
○平成 26 年６月 12 日（木）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  高見 則夫  29 清和会 

２  島谷 龍司  ９ 新 

３  桑田 達也  14 公明党 

４  児島  良  21 結 

５  上田 孝春  33 結 

６  長坂 則翁  ６ 無所属 

７  中西 照典  24 新 
 

○平成 26 年６月 13 日（金）  午前 10 時開議  

８  寺坂 寛夫  10 新 

９  椋田 昇一  ７ 結 

10  太田  緣  ５ 無所属 

11  中島 規夫  19 清和会 

12  石田憲太郎  ２ 公明党 

13  田村 繁已  15 公明党 

14  山田 延孝  12 新 
      

○平成 26 年６月 18 日（水）  午前 10 時開議  

15  田中 文子  １ 共産党 

16  有松 数紀  22 新 

17  角谷 敏男  25 共産党 

18  森本 正行  34 新 

19  砂田 典男  11 新 

20  伊藤 幾子  13 共産党 

21  金谷 洋治  16 清和会 
      

○平成 26 年６月 19 日（木）  午前 10 時開議  

22  橋尾 泰博  31 結 

23  寺垣 健二  30 結 

24  上杉 栄一  36 新 

25  中村 晴通  20 結 

26  木村 和久  ８ 結 

27  谷口 秀夫  26 公明党 

28  平野真理子  ３ 公明党 
      

○平成 26 年６月 20 日（金）  午前 10 時開議 

29  下村 佳弘  17 清和会 

30  入江 順子  35 新 

31  両川 洋々  32 結 

32  岡田 信俊  ４ 無所属 

33  上紙 光春  27 清和会 
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平成 26 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 26 年６月 12 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号 29 

高見則夫 

(清和会) 

 
１ 鳥取市の発展・飛躍に向けた公約実現への取り組みに 

ついて･･･（総務部、企画推進部、福祉保健部、健康・子育て推進局）

(１) 住民主導のまちづくりについて 
(２) 国・県との施策連携について 
(３) 安心して出産・子育てできるまちについて 

 (４) 行財政運営について 

 (５) 中核市について 

 (６) 地区公民館の福祉活動への活用について 

 (７) 次期総合計画について 

 

２ 議席番号９ 

島谷龍司 

(新) 

 
１ 今後の市政運営について 

･･･（総務部、企画推進部、経済観光部）

(１) 市政の現状について 
(２) 公約の実現と第９次総合計画との整合について 
(３) シティセールスについて 
(４) 中核市について 
(５) 副市長人事について 
 

３ 議席番号 14 

桑田達也 

(公明党) 

 
１ 鳥取市の新たな展望について 

･･･（総務部、防災調整監、企画推進部、健康・子育て推進局、

経済観光部）

(１) 竹内市政の評価と課題について 
(２) 市長マニフェストについて 
(３) 中核市への移行と地方中枢拠点都市について 
(４) 危機管理について 

 
２ 市民の健康について ･･･（健康・子育て推進局、教育委員会） 

(１) アレルギー疾患対策について 
(２) エコチル調査の進捗状況について 
(３) アレルギー対応給食の実施について 

 

４ 議席番号 21 

児島 良 

(結) 

 

 
１ 鳥取市が抱える課題解決に向けての方針及び見通しに 

ついて ･･･（総務部、企画推進部） 
(１) 地域経済活性化について 
(２) 少子高齢化・人口減少対策について 
(３) 中山間地域振興策について 
(４) 庁舎耐震化について 
(５) 財政状況について 

 
２ 中核市移行について ･･･（総務部） 

(１) 中核市を目指す理由について 
(２) 中核市のメリット・デメリットについて 
(３) 中核市移行の課題について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

５ 議席番号 33 

上田孝春 

(結) 

 

 
１ 市政運営の基本的な考え方、姿勢について 

･･･（企画推進部、環境下水道部）

(１) 市長選挙の結果をどのように捉え、分析されているのか 
(２) 市政運営の基本的な考え方、姿勢について 
(３) 可燃物処理施設の今後の進め方と対応について 

 

６ 議席番号６ 

長坂則翁 

(無所属) 

 
１ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）について 

･･･（健康・子育て推進局）

(１) ＡＥＤの設置状況について 
(２) ＡＥＤの使用状況について 
(３) ＡＥＤの点検のあり方について 
(４) 消防署との連携について 
(５) 今後のＡＥＤ設置と活用の考え方について 
 

２ 下水道整備について ･･･（環境下水道部） 

(１) 下水道普及の現状について 
(２) 水洗便所改造資金融資あっせん制度の利用状況について 
(３) 下水道への未接続世帯（者）の現状について 
(４) 下水道未接続世帯（者）への接続勧奨の取り組みについて 
(５) 今後の普及率向上へ向けた取り組みについて 

 

７ 議席番号 24 

中西照典 

(新) 

 
１ 第 10 次鳥取市総合計画策定について ･･･（総務部、企画推進部）

(１) 新市長の公約について 
(２) 第９次鳥取市総合計画への評価と対応について 
(３) 第 10 次鳥取市総合計画のコンセプトについて 

 (４) 第 10 次鳥取市総合計画策定のスケジュールと策定組織について 
 
２ スケートリンクについて ･･･（企画推進部、教育委員会） 

(１) アイススケート、アイスホッケー競技の現状認識について 
(２) スケートリンクの現状と認識と効果について 
(３) ジュニアスポーツの育成について 
(４) 公共スポーツ施設の設置への認識について 
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平成 26 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 26 年６月 13 日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

８ 議席番号 10 

寺坂寛夫 

(新) 

 
１ 人口増加対策について 

･･･（企画推進部、健康・子育て推進局、経済観光部）

(１) 人口増加対策本部設置における、人口増加への取り組みの現状と 
課題について 

(２) 移住定住者の現状と課題について 
(３) 若者定住対策の取り組みと課題について 
(４) 子育てへの支援体制の充実について 
(５) 今後の人口増加への取り組みと戦略について 

 
２ 再生可能エネルギー導入の現状と課題について 

･･･（経済観光部、農林水産部、環境下水道部）

(１) 再生可能エネルギーの取り組み状況について 
(２) 太陽光発電の現状と課題について 

 (３) 風力発電の現状と課題について 
 (４) バイオマスと廃棄物発電の現状と課題について 
 (５) 今後の再生可能エネルギー導入促進への取り組みについて 
 

９ 議席番号７ 

椋田昇一 

(結) 

 

 
１ 透明性の高い開かれた市政の推進について 

･･･（総務部、人権政策監、企画推進部、都市整備部）

(１) 市政情報の共有と個人情報保護及び人権擁護について 
 (２) 適切な情報を、適切な時期に、市民にわかりやすく利用しやすく 
(３) 誠実で丁寧な市政運営について 
(４) 市民・議会・執行機関の信頼の回復について 

 

10 議席番号５ 

太田 緣 

(無所属) 

 
１ 地域遺産を生かしたまちづくりについて 

･･･（企画推進部、経済観光部、農林水産部、都市整備部、教育委員会）

(１) 市長の政策の柱と地域歴史文化遺産に関する考え方について 
(２) 鳥取の災害とまちづくりの歴史について 
(３) 地域資源の活用と保護について 
(４) 地域地理歴史教育について 
(５) 地場産業の振興について 

 (６) 伝統的建築物活用特区について 
 

11 議席番号 19 

中島規夫 

(清和会) 

 
１ 深澤市長の政治姿勢について ･･･（企画推進部） 

(１) リーダーシップと市民の合意形成について 
(２) 副市長人事について 

 
２ 西道路完成後の展望について ･･･（経済観光部） 

(１) 道の駅、ジオパーク、上寺地遺跡を使った将来像について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

12 議席番号２ 

石田憲太郎 

(公明党) 

 
１ 財政の「見える化」について ･･･（総務部、総務調整監） 

(１) 公会計の意義・目的について 
(２) 鳥取市のマネジメントシステムについて 
(３) 複式簿記・発生主義会計について 
(４) 今後の公会計の取り組みについて 

 
２ 公共施設の更新について 

･･･（総務部、総務調整監、都市整備部、環境下水道部）

(１) 鳥取市公共施設白書について 
(２) 公共施設のあり方に関する基本方針（案）の策定について 

 (３) 固定資産台帳の整備について 
 (４) 鳥取市公共施設白書と財政計画について 
 

13 議席番号 15 

田村繁已 

(公明党) 

 
１ 新市域振興策について ･･･（新市域振興監） 

(１) 合併 10 年間の評価と課題について 
(２) 新市域振興ビジョンについて 
 ① 意見集約について 
 ② 総合支所について 
 ③ 地域審議会について 

 
２ 放課後児童クラブの拡充について 

･･･（健康・子育て推進局、教育委員会）

(１) 放課後児童クラブの運営について 
 ① 開設場所の確保について 
 ② 指導員の確保について 
 ③ 条例制定について 
 ④ 福祉との連携強化について 
 ⑤ 財源の確保について 

 

14 議席番号 12 

山田延孝 

(新) 

 
１ 商工会との連携について ･･･（経済観光部） 

(１) 商工会の現状について 
(２) 商工会運営の課題について 
(３) 小規模企業振興基本法の制定について 
(４) 商工会に対する支援策について 

 
２ 市道に関連して ･･･（農林水産部、都市整備部、環境下水道部） 

(１) 市道の現状について 
(２) 市道の維持管理について 
(３) 市営墓地へのアクセス道について 
(４) 市道認定の考え方について 
(５) 今後の方針について 
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平成 26 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 26 年６月 18 日（水） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

15 議席番号１ 

田中文子 

(共産党) 

 
１ 男女共同参画について ･･･（総務部、人権政策監） 

(１) ６月１日付け人事異動における女性職員の登用について 
 ① 女性職員登用の基本的な考え方について 
 ② 女性の視点を重視した市政の推進について 
 ③ 女性登用のポストが固定化していないか 
(２) 子育てを応援する職場環境づくりのための鳥取市職員特定事業主行

動計画の進捗状況について 
 ① 男子職員の育休取得状況について 
 ② 早出遅出勤務制度利用状況について 
 ③ 行動計画推進体制について 
(３) 男女共同参画による地域活性化提案型モデル事業について 

 
２ 校区審議会と地域の「学校のあり方検討会」について 

･･･（教育委員会）

(１) 校区審議会が答申に向けて今年度協議される内容について 
(２) 地域の「学校のあり方」・「教育を考える会」、自主組織の検討内容、

意見書の取り扱い方について 
 

３ がん検診について ･･･（健康・子育て推進局） 
(１) 受診率の向上について 
(２) 早期受診・治療対策について 

 

16 議席番号 22 

有松数紀 

(新) 

 
１ 株式会社ふるさと鹿野の経営状況及び運営方針について 

･･･（総務部、経済観光部、農林水産部）

(１) 不採算事業の現状と対応について 
(２) 営業外収益の内容について 
(３) 食鳥処理施設の初年度売上目標と決算状況について 
(４) 山紫苑の経営状況について 
(５) 山紫苑のあり方検討会、中間報告について 
 

２ 射撃場整備事業の進捗状況について ･･･（農林水産部） 
(１) 具体的な整備内容及び今後のスケジュールについて 
(２) 大口径ライフル銃施設整備に関する県との協議状況について 
(３) 施設整備全体構想への本市の考え方について 

 
３ 本市の財政状況に対する広報のあり方について 

･･･（総務部、企画推進部）

(１) 本市財政状況の広報の現状について 
(２) 今後の広報のあり方について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

17 議席番号 25 

角谷敏男 

(共産党) 

 
１ 憲法の平和的・民主的条項について ･･･（総務部、教育委員会）

(１) 憲法第９条と集団的自衛権行使容認に対する市長の認識について 
(２) 戦争・平和に関するイベントの後援について 

 
２ 国保事業について ･･･（福祉保健部） 

(１) 医療費抑制対策について 
(２) 国保料と財源について 
 

３ ごみの減量化と再資源化について ･･･（環境下水道部） 
(１) ごみ処理手数料と充当する経費について 
(２) 目標設定の必要性と具体的計画について 

 

18 議席番号 34 

森本正行 

(新) 

 
１ 深澤市長の取り組み方針について 

･･･（健康・子育て推進局、経済観光部、農林水産部、教育委員会）

(１) ＴＰＰ交渉と本市の農業政策について 
① 米作の現状と今後の見通しについて 
② 鳥取和牛の今後について 
③ 有害鳥獣対策とジビエ料理の現状について 

(２) 子供・子育て支援について 
① 待機児童（保育園と放課後児童クラブ）について 
② 小学校の児童と教室数の実態及び今後の推移見通しについて 

 

19 議席番号 11 

砂田典男 

(新) 

 
１ 市庁舎整備について ･･･（庁舎整備局） 

(１) 市庁舎に求められる機能について 
(２) 市民サービス機能について 
(３) 庁舎機能の適切な配置について 
(４) 魅力あるまちづくりについて 
(５) 現在及び将来にわたる費用について 
 

２ 鳥取市公共施設のあり方について 

･･･（総務調整監、教育委員会）

(１) 鳥取市の公共施設の現状について 
(２) 地域別の公共施設の現状について 
(３) 施設別の現状について 
(４) 公共施設が抱える課題について 
(５) 今後の取り組みについて 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

20 議席番号 13 

伊藤幾子 

(共産党) 

 
１ 子育て支援について ･･･（総務部、健康・子育て推進局） 

(１) 子ども・子育て支援新制度について 
(２) 保育士の確保について 
(３) 保育料軽減について 

 
２ 市庁舎整備について ･･･（庁舎整備局） 

(１) 市長の市庁舎整備に対する考え方について 
 

21 議席番号 16 

金谷洋治 

(清和会) 

 
１ 市民の声についての市長の考え方について 

･･･（総務部、企画推進部、新市域振興監、健康・子育て推進局、

経済観光部、農林水産部、都市整備部）

(１) 総合支所の活性化について 
(２) 若者定住について 
(３) 観光振興について 

 (４) 街路灯と防犯灯について 

 (５) 災害に強い果樹栽培について 
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平成 26 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 26 年６月 19 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

22 議席番号 31 

橋尾泰博 

(結) 

 

 
１ 市庁舎問題について ･･･（庁舎整備局） 

(１) 住民投票の経過・結果の総括について 
(２) 位置条例の認識・取り扱いについて 
(３) 情報提供・説明責任について 
 

２ 中心市街地活性策について ･･･（都市整備部） 

(１) リノベーション手法によるまちづくりについて 
(２) 中活協の組織強化について 

 

23 議席番号 30 

寺垣健二 

(結) 

 
１ 市長の市政運営にかける決意について 

･･･（企画推進部、経済観光部）

(１) 雇用創出について 
(２) 新しい市政の実現について 
 

24 議席番号 36 

上杉栄一 

(新) 

 

 
１ 交通政策・交通基盤整備に関連して 

･･･（企画推進部、都市整備部）

(１) 交通基盤整備について 
  ① 生活交通確保の充実について 

(２) 鳥取県東部の交通基盤について 
① 西高東低（鉄道・道路・空港・港湾）の現状について 
② 企業誘致・若者定住・都市間競争・まちづくりについて 

(３) 山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議について 
  ① 山陰新幹線構想について 
  ② 智頭線・因美線・山陰線電化について 
 (４) 政策連携懇談会について 
  ① 鳥取西道路・山陰近畿道について 
 

25 議席番号 20 

中村晴通 

(結) 

 
１ 農林水産業の政策について ･･･（農林水産部） 

(１) 深澤流農林水産業政策の特色と重点施策について 
(２) 新規就農者対策について 
(３) ＪＡへの対応について 

 
２ 中山間地域の活性化について 

･･･（企画推進部、農林水産部、都市整備部）

(１) 基本的考えと重点施策について 
(２) 市道・農道・橋梁の整備、改修について 

 
３ 労使関係のあり方について ･･･（総務部） 

(１) 職員及び職員組合への対応について 
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26 議席番号８ 

木村和久 

(結) 

 
１ 人口減少社会にどう対処するのか 

･･･（総務部、企画推進部、福祉保健部、経済観光部、農林水産部）

(１) 人口減少対応について 
 ① 2040 年社会の想定の意味について 
 ② 少子高齢化社会（社会保障）の影響見通しについて 
 ③ 若年女性を含めた人口減少対策について 
 ④ 人口減少で発生する影響の見通しについて 
(２) 財政的対応について 
 ① 人口減に伴う財政的影響について 
 ② 合併算定替えの影響について 
 ③ ＦＭ・インフラ維持更新の影響について 
 ④ 政策的経費の影響と推移見通しについて 
 ⑤ 次世代への負担見通しについて 
(３) 中山間地域対応について 
 ① 人口減における農業対策について 
 ② 集落機能の維持について 
 ③ 限界集落対策について 
(４) 地域産業及び中小企業対応について 
 ① 地域産業の体力強化について 
 ② 民力の強化自立について 
 

27 議席番号 26 

谷口秀夫 

(公明党) 

 
１ 地域包括ケアシステムの構築について 

･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局）

(１) 地域包括ケアシステムの認識について 
 ① 地域の特性に応じた構築のプロセスについて 
(２) 構築に向けた取り組み状況と課題の掌握について 
 ① 各関係機関の連携体制について 
 ② 在宅医療・介護連携推進事業について 
 ③ 認知症高齢者対策について 
 ④ 生活支援サービス・介護予防の充実について 
 ⑤ 関係分野の人材確保について 
(３) 今後の進め方について 
 ① 第６期介護保険事業計画について 
(４) 推進担当と事務体制について 
 

28 議席番号３ 

平野真理子 

(公明党) 

 
１ 安心・安全なまちづくりについて 

･･･（防災調整監、人権政策監、福祉保健部）

(１) 災害時避難行動要支援者支援制度について 
(２) 女性の視点を生かす地域防災について 

 
２ 人口減少社会について 

 ･･･（企画推進部、健康・子育て推進局、市立病院）

(１) 人口減少問題について 
(２) 不育症対策について 
 ① 周知について 
 ② 支援対策・医療費助成について 
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平成 26 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：平成 26 年６月 20 日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

29 議席番号 17 

下村佳弘 

(清和会) 

 
１ 公共施設の民営化について 

･･･（総務部、総務調整監、教育委員会、市立病院）

(１) 民営化の取り組み状況について 
(２) 各施設での民営化の考え方について 
(３) 民営化スケジュールについて 

 
２ 市長の農業政策について ･･･（農林水産部） 

(１) 市長の農業に対する基本的な考え方について 
(２) 農業振興プランへの取り組みについて 
(３) 新農政への対応について 
 

３ 放課後児童クラブの充実について ･･･（教育委員会） 
(１) 児童クラブの現状について 
(２) 運営上の問題点について 
(３) 課題解決への取り組みについて 

 

30 議席番号 35 

入江順子 

(新) 

 
１ 本市の文化芸術振興の推進について ･･･（企画推進部） 

(１) 本市の文化芸術振興の取り組みについて 
(２) 県との連携について 
(３) 県立博物館の見直しに向けての本市の考え方について 

 (４) 本市の美術館構想について 
 
２ 本市の観光行政の推進について ･･･（福祉保健部、経済観光部）

(１) 個人観光客を対象としたツアーバスの取り組みについて 
(２) 市民（高齢者・障がい者含）を対象とした観光・宿泊プラン作成に

ついて 
 

31 議席番号 32 

両川洋々 

(結) 

 

 
１ 市庁舎問題について ･･･（庁舎整備局、企画推進部） 

(１) 市長選で当選者が３万票に届かなかった現実をどう受け止めるのか

(２) 市長選は深澤市長が勝利されたが、政策では深澤市長の完敗であっ

たと市民は判断された。今後の市庁舎問題をどう取り組むのか 
(３) 深澤市長は 11 月の市議会改選を待たず、９月議会での決着を表明さ

れた。当然、位置条例をも含めた提案となるのかどうか 
 

２ 可燃物処理について ･･･（環境下水道部） 

(１) 早期決着を表明されているが、従来どおりの手法では限界である。

現状打破のための新しい方策はなにか 
(２) 地域振興負担金について 
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32 議席番号４ 

岡田信俊 

(無所属) 

 

 
１ 市庁舎整備問題について ･･･（庁舎整備局） 

(１) 駅南への新築移転の大きな根拠は何か。また、新庁舎の規模はどの

程度か 
(２) 実現までのスケジュールはどうか 
(３) 移転後、跡地の活用方法について市民の意見をどのように集約する

のか 
(４) 跡地には美術館建築構想もあるようだが、具体的にはどうか 
(５) 跡地利用の検討時には市民会館の利便性も検討すべきと考えるか 
 

２ 教育委員会制度について ･･･（教育委員会） 

(１) 教育委員会制度の改革がなされようとしているが、どのように考え

るのか 
(２) 教育委員会制度改革後、教育現場との連携に変化はあらわれるのか

(３) 特別支援学級の現状はどうか 
(４) 特別支援学級の現状に合った教職員の配置がなされているか 
(５) いじめ対策推進基本法の施行後、具体的な取り組みがなされている

のか 
 (６) 小中一貫教育推進事業に取り組み後、中学校区教育の推進のあり方

をどう考えているのか 
 

33 議席番号 27 

上紙光春 

(清和会) 

 
１ 本市の新しい振興対策の展開について ･･･（企画推進部） 

(１) 新市長の熱い思い（考え方）について 
 ① 特に重点とされる施策について 

  ② 施策分野によっては思い切って発想を転換されるべきと思うがど

うか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


