
 
 

 

 

○平成 28 年９月５日（月）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  勝田 鮮二  ４ 結 

２  上田 孝春  26 結 

３  長坂 則翁  24 市民フォーラム 

４  岡田 信俊  19 会派新生 

５  星見 健蔵  ９ 会派新生 

６  西村紳一郎  12 会派新生 

７  伊藤 幾子  15 共産党 

 

○平成 28 年９月６日（火）  午前 10 時開議  

８  吉野 恭介  ８ 会派新生 

９  岩永 安子  ３ 共産党 

10  横山  明  11 会派新生 

11  角谷 敏男  25 共産党 

12  魚﨑  勇  10 会派新生 

13  太田  緣  ２ 無所属 

      

○平成 28 年９月９日（金）  午前 10 時開議  

14  米村 京子  ５ 結 

15  寺坂 寛夫  20 会派新生 

16  椋田 昇一  13 無所属 

17  橋尾 泰博  16 結 

18  山田 延孝  22 会派新生 

19  前田 伸一  ６ 公明党 

      

○平成 28 年９月 13 日（火）  午前 10 時開議  

20  砂田 典男  21 会派新生 

21  石田憲太郎  17 公明党 

22  平野真理子  18 公明党 

23  桑田 達也  27 公明党 

24  金谷 洋治  29 会派新生 

25  下村 佳弘  30 会派新生 

      

○平成 28 年９月 14 日（水）  午前 10 時開議 

26  足立 考史  １ 無所属 

27  雲坂  衛  ７ 会派新生 

28  秋山 智博  14 市民フォーラム 
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平成 28 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 28 年９月５日（月）  

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号４ 

勝田鮮二 

(結) 

 
１ 地域防災力の向上について 

･･･（防災調整監、地域振興局、経済観光部、都市整備部、教育委員会）

(１) 公民館施設について 

(２) リーダー育成について 

(３) 学校での教育について 

(４) 給油所対策について 

(５) ＥＶ自動車の振興について 

   

２ 道の駅について ･･･（経済観光部、都市整備部）  
(１) かわはら、白兎について 

 ① 利用者数、売り上げについて 

 ② 指定管理者制度について 

 ③ 今後の課題について 

(２) （仮称）気高道の駅について 

 ① 情報活動について 

 ② 旅行業者とのタイアップについて 

 ③ 環境整備（農業、住宅）について 

 ④ 指定管理者制度について 

 

２ 議席番号 26 

上田孝春 

(結) 

 
１ 行財政改革に関連して ･･･（総務部、総務調整局、都市整備部）

(１) 遊休資産について 

 ① 未利用な土地、建物の現状と今後の考え方について 

 ② 千代水区画整理事業の保留地の現状と今後の見通しについて 

③ 土地開発公社の保有する未利用な土地の現状と今後の考え方につ 

いて 

 

３ 議席番号 24 

長坂則翁 

(市民フォーラム) 

 

 

 
１ 観光振興施策について 

 ･･･（経済観光部、農林水産部、都市整備部、教育委員会）

(１) 道の駅「神話の里白うさぎ」地方創生拠点化再整備基本構想(案)に

ついて 
(２) ＪＲ鳥取駅コンコース内観光案内所の現状と課題について 

 (３) 湖山池南岸整備の現状と今後について 
 (４) 大崎城整備の考え方について 

(５) トワイライトエクスプレス瑞風の運行に伴う取り組みについて 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

４ 議席番号 19 

岡田信俊 

(会派新生) 

 
１ 鳥取市民体育館のあり方について ･･･（教育委員会） 

(１) 市民体育館等あり方検討委員会における鳥取市民体育館再整備の方

(１) 針に関する提言書について 
(２) 提言書に対する市民の意見について 
(３) ＤＢＯ方式での再整備について 
 

２ 平成 28 年度鳥取市グローバル人材育成事業について 

 ･･･（教育委員会）

(１) シンガポールへの派遣について 
(２) 事業の目的、内容、成果について 
(３) 次年度以降の継続性について  

 

５ 議席番号９ 

星見健蔵 

(会派新生) 

 
１ 我が国の進める米政策について ･･･（農林水産部） 

(１) 米の直接支払交付金廃止について 
(２) 生産調整廃止について 

 (３) 農業従事者減少に歯止めを 
 
２ 水田農業確立に向けた取り組みについて ･･･（農林水産部） 

(１) 水田フル活用への取り組みについて 
(２) 価格の安定が所得の安定 
(３) 米の消費拡大に向けた今後の取り組みについて 

 

６ 議席番号 12 

西村紳一郎 

(会派新生) 

 
１ 防災無線のデジタル化への移行について  

･･･（防災調整監、地域振興局）

(１) Ｊアラートの概要について 
(２) 鳥取市の防災無線（自動起動装置）の整備状況について 
(３) デジタル化移行の必要性と整備スケジュールについて 
(４) デジタル化移行に伴う現在の防災無線の廃止について 
(５) 地域情報の広報ツールとしての防災無線の継続について 
 

７ 議席番号 15 

伊藤幾子 

(共産党) 

 

 
１ 子どもの貧困対策について 

 ･･･（福祉保健部、健康・子育て推進局、教育委員会）

(１) 子どもの貧困対策推進計画作成に向けての進捗状況について 
(２) 教育扶助について 

 (３) 就学援助について 
  
２ 国保について ･･･（福祉保健部）  

(１) 都道府県化について 
(２) 国保料引き下げについて 
 

３ 自衛官募集事務について ･･･（総務調整局、防災調整監） 
(１) 自衛官適齢者の個人情報取り扱いについて 
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平成 28 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 28 年９月６日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

８ 議席番号８ 

吉野恭介 

(会派新生) 

 
１ 狐川内水対策事業の検証について  

･･･（都市整備部、環境下水道部）

(１) 河川経路の構造上の認識について 
(２) 狐川水質浄化対策検討会でのテスト計画について 
(３) 秋里下水処理場からの排水の影響について 
(４) 千代川河口の影響について 
 

２ つながる環境づくりについて ･･･（総務調整局、防災調整監） 
(１) 災害時の特設公衆電話の拡大について 
(２) 情報環境のつながりについて 

 
３ 多国籍共生社会を迎える環境整備について 

 ･･･（健康・子育て推進局、経済観光部、教育委員会）

(１) 自動翻訳アプリの導入について 
(２) 日本語の話せない児童生徒へのサポートについて 

 (３) 労働弱者とつながる環境づくりについて 
 

９ 議席番号３ 

岩永安子 

(共産党) 

 
１ ごみ減量化について ･･･（環境下水道部） 

(１) 平成 27 年度のごみ排出量と、この間のごみ減量化の取り組みについ

て 

(２) 10 次総の減量目標の考え方と具体化について 

   

２ 高齢者の公共交通確保について ･･･（都市整備部）  
(１) バス路線廃止に伴う高齢者の交通手段の確保について 

 

３ 公共施設のトイレについて ･･･（総務調整局、教育委員会） 
(１) 高齢者が利用しやすい洋式トイレの増設について 

 

10 議席番号 11 

横山 明 

(会派新生) 

 
１ 教育環境の改善について ･･･（教育委員会） 

(１) 小中学校の校舎・屋内運動場の耐震化について 
(２) 小中学校の空調（冷暖）設備設置状況について 
(３) 小中学校のトイレの洋式化状況について 
 

２ 総合支所の整備について 

･･･（総務調整局、防災調整監、地域振興局）

(１) 耐震化の整備状況について 
(２) 防災拠点としての整備について 
(３) 市民サービス向上の整備について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

11 議席番号 25 

角谷敏男 

(共産党) 

 
１ 鳥取市の非核平和都市宣言について ･･･（総務部、教育委員会）

(１) 非核平和事業の取り組みについて 
(２) 被爆の実態と被爆体験の継承について 

  
２ 障がいある人への行政の対応について 

･･･（庁舎整備局、総務調整局、防災調整監、人権政策監、福祉保健部、

都市整備部、教育委員会）

(１) 最近の殺傷事件と人権について 
 ① 市長の見解と今後の対応について 
 ② 人の命の大切さを身につける教育について 
(２) 鳥取市内での事故防止と安全対策について 
 ① 社会モデルとバリアフリーについて 
 ② 災害時における対応について 

 

12 議席番号 10 

魚﨑 勇 

(会派新生) 

 
１ 鳥取市の産業振興について ･･･（経済観光部） 

(１) 業種別の現況について 

(２) 誘致企業の状況について 

(３) 中小企業の支援について 

   

２ 鳥取市役所の非正規職員の待遇について ･･･（総務部）  
(１) 非正規職員の現状について 

(２) 同一労働、同一賃金について 

(３) 今後の取り組みについて 

 

３ 歴史建造物の保存について ･･･（教育委員会） 
(１) 歴史建造物の現状について 

(２) 保存技術の継承について 

(３) 技能士の育成支援について 

 

13 議席番号２ 

太田 緣 

(無所属) 

 
１ 地域資源を活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) 登録文化財について 
(２) 文化的景観について 
(３) 鉄道遺産を活かしたまちづくりについて 
(４) 公共交通機関を活かしたまちづくりについて 
(５) 姉妹都市・交流都市・地域間交流について 
 

２ 災害に強いまちづくりについて 

･･･（防災調整監、経済観光部、農林水産部、都市整備部、教育委員会）

(１) 災害に強いまちづくりのための都市基盤整備について 
(２) 災害時相互応援協定について 
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平成 28 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 28 年９月９日（金）  

順序 発 言 者 通   告   内   容 

14 議席番号５ 

米村京子 

(結) 

 
１ 人材誘致・定住促進事業について 

･･･（地域振興局、経済観光部、農林水産部、都市整備部）

(１) 空き家・空店舗状況について 

(２) リノベーションスクール状況について 

(３) とっとりふるさと就農舎について 

(４) 移住者獲得婚活ツアーについて 

   

２ 中核市移行に伴う駅南庁舎利用について 

･･･（中核市推進局、健康・子育て推進局）

(１) 駅南庁舎利用配置について 

 (２) 子育て支援センターについて 

 

15 議席番号 20 

寺坂寛夫 

(会派新生) 

 

 

 
１ 市公設地方卸売市場の振興について ･･･（経済観光部） 

(１) 市公設地方卸売市場の取り扱い及び運営状況について 
 (２) 耐震調査について 

(３) 公共下水道整備について 
(４) 耐震設計・工事について 
(５) 公衆トイレ整備について 
(６) 市場活性化への取り組み状況について 
(７) 市場機能の維持・向上について 
(８) リニューアルによる新たな活性化への戦略について 
 

２ 下水道アクションプログラムについて ･･･（環境下水道部） 
(１) 後期アクションプログラムでの取り組み状況と検証結果について 

 (２) 公共下水道の普及率について 
(３) 公共下水道の接続率と向上対策について 
(４) 使用料徴収状況について 
(５) 下水道施設空間の活用について 
(６) 市下水道等事業運営審議会での意見について 
(７) 下水道事業の経営健全化について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

16 議席番号 13 

椋田昇一 

(無所属) 

 

 
１ 都市計画マスタープランと立地適正化計画について 

･･･（都市整備部）

(１) 市民への周知と理解について 
(２) 計画案の内容について 
(３) 全市域で持続的に生活利便性を確保することと、公共交通沿線に居

(３) 住を促進することには、矛盾はありませんか 
(４) 市街地とその他の地域では、政策上の差別はありませんか 
 

２ 不当な差別的言動を助長しまたは誘発する行為の解消に向け 

た取り組みについて ･･･（人権政策監、教育委員会） 
(１) 市長は６月定例会で「あってはならない行為であり、強い憤りを感

(３) じている」「一刻も早く解消していく、そのことがまず必要である」

「不当な差別的言動は許さないという思いをもって取り組みを進め

てまいりたい」と答弁されました。この力強い決意・頼もしい方針

と、その後の取り組みの実際に大きなギャップがあり、失望が広が

っています。これはどうしてなのか、お尋ねします。 
 

17 議席番号 16 

橋尾泰博 

(結) 

 
１ スポーツ行政について  

･･･（企画推進部、福祉保健部、教育委員会） 
(１) スポーツが持つ力について 
(２) 人間形成について 
(３) 生涯スポーツの取り組みについて 
(４) 砂のスポーツについて 
  

18 議席番号 22 

山田延孝 

(会派新生) 

 
１ 固定資産税の賦課徴収の現状と今後の課題について  

･･･（総務調整局） 
(１) 平成 28 年度の個人、法人の賦課件数と金額について 
(２) 過去５カ年間の賦課徴収実績と収納率の推移について 
(３) 過去５カ年間の滞納状況の推移について 
(４) 滞納や賦課困難理由について 
(５) 賦課困難物件の対応について 
(６) 賦課困難物件に対する法整備について 
(７) 賦課徴収に係る今後の方策について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

19 議席番号６ 

前田伸一 

(公明党) 

 
１ コミュニティースクールについて ･･･（教育委員会） 

(１) 地域創造学校（鳥取市版コミュニティースクール）について 
① 目的・意義・実態について 
② 評価について 
③ 今後の取り組みについて 

 
２ 浸水対策について 

 ･･･（防災調整監、都市整備部、環境下水道部、農業委員会）

 (１) 塩見川河川改修計画について 
① 福部町のまちづくりとの関係について 
② 改修事業の現状と来年度以降の事業予定について 
③ 内水排除について 
④ 行政と住民との情報共有について 

(２) 江川流域の浸水対策について 
① 江川改修事業の経緯について 
② 遊水地機能確保について 

(３) 市管理水路の浸水対策について 
① ８月 16 日豪雨の被害について 
② 被害防止対策について 
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平成 28 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 28 年９月 13 日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

20 議席番号 21 

砂田典男 

(会派新生) 

 
１ 地区公民館の活用の基本方針について  

･･･（地域振興局、教育委員会）

(１) 第 10 次総合計画について 
(２) 地区公民館のあり方についてなぜ見直す必要があるのかについて 
(３) 本来の業務について 
(４) 鳥取市自治基本条例制定に伴う地区公民館の役割について 
(５) 地区公民館の統廃合について 
(６) 人口規模に伴う予算・人員・施設の適正について 
(７) 地区公民館の活用策と今後のあり方について 
 

21 議席番号 17 

石田憲太郎 

(公明党) 

 

 
１ 協働のまちづくりについて 

･･･（地域振興局、都市整備部、環境下水道部） 
(１) 協働のまちづくりの考え方について 
(２) アダプトプログラムの取り組みについて 
① 成果と課題について 
② 活動に対する支援と体制について 
③ 今後の取り組みについて 

 
２ 18 歳選挙権と主権者教育について 

･･･（教育委員会、選挙管理委員会） 
(１) 参院選の投票結果について 
(２) 評価と課題について 
(３) 主権者教育の取り組みについて 
(４) 仮称「中学生議会」について 

 
３ 難聴児の学習支援について ･･･（教育委員会） 

(１) ＦＭ補聴器の貸与制度について 
(２) デジタルワイヤレス補聴システムの導入について 

 

22 議席番号 18 

平野真理子 

(公明党) 

 
１ 平和都市鳥取について ･･･（総務部） 

(１) 非核平和都市宣言について 
① 啓発活動について 
② 写真パネルの活用について 

  
２ 地産地消のまちづくりについて ･･･（経済観光部、農林水産部）

(１) 鳥取市地産地消行動指針（第５期）について 
(２) 鳥取市地酒で乾杯条例について 
 

３ フードバンクについて ･･･（人権政策監、福祉保健部）  
(１) 子ども食堂について 
(２) 地域包括ケアシステムについて 
 

４ 乳幼児の健康について ･･･（健康・子育て推進局）  
(１) Ｂ型肝炎ワクチン定期接種について 
(２) ロタウイルスワクチンについて 
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23 議席番号 27 

桑田達也 

(公明党) 

 
１ 人道的社会について 

 ･･･（防災調整監、人権政策監、地域振興局、教育委員会）

(１) 人道的競争社会について 
① 市民力の向上について 
② ボランティア活動について 
③ 被災地との交流事業について 

(２) 多様な生き方の尊重について 
① ＬＧＢＴについて 
② 第３次鳥取市男女共同参画かがやきプランについて 

  
２ 憩いある市民生活について  

･･･（地域振興局、経済観光部、教育委員会）

(１) 地域コミュニティーについて 
① 町内会の現状と課題について 
② 新たなコミュニティーの醸成について 

(２) 娯楽施設について 
① 映画館について 
② 水族館について 

 

24 議席番号 29 

金谷洋治 

(会派新生) 

 
１ 魅力あるふるさとづくり  

･･･（企画推進部、地域振興局、経済観光部、環境下水道部、教育委員会）

(１) 若者定住に向けた市の取り組みについて 
① 雇用状況と今後の見通しについて 
② スポーツ施設について 
③ 国際交流について 
④ 伝統芸能の保存継承と活用について 

(２) 可燃物処理施設について 
① 現状と今後について  

 

25 議席番号 30 

下村佳弘 

(会派新生) 

 
１ 米生産調整の廃止の影響について･･･（農林水産部、農業委員会）

(１) 生産調整廃止についての考え方は 
(２) 行政としての役割について 
(３) 所得補償の廃止について 
(４) 農地利用について 
 

２ 地域振興と公共施設について 

･･･（総務調整局、地域振興局、経済観光部、教育委員会）

(１) 総合支所、公共施設の防火体制について 
(２) 気高総合支所の再開について 
(３) 温泉館の改修について 
(４) 町民体育館の再開について 
(５) 観光センターの役割について 
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平成 28 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 28 年９月 14 日（水） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

26 議席番号１ 

足立考史 

(無所属) 

 
１ 本市における学校給食の基本構想について ･･･（教育委員会）

(１) 調理業務における民間委託の現状について 
(２) 調理員の人材確保について 
(３) 民間ノウハウについて 
(４) プロポーザル方式の今後の見通しについて 
(５) 給食センターの整備について 
 

２ 保育士確保について ･･･（総務部、健康・子育て推進局） 
(１) 待機児童の定義統一化について 
(２) 本年４月時点の本市の保育士配置について 
(３) 昨年度の中途入所が出来なかった要因について 
(４) 子育て支援員の採用の予定について 
(５) 今後の保育士確保について 

 

27 議席番号７ 

雲坂 衛 

(会派新生) 

 
１ 自信と誇りと希望に満ちた鳥取市について 

･･･（企画推進部、地域振興局、経済観光部、教育委員会）

(１) 麒麟獅子舞の日本遺産登録推進について 

(２) 若者の人口流出防止について 

(３) 地元企業の人材確保について 

(４) 起業・創業の促進について 

(５) ＵＪＩターンについて 

   

２ 福祉のまちづくりについて ･･･（福祉保健部）  
(１) 地域包括ケアについて 

  

28 議席番号 14 

秋山智博 

(市民フォーラム) 

 
１ 放課後児童クラブについて ･･･（教育委員会） 

(１) 現状について 
(２) 支援員について 
(３) 施設管理について 
(４) 設立・入所について 
 

２ 非核平和行政・教育の取り組みについて 

･･･（総務部、教育委員会）

(１) これまでの取り組み状況について 
(２) 取り組みの成果について 
(３) 今後の課題について 
(４) 現地研修について 
(５) 語り部からの学びについて 
(６) 命の教育のあり方について 
 
 
 
 

 
 

 


