
 
 

○平成 27 年６月 15 日（月）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  吉野 恭介  ８ 会派新生 

２  岡田 信俊  19 会派新生 

３  平野真理子  18 公明党 

４  太田  緣  ２ 無所属 

５  山田 延孝  22 会派新生 

６  前田 伸一  ６ 公明党 

 

○平成 27 年６月 18 日（木）  午前 10 時開議  

７  石田憲太郎  17 公明党 

８  星見 健蔵  ９ 会派新生 

９  寺坂 寛夫  20 会派新生 

10  西村紳一郎  12 会派新生 

11  上杉 栄一  32 会派新生 

12  長坂 則翁  24 市民フォーラム 

      

○平成 27 年６月 19 日（金）  午前 10 時開議  

13  角谷 敏男  25 共産党 

14  雲坂  衛  ７ 会派新生 

15  砂田 典男  21 会派新生 

16  勝田 鮮二  ４ 結 

17  桑田 達也  27 公明党 

18  岩永 安子  ３ 共産党 

      

○平成 27 年６月 22 日（月）  午前 10 時開議  

19  米村 京子  ５ 結 

20  椋田 昇一  13 無所属 

21  金谷 洋治  29 会派新生 

22  横山  明  11 会派新生 

23  伊藤 幾子  15 共産党 

24  魚﨑  勇  10 会派新生 

      

○平成 27 年６月 23 日（火）  午前 10 時開議 

25  秋山 智博  14 市民フォーラム 

26  下村 佳弘  30 会派新生 

27  足立 考史  １ 無所属 

平成 27 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
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平成 27 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 27 年６月 15 日（月） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号８ 

吉野恭介 

(会派新生) 

 

 
１ 地域包括ケアシステム（病院事業）について 

･･･（福祉保健部、市立病院）

(１) 住民・患者の意識改革について 
(２) 東部圏域のリーダー役として 
① 少子高齢化時代の患者シミュレーションについて 
② 病院間の機能分担・連携体制について 
③ 医師・看護師の確保について 

 ④ 病院再編の考えについて 
 
２ 高齢者が一人で安心して暮らせるまちづくりについて 

 ･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局、都市整備部）

(１) 情報技術導入の検証について 

(２) 薬局検査・薬剤師の出番について 

(３) 元気な高齢者が外出しやすいまちづくりについて 

 

２ 議席番号 19 

岡田信俊 

(会派新生) 

 

 
１ 中核市への移行について 

 ･･･（中核市推進監、企画推進部、健康・子育て推進局）

(１) 中核市移行の意義について 
(２) 事務事業調整について 
(３) 健康・子育ての拠点づくりについて 

 (４) 山陰東部圏域の発展について 
 (５) 市民への説明について 
 
２ 市民体育館のあり方について ･･･（教育委員会） 

(１) 市民体育館の再整備について 
 

３ 議席番号 18 

平野真理子 

(公明党) 

 
１ 女性が輝く社会の実現に向けた取り組みについて 

･･･（総務部、人権政策監、企画推進部、経済観光部）

(１) 女性の視点を生かした地方版総合戦略について 
(２) ワーク・ライフ・バランスの取り組みについて 
 

２ 鳥取県立美術館の整備構想について ･･･（企画推進部） 

(１) 県の検討状況と今後の取り組みについて 
(２) 現博物館の課題・問題とその対応について 
 

３ 少子化対策・子育て支援について 

･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局）

(１) 子供たちの健康について 
(２) 小児特別医療費助成の拡充の効果について 
(３) 子供を産み育てやすい環境の整備について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

４ 議席番号２ 

太田 緣 

(無所属) 

 
１ 歴史遺産を生かしたまちづくりについて 

･･･（総務部、経済観光部、都市整備部、教育委員会）

(１) 日本遺産制度について 
(２) 歴史遺産を生かしたまちづくり事業について 

 
２ 鳥取市のまちづくりと防災に強いまちづくりについて 

･･･（総務部、庁舎整備局、防災調整監、経済観光部、都市整備部）

(１) 庁舎整備における基礎調査について 
(２) 市庁舎整備と防災計画について 
(３) 庁舎整備とまちづくりについて 
(４) 防災に強いインフラ整備について 
(５) 市民合意について 

 
３ 中核市移行について 

･･･（中核市推進監、防災調整監、都市整備部、教育委員会）

(１) 市民の合意形成について 
(２) 権限移譲と義務について 
(３) 権限移譲と市の業務について 

 

５ 議席番号 22 

山田延孝 

(会派新生) 

 
１ 若者定住化に向けた宅地開発について 

･･･（企画推進部、経済観光部、都市整備部）

(１) 市長の考え方について 
(２) 職住近接の考え方について 
(３) 地域や地域の各種団体との連携について 
(４) 今後のまちづくりと市の取り組みについて 

 
２ 県立美術館の誘致について ･･･（企画推進部、教育委員会） 

(１) 市長の認識について 
(２) 誘致に向けた組織づくりについて 

 (３) 強力な誘致活動について 
 (４) 今後の取り組みについて 
  

６ 議席番号６ 

前田伸一 

(公明党) 

 
１ 介護施設のサービスの向上について ･･･（福祉保健部） 

(１) 鳥取市指定地域密着型サービスの質の向上について 
① 現状と課題について 
② サービス評価について 
③ 具体的取り組みについて 

 
２ 道路の安全対策について ･･･（都市整備部、環境下水道部） 

(１) 道路の陥没対策について 
 ① 下水道老朽管対策について 
 ② 路面下空洞調査について 
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平成 27 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 27 年６月 18 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

７ 議席番号 17 

石田憲太郎 

(公明党) 

 
１ 難聴者の支援について 

･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局、教育委員会）

(１) 新生児聴覚検査について 
(２) 人工内耳の助成制度について 
(３) 軽度・中度難聴児に対する支援策について 
(４) 学校における難聴児の支援について 
 

２ 市民農園について ･･･（農林水産部） 

(１) 市民農園の目的と期待する効果について 
(２) 現状と課題について 
(３) 課題解決に向けた取り組みと今後の整備方針について 
(４) ニーズ調査の実施について 

 

８ 議席番号９ 

星見健蔵 

(会派新生) 

 
１ 地産地消への取り組みについて ･･･（経済観光部、農林水産部）

(１) スーパーマーケット、量販店、コンビニにおける地産地消の推進に

ついて 
(２) 地産地消の店について 
(３) 米の消費拡大について 
 

２ 農地の果たす多面的機能について ･･･（農林水産部） 

(１) まちとむらの交流事業について 
 

３ 鳥獣害対策について ･･･（農林水産部） 

(１) 鳥取市の捕獲奨励金について 
 

９ 議席番号 20 

寺坂寛夫 

(会派新生) 

 
１ 高齢者・障がい者・要介護者への支援体制づくりについて 

･･･（企画推進部、福祉保健部、環境下水道部）

(１) 避難行動要支援者支援制度普及促進について 
(２) わが町支え愛活動支援について 
(３) 中山間地域・買い物支援について 
(４) ふれあい収集モデル事業について 
(５) 今後の支援体制推進への取り組みについて 
 

２ 自主防災会の育成と防災体制充実への取り組みについて 

 ･･･（防災調整監）

(１) 自主防災会の現状について 
(２) 地域コミュニティ育成支援について 
(３) 自主防災会への資機材整備への支援状況について 
(４) 地域防災力の向上への取り組みについて 
(５) 関係機関との連携による強化策について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

10 議席番号 12 

西村紳一郎 

(会派新生) 

 
１ 林業振興対策について ･･･（農林水産部） 

(１) 間伐材搬出促進事業について 
(２) 森林整備地域活動支援交付金について 
(３) 森林環境保全直接支援事業補助金について 
(４) 森林整備事業（路網整備・架線搬出）について 
(５) 本市産の優良木材の販売促進について 
(６) 高性能機械の導入補助金について 
(７) バイオマス燃料への助成措置について 

 
２ 再生可能エネルギーの地産地消対策について 

･･･（庁舎整備局、経済観光部）

(１) 再生可能エネルギーの地産地消構想について 
(２) 新庁舎の再生エネルギー利用計画について 

 (３) 再生可能エネルギーによる経済活性化策について 
 (４) 新電源開発、環境エネルギー関連産業のイメージについて 
 

11 議席番号 32 

上杉栄一 

(会派新生) 

 

 
１ 交通基盤整備に関連して ･･･（都市整備部） 

(１) 鉄道高速化調査結果について 
(２) 山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議について 
 

２ 国際交流について ･･･（企画推進部、教育委員会） 

(１) 清州市の職員相互派遣の中止について 
(２) 民間交流の中止について 
(３) 中学生交流事業について 
 

３ ガイナーレ鳥取について ･･･（企画推進部、教育委員会） 
(１) Ｊ２ライセンス申請断念にいたる経過について 
(２) 今後のガイナーレ鳥取に対する支援の考えについて 
 

12 議席番号 23 

長坂則翁 

(市民フォーラム) 

 

 
１ 廃棄物関連について ･･･（環境下水道部） 

(１) 佐治町古市地内における特定廃家電の処理をめぐるその後の調査結

果について 
(２) 今後の廃棄物不法投棄防止に向けた具体的取り組みについて 
(３) 鳥取市不法投棄対策連絡協議会（仮称）設置の考え方について 
 

２ 教育委員会行政について ･･･（企画推進部、教育委員会） 

(１) ガイナーレ鳥取について 
(２) 障がい者スポーツの振興について 
(３) スポーツ振興へ向けた「チャレンジデー」の取り組みについて 
(４) 道路交通法の一部改正に伴う自転車通学に対する取り組みについて

(５) ＰＴＡ事業運営費補助金について 
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平成 27 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 27 年６月 19 日（金）  

順序 発 言 者 通   告   内   容 

13 議席番号 25 

角谷敏男 

(共産党) 

 

 
１ 中核市移行について ･･･（総務部、庁舎整備局、中核市推進監、

企画推進部、健康・子育て推進局）

(１) １市８町村合併と特例市について 
(２) 新たな広域自治体・連携協約と地方創生について 
(３) 市保健所設置と市庁舎整備について 

  

14 議席番号７ 

雲坂 衛 

(会派新生) 

 

 

 

 

 

 

  

 
１ 起業家・ベンチャーについて ･･･（企画推進部、経済観光部） 
(１) ベンチャーを取り巻く環境の変化・国の施策について 

（情報産業や成長産業） 

(２) 地方の起業家獲得について（起業家ＵＪＩターン補助事業） 

(３) クラウドファンディングを活用した本市独自支援策について 

(４) 起業家同士のネットワークのためのインキュベーション施設につ 

いて 

(５) 産業競争力強化法に基づく市町村の創業支援事業計画の進捗につ 

いて 

 
２ 子育て支援について 

･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局、市立病院）

 (１) 子ども・子育て支援新制度導入後の状況について 
(２) 病児病後児保育について 
 

３ 中小企業支援策について ･･･（企画推進部、経済観光部） 
(１) 保証料助成制度の導入の検討について 

(２) 住宅小規模リフォーム助成事業や住宅用自然エネルギー導入促進

事業による市内施工業者の支援について 

(３) 食品加工業への支援や新技術研究開発等支援について 

(４) 2016 年の電力小売り自由化を見据えた新電力産業の創造の取り組 

みについて 

(５) 地方創生地域経済循環創造交付金について 

 

15 議席番号 21 

砂田典男 

(会派新生) 

 

 
１ 子ども子育て支援について 

    ･･･（総務部、福祉保健部、健康・子育て推進局、

経済観光部、教育委員会）

(１) 若い世代の経済的安定について 
(２) 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援について 
(３) 子育て世代包括支援センターの整備について 

 (４) 子供・子育て支援の充実について 
 (５) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現について 
 
２ 新幹線・リニアモーターカー、山陰推進会議について 

 ･･･（都市整備部）

(１) 現在までの経過について 
(２) 今後の展望について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

16 議席番号４ 

勝田鮮二 

(結) 

 
１ 新庁舎、建設費について ･･･（総務部、庁舎整備局） 
(１) 1.5 倍の要因について 

(２) 合併特例債について 

(３) 公共施設積立基金について 

(４) 市民への説明について 

 
２ 公共施設経営について ･･･（総務調整監、農林水産部） 

(１) 公共施設経営（第３弾）について 
(２) 施設及び土地の現況について 
(３) 空き施設・空き地の今後の方向性について 
(４) バイオマス研究所（鹿野町）について 
 

３ 工業団地の進捗状況について ･･･（経済観光部） 
(１) 山の手・布袋（河原町）工業団地について 
(２) 誘致企業の雇用状態について 
(３) 各大学・高校との取り組みについて 

 

17 議席番号 27 

桑田達也 

(公明党) 

 
１ 鳥取市総合戦略について ･･･（企画推進部） 

(１) 戦略方針の取り組みについて 
(２) 女性が輝けるまちの推進について 
(３) 「地域経済分析システムＲＥＳＡＳ」を使った分析と見える化につ

いて 
(４) 公共クラウド「全国移住ナビ」構築の進捗状況について 
(５) 「移住・交流情報ガーデン」の活用について 

 
２ 中核市の推進と庁舎建設について 

     ･･･（庁舎整備局、中核市推進監、健康・子育て推進局）

(１) 中核市移行の経緯と市民の声について 
(２) 保健所施設に関する県との協議について 
(３) 保健所を駅南庁舎に選定した経緯と効果について 
(４) 今後の駅南庁舎周辺の役割について 

 

18 議席番号３ 

岩永安子 

(共産党) 

 
１ 「平和安全法制」の内容と市政について 

 ･･･（総務部、防災調整監）

(１) 憲法９条との関係について 
(２) 市民に及ぼす影響について 
(３) 海上自衛隊分遣隊誘致について 

 
２ 中山間地のまちづくりについて ･･･（企画推進部、農林水産部）

(１) 産地交付金について 
(２) 「鳥取市農業振興プラン」について 
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平成 27 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 27 年６月 22 日（月）  

順序 発 言 者 通   告   内   容 

19 議席番号５ 

米村京子 

(結) 

 
１ 中核市移行について 

    ･･･（庁舎整備局、中核市推進監、健康・子育て推進局）

(１) 県との事務事業調整の進捗状況について 
(２) 保健所設置について 

① 保健所の役割（業務内容）について 
② 保健所の設置する計画について 
③ 東部４町との協議について 

(３) 市報５月号について 
 
２ 鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金について 

                   ･･･（都市整備部）

(１) 民間の建物のバリアフリーの状況について 
(２) 補助金利用状況について 
(３) 今後の対応について 
 

20 議席番号 13 

椋田昇一 

(無所属) 

 

 
１ これでいいのですか、鳥取市の政策力と情報提供について 

･･･（総務部、庁舎整備局、中核市推進監、総務調整監、企画推進部、

健康・子育て推進局、経済観光部、都市整備部）

(１) 透明性の高い開かれた市政の運営とはなにか 
(２) 政策形成過程における市民への積極的な情報提供とはどういうこと

か 
 (３) イベントの中止、中核市への移行、保健所の設置、市庁舎の建設、

この政策展開に見る責任の所在と信頼性について 
 

21 議席番号 29 

金谷洋治 

(会派新生) 

 

 
１ 庁舎建設、中核市移行について 

･･･（庁舎整備局、中核市推進監、地域振興監）

(１) 庁舎建設、中核市移行について 
(２) 市民の理解について 

 
２ 人口減少に歯どめを ･･･（企画推進部、経済観光部） 

(１) 企業誘致、雇用状況について 
(２) 移住定住、ＵＪＩターンについて 
(３) 伝統産業と後継者育成について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

22 議席番号 11 

横山 明 

(会派新生) 

 
１ 鳥取市公共施設の経営基本方針について ･･･（総務調整監） 

(１) データの一元管理について 

   保有する資産の一元的なデータ集約に努め、総合的かつ戦略的に 

取り組む仕組みを構築する。統一的な基準による地方公会計制度 

の整備と合わせたデータ管理を進める。と記載してあるが、 

① 上記をわかりやすく、説明をお願いしたい 

② 資産台帳は作成してあるのか 

  ③ 台帳の資産取得日はいつの時点で決定するのか又取得価格は何を 

基準にしているのか 

  ④ 決算日、３月 31 日現在の評価額はどのように決めるのか 

  ⑤ 企業会計でいう、財務状態をあらわす貸借対照表のようなものが 

あるのかどうか、あれば見せてほしい 

 

23 議席番号 15 

伊藤幾子 

(共産党) 

 

 
１ 放課後児童クラブについて ･･･（教育委員会） 

(１) 子ども・子育て支援事業計画について 
 

２ 保育士の働く環境の改善について 

 ･･･（総務部、健康・子育て推進局）

(１) 公立保育所における保育士の正職率について 
(２) 保育士の確保について 
 

３ 市庁舎整備について ･･･（庁舎整備局） 
(１) 昨年 12 月以降からの市庁舎整備の取り組みについて 

 

24 議席番号 10 

魚﨑 勇 

(会派新生) 

 
１ 鳥取市の観光について ･･･（経済観光部） 
(１) 鳥取市観光の現況について 

① 平成 27 年の状況について 

② 鳥取砂丘観光の状況について 

③ 鳥取市の観光資源の掘り起こしについて 

 
２ 鳥取市の農業振興について ･･･（農林水産部） 

(１) 水稲の減反政策について 
① 現状と課題について 
② 今後の取り組みについて 
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平成 27 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 27 年６月 23 日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

25 議席番号 14 

秋山智博 

(市民フォーラム) 

 

 
１ 生活困難者自立支援制度について 

 ･･･（人権政策監、福祉保健部、教育委員会）

(１) 必須事業について 

(２) 任意事業について 

(３) 今後の事業推進について 

 
２ 県立美術館の誘致について ･･･（企画推進部、教育委員会） 
(１) 平成８年当時の鳥取市決定の経緯について 

(２) 平成 11 年当時の凍結の経緯について 

(３) 今後の進め方について 

 

26 議席番号 30 

下村佳弘 

(会派新生) 

 

 
１ 亀井公を生かしたまちづくりについて ･･･（経済観光部） 

(１) 観光への活用について 
(２) 産業振興について 

 
２ 校区編成について ･･･（教育委員会） 

(１) 校区編成の現状について 
(２) 文科省、県の考え方について 
(３) 市の方針について 
 

３ ６次産業化の推進について ･･･（農林水産部） 
(１) ６次産業化の現状について 
(２) 農商工連携について 
(３) 推進体制について 

 

27 議席番号１ 

足立考史 

(無所属) 

 
１ 中核市と定員適正化計画について ･･･（総務部、中核市推進監）

(１) 中核市移行の目的・メリット・デメリットについて 
(２) 中核市に伴う採用者数及び事務引き継ぎ・研修のスケジュールにつ

いて 
(３) 定員適正化計画最終年度について 
(４) 任期付短時間雇用・非正規職員について 

 
２ 過疎地有償運送について ･･･（都市整備部） 

(１) 運営形態の違いについて 
(２) 料金設定の基準について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


