
順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

1 代表質問 清和会 谷　口　輝　男 23 質問時間70分

2 〃 こう風 中　西　照　典 19 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 田　村　繁　已 16 質問時間35分

4 〃 民主・民世会 寺　垣　健　二 17 質問時間35分

5 〃 市民会議 橋　尾　泰　博 26 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 こう風 房　安　　　光 18

2 〃 こう風 入　江　順　子 31

3 〃 清和会 岡　田　浩四郎 12

4 〃 公明党 谷　口　秀　夫 27

5 〃 清和会 金　谷　洋　治 8

6 〃 市民会議 森　田　紘一郎 14

7 〃 共産党 角　谷　敏　男 13

8 〃 市民会議 児　島　　　良 3

9 〃 民主・民世会 両　川　洋　々 29

◎平成19年３月13日（火）　午前10時開議

順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

10各個質問 きずな 川　瀬　滋　子 7

11 〃 公明党 武　田　えみ子 28

12 〃 清和会 高　見　則　夫 35

13 〃 共産党 伊　藤　幾　子 1

14 〃 民主・民世会 秋　山　智　博 5

15 〃 公明党 河　根　裕　二 4

16 〃 こう風 松　本　信　光 32

17 〃 清和会 湯　口　史　章 22

18 〃 民主・民世会 長　坂　則　翁 6

◎平成19年３月14日（水）　午前10時開議

順序 種別 会派名 発　言　者 議席番号 備　考

19各個質問 清和会 上　紙　光　春 24

20 〃 清和会 福　田　泰　昌 36

21 〃 こう風 森　本　正　行 20

22 〃 清和会 中　島　規　夫 21

23 〃 市民会議 中　村　晴　通 2

24 〃 清和会 吉　田　博　幸 34

25 〃 清和会 下　村　佳　弘 11

26 〃 公明党 桑　田　達　也 15

質問時間各15分

◎平成19年３月12日（月）　午前10時開議

◎平成19年３月８日（木）　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19年３月鳥取市議会定例会　一般質問発言通告一覧(案）

◎平成19年３月９日（金）　午前10時開議



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月８日（木）

順序 発　言　者

1 議席番号23
谷口輝男
＜清和会＞ (1)歳入における確実な見積もりとその財源確保に対する考え方について

(2)歳出における義務的経費に対する今後の考え方について

(3)外部委託の取り組みと人件費における予算面の効果について

(1)合併に伴い編入された地域における公的施設等の再整備について

(1)指定管理者制度実施の検証・評価と今後の取り組みについて

(2)今後の外部委託等の実施についての考え方について

・・・（企画推進部）

(1)実施計画の見直し（ローリング）とその手順について

(1)次代を担う子どもたちを健やかに育てる環境づくりと高齢者の役割につい

　 て

(1)地域密着型介護サービスに関する本市の取り組みと今後の展望について

(2)障害がある人が安心して地域で暮らせるための支援について

(1)市民の健康づくりと施設の活用について

(2)気軽に健康相談ができる体制の確立について

(1)本市の国保会計と収納率向上対策について

(1)鳥取砂丘西側整備の基本構想について

(2)「2009鳥取・因幡の祭典」における砂丘の位置づけについて

(1)新基本法に対する評価と目標工程管理の方法・検証について

(2)水田農業ビジョンの目標達成について

(1)通年収入確保できる漁業の確立と本市の取り組みについて

(1)道路特定財源の一般財源化についての見解について

(2)山陰道、鳥取・豊岡・宮津自動車道の整備促進について

11　栽培漁業について・・・（農林水産部）

12　道路整備の促進について・・・（都市整備部）

９　鳥取砂丘の整備について・・・（経済観光部）

６　地域介護と障害者支援について・・・（福祉保健部）

７　健康づくりについて・・・（福祉保健部）

８　国民健康保険について・・・（福祉保健部）

10　新農政基本計画について・・・（農林水産部）

平成19年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

１　平成19年度予算編成について・・・（総務部）

５　高齢者パワーの活用制度について・・・（福祉保健部）

２　遊休地・公有財産等の具体的活用策について・・・（総務部）

４　第８次総合計画の実施計画進捗状況について

◎代表質問＜清和会＞

３　指定管理者制度について・・・（総務部）

-　2　-



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月８日（木）

順序 発　言　者

平成19年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

(1)零細企業が多数を占める本市における工事発注制度の改正について

(1)高齢化率が高い地域における市道の整備状況と今後の展望について

(1)供用開始から長年経過した施設や小規模施設の統合整備について

(2)未接続者の利用促進について

(3)集落排水施設の使用料について

(1)本市におけるごみ有料化への今後の取り組みについて

(2)市民・業界・行政が一体となったごみ減量化政策の推進について

(1)小学校での火災、ノロウイルス問題等に関する危機管理意識について

(2)危機管理課のかかわりについて

(1)本市の現状と今後の対応について

(1)現在の見直し状況と今後の展望について

(1)水道料金の改定と施設、業務、財政全般にわたる効率化について

14　市道、生活道の整備促進について・・・（都市整備部）

13　入札制度について・・・（都市整備部）

15　集落排水事業について・・・（環境下水道部）

16　ごみの有料化と減量対策について・・・（環境下水道部）

17　学校における危機管理について・・・（防災調整監・教育委員会）

18　給食費未納問題について・・・（教育委員会）

19　地区公民館のあり方について・・・（教育委員会）

20　水道料金について・・・（水道局）

-　3　-



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月８日（木）

順序 発　言　者

平成19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19
中西照典
＜こう風＞ (1)計画の実現に対する自己評価及び計画への行政評価システムの導入につい

　 て

(2)夕張市の財政再建団体転落の問題について市長の所見

(1)平成18年度の一般会計、特別会計の決算見通しについて

(1)独自施策について

(1)同和対策・人権施策の見直しが19年度予算編成にどう反映されているかに

　 ついて

(2)減額補正の理由について

(1)本市を取り巻く格差社会の状況の認識について

(1)市長就任以来の鳥取県と本市の関係の総括について

(2)新たな知事への期待について

　

・・・（総務部・教育委員会）

(1)不正・不祥事対策の取り組みについて

　①チェック体制について

(1)本市の監査委員制度の認識について

　①市のＯＢ監査委員について

　②監査事務局の充実について

(2)本市における収入役制度はどのようになるかについて

　①会計管理者の職階について

　②出納室の充実について

　

(1)姫路鳥取線全線開通についての所見について

(2)「鳥取・因幡の祭典」を行う意義について

(3)吉岡･青谷間を含む山陰高速道路の早期完成についての所見

(4)高速鉄道整備のための施策について

(5)市長のマニフェストである「高速道路を活かした地域経済の活性化と観光

　 客の大幅増加」についての現状での認識と見通しについて

５　格差社会について・・・（企画推進部）

◎代表質問＜こう風＞

１　第８次鳥取市総合計画について・・・（総務部・企画推進部）

２　18年度の一般会計、特別会計決算について･･･（総務部）

３　19年度の予算編成について･･･（企画推進部・教育委員会）

４　同和対策・人権施策について・・・（人権政策監・教育委員会）

６　鳥取県との関係について・・・（企画推進部）

７　官庁を取り巻く不正・不祥事対策について

８　監査委員制度と収入役制度について・・・（総務部・監査委員）

９　高速道路・高速鉄道整備と産業、観光の振興について
　　　　　　　　　　　・・・（企画推進部・経済観光部・都市整備部）

-　4　-



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月８日（木）

順序 発　言　者

平成19年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

(1)バスの乗車率向上に向けた取り組みについて

(2)鳥取駅北口の再整備計画を含めた公共交通政策について

 

(1)本市人口の現状の傾向について

(2)「子育て支援カード事業」について

(1)親と子の心身の健康を守るための基本的施策の中に掲げられている思春期

　 の保健対策、妊娠から出産までの保健サービスについて

　①具体的施策と成果について

　②今後の課題について

(1)８次総で掲げられた農林水産業振興のビジョンについての18年度の展開の

　 成果と19年度に向けた見通しについて

(1)県下町村議会から提出された規約改正を求める要望にどのように答えてい

　 くのか

(2)市民へのＰＲについて

(3)広域連合で運用するメリット、デメリットについて

(1)予防通知がなされた場合の伝達経路とそれに伴う指揮命令管理監督権限に

　 ついて

(2)学校給食会に配置されている栄養士の職務と権限について

(1)保護者のモラルについて

(2)本市の現在の状況について

　

(1)本市における実態と対策について

　

(1)内容と予算配分について

10　公共交通対策について・・・（都市整備部）

11　子育て支援について・・・（福祉保健部）

17　学力低下について・・・（教育委員会）

18　教育センターについて・・・（教育委員会）

12　次世代育成行動計画について・・・（福祉保健部）

13　農林水産業の振興について・・・（農林水産部）

14　後期高齢者医療広域連合について・・・（福祉保健部）

15　学校給食の食中毒について・・・（教育委員会）

16　学校給食費不払いについて・・・（教育委員会）

-　5　-



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月９日（金）

順序 発　言　者

3 議席番号16
田村繁已
＜公明党＞ (1)予算編成の方針について

(2)「持続適な発展」を目指す将来像の展望について
(3)徴収率の向上について
(4)新たな財源確保の取り組みについて
(5)公的資金の繰上償還について

(1)第４次行財政改革の成果と今後の取り組みについて
(2)外部委託等推進方針について

・・・（総務部・企画推進部・教育委員会）
(1)危機管理体制の強化について
　①迅速で正確な情報発信について
　②危機管理上の対応マニュアルについて
　③初動対応について
(2)学校給食による集団食中毒について

(1)乳幼児インフルエンザへの助成について
(2)乳幼児医療費助成の対象年齢拡大について
(3)児童手当について

(1)がん対策について
(2)健康診断対象年齢の見直しについて
(3)安心できる医療体制について
(4)「マタニティーマーク」、「ハート・プラスマーク」について

・・・（企画推進部・経済観光部・農林水産部・教育委員会）
(1)「頑張る地方応援プログラム」の活用について
(2)環境大学の将来展望について
(3)地区公民館について

(1)有機農業の推進について
(2)農業ビジネススクールについて

(1)ごみの有料化について
(2)環境美化ボランティアについて
(3)ポイ捨て条例の制定について

(1)不登校対策について
(2)いじめ防止教育について
(3)子どもの居場所づくりについて
(4)学校図書館図書整備費について
(5)校区編成について

(1)基本条例の制定について

平成19年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

１　平成19年度予算編成について・・・（総務部）

５　健康的な市民生活の向上について・・・（福祉保健部・市立病院）

２　行財政改革について・・・（総務部）

４　少子化対策について・・・（福祉保健部）

◎代表質問＜公明党＞

３　安全・安心な市民生活の構築を目指して

10　文化芸術推進基本条例について・・・（教育委員会）

６　活力あるまち・鳥取を目指して

７　農業政策について・・・（農林水産部）

８　ごみ政策について・・・（環境下水道部）

９　豊かな人間教育の推進について・・・（教育委員会）

-　6　-



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月９日（金）

順序 発　言　者

平成19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17
寺垣健二

＜民主・民世会＞ (1)20万都市の「持続的な発展」を目指して編成された来年度予算について、

　 持続的な発展を達成する上での中心的産業基盤は何か

(1)地域格差について

　①今日の日本の好景気は、大都市中心型と言われているが、大都市と地方

　　の格差の認識と、その格差に対する地方都市の生き方はいかにすべきか

(2)教育格差について

　①本来国民すべてが同等の教育を受ける権利があるはずであるが、この教

　　育の平等が脅かされているという現状に対して、市長・教育長の所見は

(3)情報格差について

　①今日のＩＴ時代は情報のグローバル化を生み、世界中どこにいても共通

　　の情報が手に入る時代である

　　しかし、残念ながら、この情報の使い方が理解されてないのが実情であ

　　る

　　今後、「情報」に対する適応能力の開発が求められると思うが、その対

　　応策は

・・・（環境下水道部）

(1)立地場所の新規取得の理由はなぜか

(1)指定管理者制度が導入されて約１年

　 その後の経過と問題点は検証されているか

(1)厚生労働省が新たに採用した紫外線照射技術についての検討がなされぬま

　 ま、当初予算を進めていくことは、行政の手法として住民、議会に対する

　 説明責任を果たしていないと思うが、どうか

５　浄水場建設について・・・（水道局）

１　平成19年度予算について・・・（総務部・経済観光部）

３　国英地区の可燃物処理施設の建設計画について

４　指定管理者制度について・・・（総務部）

２　格差社会について・・・（企画推進部・教育委員会）

◎代表質問＜民主・民世会＞

-　7　-



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月９日（金）

順序 発　言　者

平成19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26
橋尾泰博

＜市民会議＞ (1)予算編成に当たり苦労された点、力を入れた点について

(2)厳しい財政運営の中、来年度以降の予算推移について

(3)遊休財産の売却並びに今後の活用策について

(1)成果と今後の取り組みについて

(1)近江八幡市の事例について

(1)京都府の事例について

(1)単年度見直しを原則としているが、当初計画との整合性、進捗率は達成で

　 きるのか

(2)合併した８町村との地域間格差是正に向けての具体策について

(1)民間手法を取り入れ、すべての分野に産業としての意識改革について

(2)都市核産業である事業所系の誘致、空き店舗の借り上げ事業について

(3)自然環境、農林水産の新鮮な産物は本市の貴重な財産であり、その活用策

　 について

(4)砂の美術館などの新たな展開策について

(5)若者の雇用、定住化対策について

(6)中心市街地活性化基本計画について

・・・（企画推進部・環境下水道部・教育委員会）

(1)もったいない運動を市民運動に

・・・（教育委員会）

(1)各地区での説明会を実施しているが、反応は

(2)公民館の今後の機能、役割をどのように計画しているのか

◎代表質問＜市民会議＞

１　19年度予算について・・・（総務部）

２　第４次行財政改革について・・・（総務部）

３　職員のコンプライアンス制度について・・・（総務部）

８　地区公民館の今後の活用策と今後のあり方について

４　市民簡易監査請求制度について・・・（総務部）

５　第８次総合計画について・・・（企画推進部）

６　経済対策について・・・（経済観光部・農林水産部）

７　まちづくり環境問題について

-　8　-



最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月12日（月）

順序 発　言　者
議席番号18
房安　光
＜こう風＞ (1)新市まちづくり計画、第８次総合計画及び一般会計予算における投資的経

　 費の乖離について

(2)総合計画ローリングの基本的認識について

・・・（都市整備部）

(1)18年度の調査結果について

(2)19年度以降の施策について

(1)新聞報道の正否について

(2)高齢者福祉センター使用料金誤徴収時の対応について

(3)職員のコンプライアンスについて

(4)今後の措置について

(1)地盤沈下調査結果について

(2)今後の対応について

議席番号31
入江順子
＜こう風＞ (1)本市の検診率について

(2)乳がん検診にマンモグラフィが導入されたが、発見率はどのようになった

　 のか

(3)今後の普及啓発について

　　集団食中毒問題について・・・（教育委員会）
(1)ノロウイルスに関する衛生管理について

(2)学校給食に対する信頼回復対策について

(1)計画策定の基本的考え方と推進施策について

(2)計画・推進体制について

　　平成18年度の入札について・・・（市立病院）
(1)指名競争見積もりの実施について

議席番号12
岡田浩四郎
＜清和会＞ 　　・・・（都市整備部）

(1)市より鳥取県への要望として上げている主要地方道鳥取・鹿野・倉吉線

　 （松原～上光）の整備計画の具体化に向けての取り組みはどのようにし

　 ているのか

４　鳥取市立病院の夜間・休日受付業務及び警備業務の

平成19年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

１　投資的経費について・・・（総務部・企画推進部）

２　青谷町駅南、善田地区の内水排除対策について

1

３　鳥取クレー射撃場利用料金誤徴収について・・・（教育委員会）

４　青谷町中央公民館について・・・（教育委員会）

１　乳がん検診及び子宮がん検診について・・・（福祉保健部）

２　鳥取市立第２学校給食センターの給食による

１　主要地方道鳥取・鹿野・倉吉線（松原～上光）の整備計画について

３　鳥取市子ども読書推進計画について・・・（教育委員会）

2

3
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最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月12日（月）

順序 発　言　者

平成19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27
谷口秀夫
＜公明党＞ (1)制度の持続について

　①少子化対策及び子育て支援について

　②障害のある方への一部負担について

(1)小・中学校における特別支援教育推進体制ついて

　①特別支援教育の実施について

　②教育センターの機能について

　③特別支援教育支援員の拡充について

議席番号8
金谷洋治
＜清和会＞ (1)学校図書館司書の配置状況について

(2)ＡＬＴの配置状況について

・・・（防災調整監・都市整備部・教育委員会）

(1)防犯灯の設置状況について

(2)危険箇所について

(3)不審者対策について

議席番号14
森田紘一郎
＜市民会議＞ (1)12月定例会以降の状況について

　①悪臭解消の装置をつけたと聞くが、状況はどうか

　②増羽の問題をどのように見極めるか

　③冬場でも悪臭が強いが、測定はなぜしないのか

　④国府町の悪臭解消のプラントについて、市は承知しているか

(1)太陽光発電装置設置補助金の現況について

(2)公営施設、準公営物への設置について

(3)太陽光、風力、水力発電等の組み合わせ（ハイブリッド）の研究を地元

　 大学にお願いしてはどうか

・・・（企画推進部・経済観光部）

(1)創設についての考えはないか

(1)コンベンションの熱が冷めてきているように思うが

(2)担当職員を配置してから本年度までの傾向はどうか

(3)来年度への取り組み状況はどうか

１　養鶏場から出る悪臭について・・・（農林水産部・環境下水道部）

２　太陽光発電について・・・（環境下水道部）

３　尾崎放哉の記念館もしくは資料室の創設について

４　コンベンションの現況について・・・（経済観光部）

１　特別医療費助成について・・・（福祉保健部）

２　特別支援教育について・・・（教育委員会）

１　学校教育の充実について・・・（教育委員会）

２　通学路の安全対策について

6

4

5
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最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月12日（月）

順序 発　言　者

平成19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13
角谷敏男
＜共産党＞ ・・・（総務調整監・人権政策監・福祉保健部・経済観光部・教育委員会）

(1)これまでの計画・方針と一般対策への移行について

　①対策事業の基本スタンスと今後の位置づけ、目標について

(2)第４次同和対策総合計画について

　①計画の趣旨、成果と現状、同和問題の基本認識、19年度以降の基本方針

　　について

議席番号3
児島　良

＜市民会議＞ (1)学校などの公共施設における耐震対策の進捗状況の報告を求める

　 財政が厳しい中、今後の対策はどう考えているのか

　 各学校、公民館、その他公共施設の耐震工事の計画年度の回答を求める

(2)千代川の表流水でクリプトスポリジウムの検出が１度しかされない状況に

　 おいて、浄水場建設はそれほど緊急性がないと考えられ、多額の予算を優

　 先的に支出することの必要性の説明を求める

(1)12月議会において水道事業管理者は「膜ろ過は根こそぎ悪害物質を除去で

　 きる」と答弁しているが、「根こそぎ」の根拠は何か

(2)２月26日の建設水道委員会においては「溶けた物質は膜ろ過、急速ろ過、

　 緩速ろ過のどの方式でも除去できない」と答弁したが、事実か

(3)平成22年以降、維持管理費と施設の更新費用（減価償却費）を合わせて２

　 億円を超える費用が上積みされるが、予定されている値上げだけで対応す

　 るつもりか

　 局内のリストラ策や外部委託で値上げ幅を最小に抑えるとしているが、金

　 額的には幾らを目標にしているのか

議席番号29
両川洋々

＜民主・民世会＞ (1)給食は学校教育の一環とする教育長の指針に変更はないか

(2)二次感染を防ぐ組織体制の確立について

(3)補償問題について

(4)処分内容について

(5)施設整備について

　　自家発電機のメンテナンスについて・・・（総務部）
(1)メンテナンスの実態はどうか

(2)稼働実態について

(1)不妊治療の実態（本市分）について

(2)助成の不可について

7

8

9

１　同和対策事業について

１　安全・安心のまちづくりについて・・・（企画推進部・教育委員会）

２　膜ろ過方式の浄水能力及び今後の経営について・・・（水道局）

１　ノロウイルス対策と今後の問題点について・・・（教育委員会）

２　本市の公的施設に設置されている非常用の

３　不妊治療における本市独自の支援体制について・・・（市立病院）
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最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月13日（火）

順序 発　言　者
議席番号7
川瀬滋子
＜きずな＞ 　　今後の方策について・・・（福祉保健部・農林水産部・教育委員会）

(1)危機管理意識について

(2)管理責任体制について

(3)健康管理・衛生管理・施設管理について

(4)給食センターの規模と人員について

(5)他部局の対応について

　 （配食サービス、農村食堂、農産物加工施設）

(1)循環型農業の仕組みづくりについて

議席番号28
武田えみ子
＜公明党＞ (1)母子保健法について

(2)健康で安全な出産について

(3)健診費用の公費負担について

(1)スクールカウンセラーについて

(2)適応指導教室について

(3)スクーリング・ケアサポーター事業について

議席番号35
高見則夫
＜清和会＞ (1)住民が安心できる防災施策の取り組みについて

(2)異常気象に伴う災害対策について

(3)国の「千代川河川整備計画」に対する本市の対応について

(4)洪水予想地域の防災対策について

(1)地区要望の取りまとめ及び地域づくり懇談会の状況について

(2)第８次総合計画と地区要望の整合について

(3)合併地域活性化推進事業の取り組みについて

(4)国・県管轄の要望に対する対応について

議席番号1
伊藤幾子
＜共産党＞ (1)衛生管理に対する指導体制の強化について

(1)放課後児童クラブについて

(2)放課後子ども教室について

１　食中毒事故(第２給食センター）発生にかかわる対応と

２　遊休農地の活用について・・・（農林水産部）

１　妊婦健康診査について・・・（福祉保健部）

２　不登校対策について・・・（教育委員会）

平成19年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

１　学校給食の安全対策について・・・（教育委員会）

２　子育て支援対策について・・・（教育委員会）

13

10

11

12

２　地区要望について・・・（企画推進部・都市整備部・環境下水道部）

１　防災対策について・・・（総務部・農林水産部・都市整備部）
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最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月13日（火）

順序 発　言　者

平成19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5
秋山智博

＜民主・民世会＞ (1)人権尊重をどのように体現されているか

(2)学校給食による集団食中毒に伴う対策について

(3)学力調査について

(4)職員会議について

議席番号4
河根裕二
＜公明党＞ (1)文化芸術振興基本条例の制定について

(2)「やまびこ館」等の管理運営について

(3)各地域の文化芸術団体の育成とネットワークについて

(1)基金残高と今後の見通しについて

(2)料金改定について

議席番号32
松本信光
＜こう風＞ (1)定期的のように流行しているが、予防方法と対策について

(2)他都市で発生した時の本市の対応について

(3)本市で発生した時の対策、対応について

(4)本市で発生した時の地区住民への対応について

(5)インフルエンザに感染した鳥の処分方法について

議席番号22
湯口史章
＜清和会＞ (1)トータルコスト予算について

　①導入した場合の効果について

　②現在までの取り組みについて

　③今後の取り組みについて

(2)予算編成過程の公開について

　①公開の意義について

議席番号6
長坂則翁

＜民主・民世会＞ (1)未納の今日までの状況と課題について

(2)今後の解決へ向けた具体的取り組みについて

　　鳥取市助成制度について・・・（教育委員会）
(1)鳥取市中学生各種全国大会出場補助金交付要綱の制定について

２　国民健康保険事業の運営について・・・（福祉保健部）

15

１　学校給食費未納問題について・・・（企画推進部・教育委員会）

２　鳥取市における中学生の各種全国大会出場時の

18

１　教育行政の基本姿勢について・・・（教育委員会）
14

１　予算編成について・・・（総務部）
17

16
１　鳥インフルエンザの対応、対策について・・・（農林水産部）

１　文化芸術の振興策について・・・（企画推進部・教育委員会）
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最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月14日（水）

順序 発　言　者
議席番号24
上紙光春
＜清和会＞ ・・・（企画推進部・教育委員会）

(1)管理体制の明確化と他機関等との連携について

(2)調理場等の施設整備について

(3)管理マニュアルの整備について

議席番号36
福田泰昌
＜清和会＞ (1)砂丘周辺の観光拠点整備構想について

(2)砂丘イベントの継続性とその見通しについて

(3)観光の核、拠点づくりについて

(1)公共下水道の現状について

(2)公共下水道の今後の計画について

(3)公共下水道と農業集落排水事業等の関連について

議席番号20
森本正行
＜こう風＞ (1)平成18年度の税収見込み額について

(2)平成19年度予算における市税収入額の増減理由について

(3)自主財源（市税）の確保に向けた取り組みについて

　①「地方分権の受け皿としての確固たる行財政基盤」の達成時期について

　②経済活性化による法人２税の増収策について

　③住民税課税対象者の増加策について

　④徴税率向上の取り組みについて

　⑤税源移譲に対する県・国への働きかけについて

　⑥税源移譲の原資が消費税増税とする案の本市への影響は

議席番号21
中島規夫
＜清和会＞ (1)常備消防、非常備消防の連絡体制について

(2)避難所となっている公共施設が廃止となった場合の対応について

・・・（企画推進部・教育委員会・市立病院）

(1)現状と問題点について

(2)将来計画について

議席番号2
中村晴通

＜市民会議＞ (1)19年度予算編成に対する農業、農村への考え方について

(2)水田農業のあり方（ビジョン）について

(3)カシノナガキクイムシの被害と対策について

(4)老人クラブに対する考え方と補助金のあり方について

平成19年３月定例会　一般質問発言通告一覧表

通　　　告　　　内　　　容

１　危機管理について・・・（防災調整監・企画推進部）

２　学校給食、病院食の現状と今後について

19
１　学校給食調理場の管理体制について

１　本市の観光行政について・・・（経済観光部）

２　公共下水道について・・・（環境下水道部）

１　自主財源（市税）について・・・（総務調整監）

１　農業・農村の活性化について・・・（福祉保健部・農林水産部）

20

21

22

23
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最終印刷日時：2007/3/114:26

質問日：３月14日（水）

順序 発　言　者

平成19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＞ ・・・（福祉保健部・経済観光部・都市整備部）

(1)工賃と利用者負担について

(2)事業所の報酬のあり方について

(3)地域移行への取り組みについて

(4)児童の契約制度について

(1)背景、必要性、検討委員会について

(2)市民への周知について

(3)職員の取り組みについて

(4)条例制定までのスケジュールについて

議席番号11
下村佳弘
＜清和会＞ (1)集落営農の育成について

　①リーダーの育成について

　②収益確保について

　③土地利用について

　④集落営農の持続的発展について

(2)遊休農地の集積推進について

議席番号15
桑田達也
＜公明党＞ (1)ごみの有料化について

　①ごみ処理に関する現状と課題について

　②減量化目標と有料化の目的について

　③処理手数料の算定基準について

　④リバウンド現象と不法投棄対策について

　⑤今後の減量化策について

(1)がん対策について

　①がん患者の療養生活の質の向上について

　②専門的医療従事者の育成について

　③情報収集と提供体制の整備について

　④お笑いの効能について

１　ごみ政策について・・・（環境下水道部）

２　市民の健康生活について・・・（市立病院）

１　担い手である集落営農の持続的発展について・・・（農林水産部）

１　障害者自立支援法について

２　住民自治基本条例について・・・（企画推進部）

26

24

25
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