(1)ごみの減量化について

　①可燃ごみの現状と減量化対策について

(2)バイオマスの活用推進について

　①活用効果と取り組みについて

　②バイオマス計画について

議席番号19
中西照典
（こう風） ・・・（総務部・経済観光部）

(1)本市歳入の現状と見通しについて

(2)企業誘致と雇用の創出について

(3)工業団地の確保について

(4)土地開発公社の活用について

(1)学校週５日制移行の背景、意図とその成果について

(2)児童・生徒の現状把握（学力、生活態度等）について

(3)学力の格差（経済的、地域的）について

(4)学校週６日制との比較について

議席番号5
秋山智博

(民主・民世会) (1)合併が生かされているかどうかについて

(2)定住対策について

(3)活性化策は大胆に取り組めないか

(1)審議会答申をどう思うか

(2)同和行政の基本姿勢について

(3)課題解決への方策について

１　地区公民館の活用策とあり方について

２　入札のあり方について・・・（都市整備部）

３　循環型社会の構築について・・・（環境下水道部）

12
１　合併地域の人口増加への取り組みについて・・・（企画推進部）

２　今後の同和行政について・・・（人権政策監）

１　企業誘致と土地開発公社の活用について
11

２　学校週５日制について・・・（教育委員会）

10
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月11日(月)

順序 発　言　者

議席番号13
角谷敏男
（共産党） (1)提案される議案説明について

(2)市民への説明責任について

・・・（人権政策監・教育委員会）

(1)同和対策審議会の議論の特徴と原案の修正について

(2)「これまでの成果と現状・課題」について

(3)「同和問題の基本認識」について

(4)「平成19年度以降の基本方針」について

(1)県・市の医療費助成制度について

議席番号11
下村佳弘
（清和会） (1)体制強化への取り組みについて

(2)取り組みの成果について

(3)公益通報制度について

(4)組織体制について

(5)ＣＳＲへの取り組みについて

(1)鳥取市での取り組みの現状について

(2)指導方法について

(3)市独自の特例について

(4)今後の目標と対策について

議席番号20
森本正行
（こう風） ・・・（都市整備部）

(1)市長が描いているグランドデザインについて

(2)第８次総合計画におけるハード事業の具現化について

(3)姫鳥線開通と中心市街地活性の連動策について

(4)国の公共事業費３％削減の見直しについて

(1)新設した「地域経済戦略室」の目的について

(2)知事がリーダーシップを発揮している県との連携について

・・・（総務部・総務調整監・企画推進部）

(1)税収や交付税・補助金の増加策について

(2)ふるさと納税制度や税制改正について

(3)人口増加策について

平成19年６月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

13
１　市当局の説明責任について・・・（総務部・環境下水道部）

２　鳥取市同和対策総合計画案について

３　障害者福祉について・・・（福祉保健部）

14
１　コンプライアンス体制強化について・・・（総務部）

２　農地・水・環境保全向上対策について・・・（農林水産部）

15
１　中心市街地活性化法（改正）への対応について

２　地域経済活性化について・・・（経済観光部）

３　中央と地方の格差是正の取り組みについて

-　6　-



最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月11日(月)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号6
長坂則翁

(民主・民世会)

・・・（総務部）

(1)鳥取市内の公共施設における自動販売機設置の基本的考え方及び設置料、

　 電気代、売上手数料等について

　①指定管理者制度導入施設における自動販売機の扱いについて

　②通常の自動販売機設置の場合の扱いについて

(2)民間企業における地域社会貢献活動の活用有無について

(1)今日までの廃棄物不法投棄監視員及び環境推進員制度の成果と反省につい

　 て

(2)今後の廃棄物不法投棄監視員及び環境推進員の目標年次、目標人数につい

　 て

(3)廃棄物不法投棄監視員及び環境推進員の謝金の考え方ついて

(4)廃棄物不法投棄の情報提供団体等の拡大に向けての考え方について

(5)廃棄物不法投棄監視カメラ設置の考え方について

(1)県及び他都市の状況を踏まえ、本市の考え方について

・・・（総務部・企画推進部・教育委員会）

(1)平成20年度以降の職員体制のあり方について

(2)職員の賃金のあり方について

(3)今後の統廃合の考え方について

議席番号7
川瀬滋子
（きずな） ・・・（経済観光部・農林水産部・教育委員会）

(1)組織体制について

(2)単独調理場（７カ所）の取り組みについて

　①評価と今後の進め方について

(3)米飯学校給食について

(1)侵食する竹林対策について

　①竹林の実態調査と早急な支援策について

　　・竹林の手入れ

　　・竹の侵入、拡大防止策

　　・竹林の整備計画

(2)竹炭生産組合（グループ）に対しての支援について

17
１　学校給食の取り組みについて

２　里山の環境整備について・・・（農林水産部）

16
１　鳥取市の自動販売機設置の考え方及び

２　廃棄物不法投棄監視員、環境推進員制度の充実、

３　鳥取市内体育施設における高体連主催大会の場合の

　　民間企業における地域社会貢献活動の活用策について

　　強化策について・・・（環境下水道部）

４　地区公民館の今後のあり方について

　　使用料免除の考え方について・・・（都市整備部・教育委員会）
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月12日(火)

順序 発　言　者

議席番号31
入江順子
（こう風） ・・・（企画推進部・経済観光部）

(1)東部広域外、県外、全国への広報について

　 具体的な取り組みと予想について

(2)市民ひとりひとりの祭りに対する熱い思いが祭典の核となると考える

　 市民に対する具体的な働きかけ、また計画は何か

(3)本市の観光地及び観光施設との連携はどうなっているのか

(1)地球温暖化防止対策について

　 市民への働きかけと成果について

(2)鳥取県との連携について

議席番号3
児島　良

（市民会議） (1)漁獲量が激減しているが、その原因と対策について

(2)振興策を考えているか

(1)千代川が渇水し、取水制限されたらどのような対策をとるか

(2)殿ダムから取水する計画はあるか

議席番号4
河根裕二
（公明党） (1)ボランティア保険の現状について

(2)ボランティア保険の運用について

(3)加入の促進と啓発について

(1)放課後子どもプランの将来ビジョンと施策について

(2)放課後子ども教室の実施計画について

(3)放課後児童クラブとの競合について

・・・（企画推進部・教育委員会）

(1)県立美術館構想について

(2)歴史文化の発信、振興策について

(3)鳥取城跡大手登城路周辺の整備について

議席番号21
中島規夫
（清和会） ・・・（福祉保健部・教育委員会・市立病院）

(1)近隣の市では、完全な民間企業に調理業務委託し、または近日中に委託計

　 画を予定しているが、鳥取市の方針と年次計画について

(1)青谷町中央公民館の調査結果と今後の予定について

20
１　ボランティア保険について・・・（企画推進部・福祉保健部）

２　放課後子どもプランの推進について・・・（教育委員会）

３　文化芸術を核にした振興策について

１　保育園、幼稚園、小学校、中学校、病院の給食の将来について

19
１　湖山池内水面漁業の振興について・・・（農林水産部）

２　水道事業について・・・（水道局）

21

２　青谷町中央公民館について・・・（教育委員会）

平成19年６月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

18
１　2009鳥取・因幡の祭典の取り組みについて

２　環境問題に関する本市の取り組みについて・・・（環境下水道部）
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月12日(火)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号9
西田正人
（清和会） ・・・（企画推進部）

(1)事業の進捗状況について（合併協定項目）

(2)本年度予算について

(1)河原のバス停について（高速バス）

(2)道の駅かわはらとの関係について

(1)事業の進捗状況について

(2)市内で行われる祭りとの関係について

・・・（教育委員会）

(1)生徒・児童数の多いところ、少ないところの対応について

(2)小中一貫校の検討状況について

３　2009鳥取・因幡の祭典について・・・（企画推進部）

１　第８次総合計画（合併協定項目・河原地域）について

４　市内の中学校・小学校の生徒・児童数について

22

２　鳥取自動車道の進捗状況について・・・（都市整備部）
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月13日(水)

順序 発　言　者

議席番号17
寺垣健二

(民主・民世会) (1)今日までの浄水場問題を総括し、今後の水道行政に関する方針について

(1)基本計画策定のプロセスと意義について

(2)中心市街地のまちづくりに関する市長の考えについて

議席番号14
森田紘一郎
（市民会議） (1)どのような資格が取得できるのか

(2)大学敷地内にある自然環境関連の装置・設備はどのようなものがあるか

(3)その装置・設備を鳥取市・県内外の市民、学生、産業界等に開放・説明し

　 大学をアピールしてはどうか

(4)環境について基礎的な学問を学ぶ理科工学部の設置はどうか

　 設置についての条件は整っている

(1)鳥取砂丘の傍ら、旧国民宿舎の跡地にホテルを誘致し、鳥取市へのコンベ

　 ンションなどを通じた来訪者客の宿舎にあてようとしている。

　 また、2009年姫鳥線開通に間に合うよう、良質のホテル（鳥取市が勝手に

　 考えている）を望んでおる、などの声がある。

　 鳥取市議会において、旧国民宿舎の取り扱いについて、景観上よくないと

　 いうことで、何がしかの施策がないか等の質問があり、このような仕儀に

　 なったものと認識している。

　 どのような事情があるにせよ、国立公園を借景にした施設は、国立公園と

　 いう環境上よくないと考える。

　 以前にも鳥取県が計画した風力発電設備についても、議論百出、結果取り

　 やめになった経緯がある。

　 この教訓を鳥取市はどのように考えておられるのか。

議席番号2
中村晴通

（市民会議） ・・・（防災調整監・都市整備部･農林水産部）

(1)消防団（自警団）について

(2)防災無線その他情報関連について

(3)避難場所について

(4)河川の状況について

(5)農地・森林の持つ機能について

(6)各機関との連携について

(7)外国人への対応について

(1)市庁舎玄関の広告について

平成19年６月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

23
１　浄水場建設問題の総括について・・・（水道局）

２　中心市街地活性化基本計画策定について・・・（都市整備部）

24
１　鳥取環境大学について・・・（企画推進部）

２　国立公園内の鳥取砂丘のホテル建設について・・・（経済観光部）

25
１　鳥取市の防災計画について

２　鳥取市の広告事業について・・・（総務部）
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最終印刷日時：2007/6/119:19

質問日：平成19年６月13日(水)

順序 発　言　者 通　　　告　　　内　　　容

議席番号18
房安　光
（こう風） (1)姫鳥線、鳥取自動車道について

　①姫鳥線全線について

　②大原西粟倉間について

(2)山陰自動車道鳥取西道路瑞穂青谷間について

(1)危機管理政策全般の評価について

(2)国民保護計画について

(3)自衛隊の役割について

議席番号28
武田えみ子
（公明党） (1)自治体病院の経営について

(2)麻疹の流行について

(3)がん検診について

(4)妊婦の健康診査について

(1)路線バス対策について

(2)福祉有償輸送について

(3)交通弱者の支援について

26
１　高速道路整備について・・・（都市整備部）

２　危機管理政策について・・・（防災調整監）

27
１　市民の健康対策について・・・（福祉保健部・市立病院）

２　交通対策について・・・（福祉保健部・都市整備部）
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