
○平成 26 年９月８日（月）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  田中 文子  １ 共産党 

２  平野真理子  ３ 公明党 

３  中西 照典  24 新 

４  田村 繁已  15 公明党 

５  長坂 則翁  ６ 無所属 

６  砂田 典男  11 新 

７  上田 孝春  33 結 
 

○平成 26 年９月９日（火）  午前 10 時開議  

８  角谷 敏男  25 共産党 

９  有松 数紀  22 新 

10  山田 延孝  12 新 

11  森本 正行  34 新 

12  高見 則夫  29 清和会 

13  椋田 昇一  ７ 結 

14  島谷 龍司  ９ 新 
      

○平成 26 年９月 11 日（木）  午前 10 時開議  

15  両川 洋々  32 結 

16  金谷 洋治  16 清和会 

17  児島  良  21 結 

18  太田  緣  ５ 無所属 

19  中村 晴通  20 結 

20  入江 順子  35 新 

21  田 博幸  28 清和会 
      

○平成 26 年９月 18 日（木）  午前 10 時開議  

22  木村 和久  ８ 結 

23  伊藤 幾子  13 共産党 

24  下村 佳弘  17 清和会 

25  上紙 光春  27 清和会 

26  岡田 信俊  ４ 無所属 

27  寺坂 寛夫  10 新 

28  桑田 達也  14 公明党 
      

○平成 26 年９月 19 日（金）  午前 10 時開議 

29  上杉 栄一  36 新 

30  石田憲太郎  ２ 公明党 

31  寺垣 健二  30 結 
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1/9 

平成 26 年９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９月８日（月） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号１ 

田中文子 

(共産党) 

 
１ 地域振興会議の設置について ･･･（企画推進部） 

(１) 地域審議会の総括について 
(２) 地域審議会の総括を踏まえた地域振興会議設置について 
(３) 地域振興会議の組織について 
(４) 地域振興会議の予算について 
 

２ ふるさと就農舎について ･･･（農林水産部） 
(１) ふるさと就農舎の現状について 

 (２) ふるさと就農舎の研修検討会について 
 (３) 今後の方向について 
 
３ 小中学校のエアコン設置について ･･･（教育委員会） 

(１) エアコン設置の基本的な考え方と設置計画について 
 

２ 議席番号３ 

平野真理子 

(公明党) 

 
１ 子育て支援について ･･･（健康・子育て推進局、教育委員会） 

(１) 乳幼児の健診について 
 ① ５歳児健診について 
(２) 幼稚園・保育園と小学校の連携について 
 

２ 心豊かな市民の暮らしについて ･･･（教育委員会） 
(１) 読書意欲を高める取り組みについて 

 (２) 読書通帳について 

 

３ 議席番号 24 

中西照典 

(新) 

 
１ 鳥取市の持続的な発展について 

･･･（企画推進部、経済観光部、農林水産部、都市整備部）

(１) 本市の現状（経済・公共サービス・人口・少子高齢・市民サービス・

認知度）認識について 
(２) 「暮らしたいまち」「訪れたいまち」への取り組みについて 
(３) まちづくりの推進への取り組みについて 
(４) シティプロモーションについて 
(５) シビックプライドの醸成について 

 
２ 日本語指導の必要な児童生徒・日本語の理解できない保護者へ

の対応及び保育・小中学校の教育保育施設の防災について 

･･･（防災調整監、健康・子育て推進局、教育委員会）

(１) 日本語指導の必要な児童生徒・日本語の理解できない保護者への対

応について 
 ① 在籍者の現状と今後の見通しについて 
 ② 児童生徒への対応について 
 ③ 保護者への対応について 
 ④ 地域住民との関係について 
(２) 保育・小中学校の教育保育施設の防災について 
 ① 園舎校舎以外の災害対策について 
 ② 高木の対策について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

４ 議席番号 15 

田村繁已 

(公明党) 

 
１ 豪雨災害対策について ･･･（防災調整監、農林水産部、都市整備部）

(１) 本市の防災計画と課題対策について 
 ① 危険箇所の土砂災害区域の指定について 
 ② 避難行動について 
(２) 情報伝達と防災意識について 
 

２ 校区編成について ･･･（教育委員会） 
(１) 校区審議会の取り組み状況について 

 (２) まちづくり構想との連動について 

 (３) 今後のスケジュールについて 

 

５ 議席番号６ 

長坂則翁 

(無所属) 

 
１ 防災、災害対策関連について ･･･（防災調整監、都市整備部） 

(１) 広島市における土砂災害に対する本市の認識と教訓化すべき課題に

ついて 
(２) 警戒区域と特別警戒区域の現状と今後について 
(３) 大型造成団地開発に伴う諸課題について 
(４) 消防団員定数の見直しについて 
(５) 防災行政無線の今後の考え方について 

 

６ 議席番号 11 

砂田典男 

(新) 

 
１ 若者定住促進について 

･･･（企画推進部、健康・子育て推進局、都市整備部、教育委員会） 
(１) 若者定住を取り巻く現状について 
(２) 若者定住施策について 
(３) 鳥取の魅力創造プロジェクトについて 
(４) 教育環境の充実について 
(５) 健康と子育てについて 

 (６) 若者層対象とした住宅環境整備について 
 (７) 農山漁村の若者支援について 
 (８) 今後の若者定住対策方針について 
 

７ 議席番号 33 

上田孝春 

(結) 

 
１ 可燃物処理施設建設に関連して ･･･（環境下水道部） 

(１) ８年間取り組み、今まだに事業推進の見通しが立っていないこの問

題点をどのように分析整理されているのか 
(２) 裁判長の和解提案をどのように受け止めているのか 
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平成 26 年９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９月９日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

８ 議席番号 25 

角谷敏男 

(共産党) 

 
１ 市庁舎問題と市政のあり方について ･･･（庁舎整備局） 

(１) 住民投票の判断と市長選での思いについて 
(２) 説明責任と市民の合意づくりについて 
 

２ 今後の介護サービスについて ･･･（福祉保健部） 
(１) 法改正による制度の変更について 

 (２) 実態調査と市の取り組みについて 
 

９ 議席番号 22 

有松数紀 

(新) 

 
１ 中核市・地方中枢拠点都市への取り組みについて 

･･･（総務部、中核市推進監）

(１) 中核市・特例市制度と従来の中核市制度の違いは何か 
(２) 移譲対象事務の移譲率について 
(３) 中核市移行による財政負担の発生をどのように見通しているか 
(４) 保健所の整備について県との協議状況は 
(５) 地方中枢拠点都市としての連携協約の策定方法と今後の進め方につ

いて 
 

10 議席番号 12 

山田延孝 

(新) 

 
１ まちづくり協議会について ･･･（企画推進部） 

(１) まちづくり協議会の現状について 
(２) 「まちづくり計画」の策定状況について 
(３) 協働のまちづくり支援宣言の目指すものについて 
(４) 公民館との連携について 
(５) ＣＳＴ設置と活動状況について 
(６) 地域における協力支援について 
(７) まちづくり協議会の連合組織について 
(８) まちづくり協議会が今後目指すものについて 

 

11 議席番号 34 

森本正行 

(新) 

 
１ スポーツ振興策について 

 ･･･（総務部、総務調整監、都市整備部、教育委員会）

(１) スポーツ振興の所管部局について 
① 国（スポーツ庁）県（文化観光スポーツ局）に連動して本市のスポ

ーツ振興を統括する部局の新設は 
(２) 運動公園や競技施設の建設経過と維持管理の実態について 
 ① 野球場（美保・青谷・鹿野・用瀬・河原・千代・倉田） 
(３) 湖山池周辺の芝生広場の活用について 
(４) ジュニアスポーツ育成と民間活力の導入について 
 ① 私学を含む民間団体への助成について 
 ② 民間指導者の支援・助成について 
(５) ふるさと納税制度の拡大（仮称）ジュニアスポーツ振興基金創設に

ついて 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

12 議席番号 29 

高見則夫 

(清和会) 

 
１ 鳥取駅南部の都市計画について 

･･･（庁舎整備局、企画推進部、都市整備部、教育委員会）

(１) 鳥取駅南部地域の都市計画の現状について 
(２) 市庁舎整備について 
(３) 土地利用の見直しについて 
(４) 景観形成と都市計画について 
(５) 鳥取市総合運動公園構想について 
(６) 文化施設の設置について 

 

13 議席番号７ 

椋田昇一 

(結) 

 
１ 働けば暮らせる雇用の創出と労働環境の整備について 

･･･（総務部、企画推進部、経済観光部、水道局、市立病院）

(１) 子育てしやすい、介護に当たれる、仕事と生活の調和について 
(２) 非正規職員の労働環境の整備について 
 

２ 鳥取市地域防災計画の見直しと耐震化の推進について 

･･･（総務部、庁舎整備局、総務調整監、防災調整監、 

健康・子育て推進局、都市整備部、教育委員会）

(１) 地域防災計画の見直しについて 

 (２) 土砂災害への対応と治水対策について 

 (３) 耐震化の推進について 
 

14 議席番号９ 

島谷龍司 

(新) 

 
１ 生活困窮者視点の福祉政策について ･･･（福祉保健部） 

(１) 本市の生活保護及び生活困窮家庭の実態について 
(２) 生活保護者及びその家庭への自立支援の現状と課題について 
(３) 生活困窮者自立支援法施行後の事業実施状況について 
(４) 生活困窮者自立支援事業の実施に係る課題と今後の取り組みについ

て 
 

２ 中核市指定に向けた取り組みと本市の発展策について 

･･･（総務部、中核市推進監、企画推進部）

(１) 中核市指定に向けての取り組み状況について 
 (２) 地方中枢拠点都市構想について 
 (３) 地方中枢拠点都市圏と定住自立圏との関係について 
 (４) 本市の今後目指すべき都市像とその取り組みについて 
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平成 26 年９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９月 11 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

15 議席番号 32 

両川洋々 

(結) 

 
１ 市政の透明化と議会の活性化について･･･（総務部、企画推進部）

(１) 情報公開のあり方について 
(２) 議会質問のあり方と答弁のあり方について 
 

16 議席番号 16 

金谷洋治 

(清和会) 

 
１ 魅力あるふるさとづくりについて 

･･･（企画推進部、新市域振興監、福祉保健部、経済観光部、

農林水産部、都市整備部）

(１) 新市域振興ビジョンについて 
(２) 人口減少対策について 

 
２ 防災対策について ･･･（防災調整監、農林水産部、都市整備部） 

(１) きめ細かな防災対策について 
(２) 土砂災害の対策について 
(３) 森林保全について 

 

17 議席番号 21 

児島 良 

(結) 

 
１ 可燃物処理施設について ･･･（環境下水道部） 

(１) 用地取得の目途について 
(２) 地域振興負担金の考え方について 
 

２ 子ども・子育て支援新制度について 

･･･（健康・子育て推進局、教育委員会）

(１) 新制度の目的及び概要について 

 (２) 事業所の対応について 

 (３) 今後の課題について 
 

18 議席番号５ 

太田 緣 

(無所属) 

 
１ 歴史遺産を尊重した安心・快適なまちづくりについて 

･･･（総務部、防災調整監、都市整備部、教育委員会）

(１) 歴史的な裏付けのある災害に強いまちづくりについて 
(２) 地域の特性に適した安全対策について 
(３) 地方への権限移譲への対応について 

 
２ 産業の育成と子育て環境について 

･･･（人権政策監、福祉保健部、健康・子育て推進局、経済観光部、

教育委員会）

(１) 地域資源を生かした産業の育成について 
(２) 子育てしやすい労働環境について 

 
３ 市民の意見を市政に反映させる仕組みづくりについて 

 ･･･（総務部、企画推進部）

(１) 市民の意見を集約する方法について 
(２) 市民の意見を市政に反映する方法について 
(３) 市民への情報公開について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

19 議席番号 20 

中村晴通 

(結) 

 
１ 鳥取市新市域振興ビジョンについて 

 ･･･（企画推進部、新市域振興監）

(１) 地域振興プランとの関係について 
 
２ 地域審議会と地域振興会議について 

･･･（企画推進部、新市域振興監、経済観光部）

(１) 審議会の果たした役割と成果について 
(２) 振興会議の目的と目標について 
(３) 委員の選任について 
(４) 「新市域振興推進本部」について 
(５) 旧市との比較について 

 
３ 競輪場外車券売り場開設について 

･･･（健康・子育て推進局、経済観光部、市立病院）

(１) ボートピアの実績について 
(２) ギャンブルが市民へ与える影響について 

 

20 議席番号 35 

入江順子 

(新) 

 
１ 市長の市民の声についての考え方について ･･･（企画推進部）

(１) 子供、障がい者、高齢者、病弱者の届きにくい声に対しての対応に

ついて 
 

２ 男女共同参画社会の実現について ･･･（人権政策監） 
(１) 男女共同参画課から人権推進課の課内室となってからの事業展開に

ついて 
 (２) 本市のＤＶ（配偶者からの暴力）の取り組みについて 
 
３ 本市の子育て支援について･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局）

(１) 地域とともに推進する子育て支援事業と鳥取市社会福祉協議会との

連携について 
 (２) 福祉バスと子ども会活動支援について 
 

21 議席番号 28 

田博幸 

(清和会) 

 
１ 集中豪雨について ･･･（防災調整監、都市整備部） 

(１) 避難勧告の判断基準について 
(２) 予防避難について 
(３) 土砂災害警戒区域について 
(４) 開発許可について 
 

２ 人口減少について･･･（総務部、企画推進部、健康・子育て推進局）

(１) 将来人口推計について 
(２) 県外流出の若者について 

 (３) 子育て支援について 
 (４) 長期的・総合的取り組みについて 
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平成 26 年９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９月 18 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

22 議席番号８ 

木村和久 

(結) 

 
１ 公共施設と指定管理制度について ･･･（総務部、経済観光部） 

(１) 指定管理制度の成果について 
(２) 指定管理制度における公共施設について 
(３) 機能強化について 

 

23 議席番号 13 

伊藤幾子 

(共産党) 

 
１ 住宅小規模リフォーム助成制度について ･･･（都市整備部） 

(１) ３年間の取り組みに対する評価について 
(２) 来年度以降の取り組みについて 
 

２ 子ども・子育て支援新制度について ･･･（健康・子育て推進局）

(１) 平成 27 年４月実施に向けての準備作業について 

 (２) 新制度の内容の周知について 
 

24 議席番号 17 

下村佳弘 

(清和会) 

 
１ 市有財産の有効活用について ･･･（総務調整監、経済観光部） 

(１) ふれあいと創造の丘の活用について 
(２) 気多の岬展望広場の活用について 
 

２ 急激な米価下落への対応について ･･･（農林水産部） 
(１) 現状認識について 

 (２) 原因をどう分析するのか 

 (３) 対応策について 

 

25 議席番号 27 

上紙光春 

(清和会) 

 
１ 新市の一体感醸成について 

･･･（防災調整監、企画推進部、新市域振興監、経済観光部、教育委員会）

(１) 新市において市民の間に一体感が成熟することは見え難く、ソフト

な観点であっても新市発展のための重要な一要素である 
  ① 合併 10 年、このことがどのように進展してきていると感じておら

れるか 
 ② そして、今後においてさらなる進展のためにどのような施策的観点

をお持ちなのか 
   ・ 施設の活用や諸行事を通した人の交流について 
   ・ 各種会議や組織のあり方、持ち方について 
   ・ 生活環境を中心とする全市的一定の平等や均衡の観点について 
 

26 議席番号４ 

岡田信俊 

(無所属) 

 
１ 佐世保市女子高生殺人事件に関連して 

･･･（健康・子育て推進局、教育委員会）

(１) 命の教育について 
(２) 情報モラル教育について 
(３) 小中一貫校の制度化について 
(４) スポーツへの取り組みと強化について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

27 議席番号 10 

寺坂寛夫 

(新) 

 
１ 地域創生における中山間地域活性化への取り組みについて 

･･･（企画推進部、新市域振興監、農林水産部）

(１) 鳥取市新市域振興ビジョン策定に伴う取り組みの方針について 
(２) 地域振興会議設置によるビジョン実現への推進について 
(３) 地方創生政策の本市の取り組みへの戦略について 
(４) 耕作放棄地を含む土地利用のあり方について 
(５) 過疎地域「集落ネットワーク」モデル事業への取り組みについて 
 

２ 防火体制（消防施設）の強化について 

･･･（防災調整監、農林水産部、水道局）

(１) 防火水槽整備の現状と今後の予定について 

(２) 防火水槽の新たな整備方針について 

(３) 消火栓の設置基準と設置状況及び今後の計画について 

(４) 上水道・簡易水道の整備状況と今後の取り組みについて 

(５) 各関係部署との連携による安心・安全対策について 
 

28 議席番号 14 

桑田達也 

(公明党) 

 
１ 市庁舎整備について ･･･（総務部、庁舎整備局） 

(１) 認識について 
(２) 出前説明会について 
(３) 課題と対応について 
(４) 予算について 
 

２ 動物福祉について ･･･（中核市推進監、環境下水道部） 
(１) 県との連携について 
(２) 中核市としての対応について 
(３) 動物福祉都市宣言について 
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平成 26 年９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９月 19 日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

29 議席番号 36 

上杉栄一 

(新) 

 
１ 市庁舎整備に関連して ･･･（総務部、中核市推進監、庁舎整備局）

(１) 将来人口予想と庁舎規模について 
(２) 中核市の事務事業について 
(３) 位置条例について（現在地・市立病院跡地） 
(４) スケジュールについて 
 

30 議席番号２ 

石田憲太郎 

(公明党) 

 
１ 安全・安心のまちづくりについて  

･･･（都市整備部、環境下水道部）

(１) 局地的豪雨に対する浸水対策の現状について 
(２) スクリーンの目詰まり対策について 
(３) 都市下水路の整備基準の見直しについて 
(４) 鳥取西道路吉岡ＩＣ開通後の吉岡街道の渋滞予測と交通安全対策に

ついて 
(５) 歩道のバリアフリー化について 

 
２ 鳥取市の情報発信について ･･･（企画推進部） 

(１) ＳＮＳ活用の成果と課題について 
(２) 「すごい！鳥取市」の取り組みについて 
(３) 自治体スマートフォンアプリについて 

 

31 議席番号 30 

寺垣健二 

(結) 

 
１ 「すごい！鳥取市」について ･･･（企画推進部） 

(１) 事業の意義について 
(２) 市民の反応と反響について 
(３) 県外者、事業者の反応について 
(４) 今後の展開と方針について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


