
 
 

 

○平成 29 年６月 12 日（月）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  椋田 昇一  13 無所属 

２  岡田 信俊  19 会派新生 

３  太田     ２ 無所属 

４  前田 伸一  ６ 公明党 

５  桑田 達也  27 公明党 

６  勝田 鮮二  ４ 結 

７  伊藤 幾子  15 共産党 

 

○平成 29 年６月 13 日（火）  午前 10 時開議  

８  魚﨑  勇  10 会派新生 

９  足立 考史  １ 無所属 

10  寺坂 寛夫  20 会派新生 

11  雲坂  衛  ７ 会派新生 

12  星見 健蔵  ９ 会派新生 

13  西村紳一郎  12 会派新生 

      

○平成 29 年６月 16 日（金）  午前 10 時開議  

14  田村 繁已  28 公明党 

15  米村 京子  ５ 結 

16  岩永 安子  ３ 共産党 

17  横山  明  11 会派新生 

18  上杉 栄一  32 会派新生 

19  橋尾 泰博  16 結 

      

○平成 29 年６月 19 日（月）  午前 10 時開議  

20  秋山 智博  14 市民フォーラム 

21  石田憲太郎  17 公明党 

22  長坂 則翁  24 市民フォーラム 

23  平野真理子  18 公明党 

24  上田 孝春  26 結 

25  山田 延孝  22 会派新生 

      

○平成 29 年６月 20 日（火）  午前 10 時開議 

26  角谷 敏男  25 共産党 

27  吉野 恭介  ８ 会派新生 

平成 29 年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 



 

平成 29 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 29 年６月 12 日（月） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号 13 

椋田昇一 

(無所属) 

 

１ 困難な状況にある人への切れ目のない支援について 

 ･･･（人権政策監、福祉部、健康こども部、教育委員会）

(１) 不登校、ひきこもり、生活困窮といった社会的な困難は、いまや誰

にでも起こり得る状況になっています。こうした困難な状況にある

人を、社会から孤立させない、漏らさないための切れ目のない支援

が急務です。「無縁社会」が大きな社会テーマになる中、全国では多

分野が連携した全世代包括型の地域包括支援も始まっています。こ

の課題に対する市長と教育長の認識、本市における困難な状況にあ

る人の実態、施策の現状と課題、基本方針と今後の施策について質

問します。 
 

２ 北前船寄港地フォーラムについて ･･･（経済観光部） 

(１) 蝦夷地の海産物を運んだ「西廻り航路」と東アジアの海の道「昆布

ロード」。この繁栄には、それを底辺で支えた人々の存在がありまし

た。「友情、平和、交流の海へ」をテーマとする鳥取フォーラムが、

歴史的遺産となることを期待し、フォーラムの内容や企画について

質問します。 
 

２ 議席番号 19 

岡田信俊 

(会派新生) 

 

１ コミュニティー・スクールについて ･･･（教育委員会） 

(１) 特色のある学校づくりについて 
(２) 今後の取り組みについて 
 

２ 義務教育学校について ･･･（教育委員会） 

(１) 義務教育学校への移行の意義について 
(２) 義務教育学校の将来像について 
(３) 鹿野学園（校名案）独自の教科「表鷲科」について 
(４) 小学生のスポーツ及び中学生の部活動への取り組みについて 
 

３ 小学校の外国語教科化について ･･･（教育委員会） 

(１) 外国語教科化の先行実施について 
(２) 指導方法について 
(３) 授業時間確保について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

３ 議席番号２ 

太田   

(無所属) 

１ 市庁舎整備について ･･･（庁舎整備局、都市整備部） 

(１) これまでの調査結果と今後の調査について 
(２) 地盤について 
(３) 周辺地域の整備及び都市計画の変更について 
 

２ 潤いと活力あるまちづくりについて 

･･･（経済観光部、農林水産部、都市整備部、教育委員会）

(１) 地域資源を活かした特性のあるまちづくりについて 
(２) 地元産業を活かした賑わいのある美しいまちづくりについて 
(３) 城下町と城跡を活かしたまちづくりについて 
(４) 城下町の景観とまちづくりについて 
(５) 鳥取市景観計画及び鳥取市景観条例について 
(６) 市民主体のまちづくりの考え方について 
 

４ 議席番号６ 

前田伸一 

(公明党) 

１ シティプロモーションについて 

･･･（総務部、企画推進部、経済観光部） 
(１) 「SQ のあるまち」について 
① シティプロモーションの資源について 
 ・「砂像のまち鳥取」の取り組みについて 
② 推進戦略について 
 ・人財について 

 ・企業との連携について 

 
２ 災害時の地域包括ケアシステムについて 

     ･･･（防災調整監、企画推進部、福祉部、都市整備部）

(１) 自主防災組織について 
① 市営住宅入居者の高齢化について 

(２) 要支援者の支援について 
① 災害時の避難誘導について 

(３) 地区防災計画について 
(４) 地域福祉計画について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

５ 議席番号 27 

桑田達也 

(公明党) 

１ 災害対策について ･･･（防災調整監、企画推進部、都市整備部）

(１) 減災の取り組みと課題について 
(２) 路面下空洞調査について 
(３) 減災プロジェクトについて 
(４) 危険空き家対策について 
(５) 社会貢献学と人材育成について 
 

２ 移住定住化策について ･･･（地域振興局、経済観光部） 
(１) 事業の評価について 
(２) 居住と就職状況について 
(３) 移住者のメリットについて 
 

３ 鳥取市子どもの未来応援計画について 

 ･･･（人権政策監、健康こども部）

(１) 現状の課題について 
(２) 計画の目的と効果について 
(３) 貧困対策推進コーディネーターについて 
(４) 関係団体との連携について 
(５) 市民の協力について 

 
６ 議席番号４ 

勝田鮮二 

(結) 

 

１ 防災無線のデジタル化について ･･･（防災調整監） 
(１) 現状について（Ｈ28青谷町エリア） 
(２) 戸別受信機及び防災ラジオの整備について 
(３) 障がい者・外国人への伝達手段の確保にいて 

 (４) 地域活動（コミュニティー）の支援策について 
 (５) 問題点・課題について 
  
２ 少子高齢化対策について 

 ･･･（企画推進部、地域振興局、福祉部、健康こども部、経済観光部）

(１) 人口推移の現状について 
(２) アンテナショップ（関西・関東）の取り組みについて 
① 移住・定住の促進について 

② 若年層・子育て世代の移住支援について 

(３) 若年層の県外流出の対応策について 
  ① 魅力ある業種について 
  ② 正規社員化について 
 ③ 各大学・高校へのＰＲ活動について 
 ④ 企業訪問・研修について 
(４) 買い物福祉サービス支援事業について 
(５) 無店舗地域の解消について（２地区の動向） 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

７ 議席番号 15 

伊藤幾子 

(共産党) 

１ 教育勅語について ･･･（教育委員会） 

(１) 安倍政権の使用容認発言について 
 

２ 国保の都道府県化について ･･･（福祉部） 

 (１) 進捗状況について 
(２) 鳥取県国保運営方針について 
(３) 県の財政負担について 

 
３ 水道料金改定について ･･･（水道局） 

 (１) 水道事業審議会の状況について 
(２) 経営努力について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4



 

平成 29 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 29 年６月 13 日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

８ 議席番号 10 

魚﨑 勇 

(会派新生) 

１ 鳥取市の健康増進施策について ･･･（健康こども部、市立病院）

(１) 健康増進実施状況について 
(２) 生活習慣病の対策状況について 
 

２ 高齢者の健康維持について ･･･（福祉部） 
(１) 高齢者の健康施策の現状について 
(２) 高齢者の活動支援について 
(３) 高齢者生活支援に伴う民生委員の活動について 
 

３ 鳥取市のユニバーサルデザインについて ･･･（都市整備部） 
(１) 公共施設のユニバーサルデザイン現状について 
(２) ユニバーサルデザイン課題と対策について 

 
９ 議席番号１ 

足立考史 

(無所属) 

１ 小学校・中学校現場を取り巻く状況について ･･･（教育委員会）

(１) 教科化される道徳の実施に向けての取り組み状況について 
(２) 記述評価について 
(３) 特別支援教育支援員配置について 
(４) 小・中学校の学び直しの機会について 
(５) 学童保育の現状について 

 
10 議席番号 20 

寺坂寛夫 

(会派新生) 

１ 中学校部活動の運営について ･･･（教育委員会） 
(１) 各中学校の部活動の取り組み状況について 
(２) 部活動の活動時間の状況について 
(３) 部活動の外部人材の活用状況について 
(４) 担当教諭の競技経験と指導力について 
(５) 教諭の部活動に係る勤務状況について 
(６) 部活動として開設していないスポーツへの対応について 
(７) 部活動外部指導者の制度化について 
(８) 今後の部活動運営の推進について 
(９) 中学校体育連盟の活動に関連して 
 

２ ふるさと納税制度について ･･･（総務部、総務調整局） 
(１) 寄付の現状とその活用について 
(２) ふるさとプレゼントについて 
(３) 寄付金の使い道について 
(４) 今後の取り組み方針について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

11 議席番号７ 

雲坂 衛 

(会派新生) 

 

 

 

 

 

 

  

１ 労働力需給について 

 ･･･（企画推進部、健康こども部、経済観光部、教育委員会）

(１) 労働力需給の推移と現状について 
(２) 地元企業の対策について 
(３) 企業誘致・企業立地の取り組みと成果について 
(４) 労働力確保の対応策について 

 
２ 大規模養鶏場の臭気対策について 

･･･（農林水産部、環境下水道部）

 (１) 賀露地区の臭気対策について 
 

12 議席番号９ 

星見健蔵 

(会派新生) 

１ 人口減少問題への対策について ･･･（企画推進部） 
(１) 県内就職への対応策について 

(２) 若い女性の移住・定住をどう進めて行くのか 

 
２ 果樹振興策について ･･･（農林水産部） 

(１) 果樹産地維持するための対応策について 

(２) 労働力軽減について 

(３) 枝の処分について 
 
３ 鳥獣害対策について ･･･（農林水産部） 

(１) 捕獲対象動物指定について 

 

13 議席番号 12 

西村紳一郎 

(会派新生) 

１ 本市所有のマイクロバスの運用について ･･･（総務調整局） 
(１) マイクロバス運用指針について 
(２) マイクロバス使用規定について 
(３) 保険の加入状況、ドライバーの確保の現状について 
(４) マイクロバスの収支状況（総括）について 
(５) 道路運送法に基づくコンプライアンスの実践について 

 
２ ジビエ（野生の鳥獣肉）の利用拡大について ･･･（農林水産部）

(１) 東部地区ジビエ推進協議会について 
(２) ジビエの振興策への取り組みについて 

 (３) 公営の解体処理施設の施設整備について 
 (４) ジビエの普及推進について 
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平成 29 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 29 年６月 16 日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

14 議席番号 28 

田村繁已 

(公明党) 

 

１ 鳥取砂丘観光の充実に向けた新たな展開について 

    ･･･（経済観光部）

(１) ビジターセンターの取り組みについて 
① 東側ビジターセンターの取り組みについて 
② 西側ビジターセンターの取り組みについて 
③ ビジターセンターを活かした観光客増加策について 

 
２ 「星空のまち」鳥取市を目指して 

 ･･･（経済観光部、環境下水道部、教育委員会）

(１) 「星空のまち」としての取り組みについて 
① 「星取県」構想について 
② 光害防止条例について 

 (２) 佐治アストロパークを活かしたまちづくりについて 
  ① 現状と課題について 
  ② 観光地としての位置づけについて 
  ③ 周辺整備について 
 

15 議席番号５ 

米村京子 

(結) 

１ ふるさと納税について ･･･（総務調整局、経済観光部） 
(１) ふるさと納税システムについて 
(２) ふるさと納税と「とっとり市」について 
(３) 本来のふるさと納税の考え方について 

 
２ 防災マップから見た指定緊急避難所・指定避難所について  

･･･（防災調整監、地域振興局）

(１) 公民館館内のバリアフリーについて 
(２) 地域施設の災害時の対応について 
(３) 指定緊急避難所の備蓄食料について 
(４) 防災マップによる市民意識について 

 
16 議席番号３ 

岩永安子 

(共産党) 

 

１ 就学援助制度について ･･･（教育委員会） 
(１) 対象者基準について 
(２) 支給基準・内容について 
 

２ 高齢者の住みやすいまちづくりのために ･･･（福祉部） 
(１) 第６期介護保険事業計画の中間到達と課題について 
① 特別養護老人ホーム建設「０」について 
② 住民の相談窓口について 
③ 介護予防の取り組みについて 

 (２) 第７期介護保険事業計画（案）について 
① 「地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律」との関係について  
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

17 議席番号 11 

横山 明 

(会派新生) 

１ 水道事業について ･･･（水道局） 
(１) 水道事業の経営状況について 
(２) 簡易水道事業の上水道事業への統合について 

 
18 議席番号 32 

上杉栄一 

(会派新生) 

１ 芸術・文化の振興に関連して 

･･･（企画推進部、都市整備部、教育委員会）

(１) 県立美術館について 
(２) 市民美術展について 
(３) 市民ギャラリーについて 
(４) 市立美術館構想について 
(５) 現本庁舎跡地活用について 

 
19 議席番号 16 

橋尾泰博 

(結) 

 

１ 中心市街地のまちづくりについて 

･･･（企画推進部、地域振興局、都市整備部、教育委員会）

(１) 現本庁舎並びに上魚町第２庁舎の利活用について 
(２) 福祉文化会館の将来計画について 
(３) 市民会館の将来計画について 
(４) 交通対策について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8



 

平成 29 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 29 年６月 19 日（月） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

20 議席番号 14 

秋山智博 

(市民フォーラム) 

 

１ 気高町奥沢見川の水量の減少について 

 ･･･（農林水産部、都市整備部）

(１) 現状について 
(２) 解決策について 
(３) 鳥取自動車道整備に伴う用瀬町地域での渇水対策について 

 (４) 市としての今後の取り組み 
 
２ 働き方改革・休み方改革について ･･･（総務部、教育委員会） 

(１) 市職員の時間外労働の実態について 
(２) 市職員の繁忙期の労働の実態について 
(３) 市職員の災害時の労働実態について 
(４) 市職員の有給休暇、育休の取得について 
(５) 小・中学校の教職員の時間外労働の実態について 
(６) 小・中学校の教職員の有給休暇の取得について 
(７) 小・中学校の教職員の安全衛生委員会の設置と取り組み状況につい

  て 
 

21 議席番号 17 

石田憲太郎 

(公明党) 

 

１ 視覚障がい者にやさしいまちづくりについて 

 ･･･（福祉部、都市整備部、教育委員会）

(１) バリアフリー点検について 
(２) 同行援護について 
(３) 身体障がい者補助犬について 

 (４) 情報保障について 
 
２ 市営住宅のあり方について ･･･（都市整備部） 

(１) 鳥取市営住宅長寿命化計画について 
(２) 高齢者への対応について 
① エレベーターの設置について 
② 民間活用について 

(３) 子育て世帯に対する特例について 
 

22 議席番号 24 

長坂則翁 

(市民フォーラム) 

 

１ スポーツ振興へ向けて ･･･（教育委員会） 

(１) 2020 年東京オリンピック、パラリンピック開催に伴うキャンプ地誘

致について 
(２) 各小学校、中学校の校庭（グラウンド）整備について 
(３) 各小学校の校庭（グラウンド）の夜間照明設備について 
(４) 中学校における部活動に伴う、各種大会参加の顧問（監督＝教員）

の勤務について 
(５) 各地区体育館の利用状況について 
(６) 市体育協会の地域スポーツ振興事業（支部費）について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

23 議席番号 18 

平野真理子 

(公明党) 

１ 障がいのある方への支援について ･･･（福祉部） 

(１) 障がい者施策の推進について 

① 鳥取市障がい者計画について 
② 内部障がいについて 

・ヘルプカード及びヘルプマーク導入について 
 

２ 少子化対策について ･･･（企画推進部、健康こども部） 

(１) 出生率向上について 

  ① 出会いの場の創出について 
(２) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について 

  ① 子育て世代包括支援センターについて 
   ・産後うつの予防ついて 
 

24 議席番号 26 

上田孝春 

(結) 

１ 農業、農村地域に関連して 

･･･（農林水産部、地域振興局、都市整備部）

(１) 農業と農村地域の現状認識について 
(２) 後継者、担い手支援について 
(３) 集団化、共同化の組織づくりについて 
(４) ブランド化推進について 
(５) 農村地域の空き家対策について 
(６) 今後の農業、農村地域に対する考え方について 

 
25 議席番号 22 

山田延孝 

(会派新生) 

 

１ 鳥取南インター布袋工業団地に関連して 

    ･･･（地域振興局、経済観光部、都市整備部、農業委員会）

(１) 今後の企業立地の見通しについて 
(２) 周辺農地の転用とその許可基準について 
(３) 周辺地域の開発について 
(４) 周辺地域の安全対策について 

 
２ 現鳥取市本庁舎の跡地活用について 

    ･･･（庁舎整備局、企画推進部、都市整備部、教育委員会）

(１) 現段階での考え方について 
(２) 市民の声に対する考え方について 
(３) 今後の対応と活用について 

 
３ 小・中学校の図書について ･･･（教育委員会） 

(１) 現在の各小・中学校の蔵書の状況について 
(２) 各小・中学校の図書の現状について 
(３) 年間図書購入費と配分の考え方について 
(４) 学校図書の重要性について 
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平成 29 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 29 年６月 20 日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

26 議席番号 25 

角谷敏男 

(共産党) 

１ 保育所入所について ･･･（健康こども部） 
(１) 入所希望への基本的な対応について 
(２) 入所基準指数及び調整指数について 

 
２ 障がい者の人権と雇用について  

･･･（総務部、人権政策監、経済観光部）

(１) 人権の現状と課題について 
(２) 市役所職員への採用について 
(３) 民間企業への雇用促進について 

 
３ 住宅小規模リフォーム助成事業について 

･･･（経済観光部、都市整備部）

(１)  経済効果について 
(２)  住宅リフォームの需要について 
(３)  経済政策の位置づけと所管について 

 
27 議席番号８ 

吉野恭介 

(会派新生) 

 

１ 地域課題の吸い上げと政策展開について 

･･･（総務部、企画推進部、都市整備部）

(１) 地域課題の実態把握について 
(２) 地区公民館を地域課題の吸い上げ拠点にする事について 
(３) 地区公民館の活用の基本方針について 
(４) マイナンバー制度の活用について 
(５) 第３期中心市街地の活性化の取り組みについて 
 

２ 本市北部地域の生活環境改善について 

 ･･･（都市整備部、環境下水道部）

(１) 狐川の水質浄化の取り組みについて 
(２) 丸山交差点の渋滞対策について 
 

３ 小中学校教員の多忙感解消に向けた取り組みについて 

･･･（教育委員会）

(１) 実態調査について 
(２) 学校支援員の拡充やＩＣＴツールの活用について 
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