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令和元年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
 

○令和元年６月 17 日（月）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  岡田 信俊  22 新生 

２  太田  緣  23 無所属 

３  浅野 博文  ５ 公明党 

４  金田 靖典  ３ 共産党 

５  田村 繁已  26 公明党 

６  寺坂 寛夫  29 新生 

７  上杉 栄一  32 新生 

 

○令和元年６月 18 日（火）  午前 10 時開議  

８  秋山 智博  18 未来ネット 

９  足立 考史  １ 無所属 

10  前田 伸一  15 公明党 

11  朝野 和隆  ９ 新生 

12  平野真理子  25 公明党 

13  岩永 安子  14 共産党 

      

○令和元年６月 21 日（金）  午前 10 時開議  

14  星見 健蔵  12 新生 

15  加嶋 辰史  ２ 開政 

16  吉野 恭介  11 新生 

17  加藤 茂樹  ８ 新生 

18  魚﨑  勇  19 新生 

19  長坂 則翁  27 未来ネット 

      

○令和元年６月 24 日（月）  午前 10 時開議  

20  伊藤 幾子  24 共産党 

21  米村 京子  ７ 未来ネット 

22  荻野 正己  ４ 共産党 

23  石田憲太郎  16 公明党 

24  横山  明  20 新生 

25  勝田 鮮二  ６ 未来ネット 

      

○令和元年６月 25 日（火）  午前 10 時開議 

26  椋田 昇一  17 未来ネット 

27  雲坂  衛  10 新生 

28  西村紳一郎  21 新生 
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令和元年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：令和元年６月 17 日（月） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号 22 

岡田信俊 

(新生) 

 

１ 全国学力・学習状況調査について ･･･（教育委員会） 
(１) 調査の結果と分析について 
(２) 分析後の取り組みについて 
(３) 全国学力・学習状況調査以外の標準学力調査について 
 

２ 鳥取市とハノイ市との覚書の締結について ･･･（経済観光部）

(１) 目的と内容について 
(２) 今後の取り組みについて 

 

２ 議席番号 23 

太田 緣 

(無所属) 

 
１ 地域資源を活かしたまちづくり 

 ･･･（総務部、企画推進部、経済観光部、都市整備部、教育委員会）

(１) 日本遺産認定の経過と現状 

(２) 認定された日本遺産の活用発展計画 

(３) 歴史まちづくりの推進について 

(４) 昭和 60 年わかとり国体開催が鳥取市にもたらしたもの（成果と課題）

(５) 地域資源となるスポーツ施設の条件 

 

２ 社会環境の変化に対応した住みやすく潤いのあるまちづくり 

について 

･･･（総務部、危機管理部、経済観光部、都市整備部、教育委員会）

(１) 鳥取市国土強靱化計画と地域防災計画の現状と課題について 

(２) 公共交通の活用の状況と利便性向上計画について 
(３) 道路網整備進展に伴う市民生活の変化と課題について 

(４) 市街地の広がりと都市計画について 

 (５) 駅南整備と駅南北のつなげ方及び景観整備とまちづくりについて 

(６) 現本庁舎の建築的価値と尚徳町地区計画の意義について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

３ 議席番号５ 

浅野博文 

(公明党) 

１ 介護人材の確保について ･･･（福祉部） 

(１) 介護人材の不足について 
 ① 事業所への影響について 

 ② 資格取得について 

(２) 介護職員の処遇改善について 
① 特定処遇改善加算について 
② 書類作成の負担軽減について 

(３) 介護職の魅力発信について 
① 魅力発信の現状について 
② 今後の取り組みについて 

２ 交通安全対策について 

     ･･･（市民生活部、健康こども部、都市整備部、教育委員会）

(１) 歩行者の交通安全対策について 
 ① 交差点の安全対策について 

 (２) 通学路の安全確保について 
① 通学路の安全点検について 
② ゾーン 30 設置について 

③ 今後の具体的な対策について 

４ 議席番号３ 

金田靖典 

(共産党) 

 
１ 児童虐待問題と関係機関強化について ･･･（健康こども部） 

(１) 児童虐待について、関係機関の機能強化と連携機関の強化について

(２) 専門職の確保と研修について 
(３) 「中核市に児童相談所の設置を」という「法改正」について 

 
２ がん検診の充実について ･･･（健康こども部） 

(１) 肺、胃、大腸がんの受診率を上げるために、今年度特に取り組む点

について 

(２) 精密検査受診率が下がっているが、原因と対応について 
 

３ 山陰海岸ジオパークの自然保護・保全の取り組みについて 

･･･（経済観光部）

(１) 審査の再認定結果の公表を受けて、今後の取り組みについて 
(２) 周辺部で取り組むべき課題について 

 

５ 議席番号 26 

田村繁已 

(公明党) 

 
１ ごみ対策について ･･･（環境局） 

(１) 海洋ごみ対策について 
 ① 漂着物対策について 

 (２) 産業廃プラスチックの処理について 
① 処理状況について 
② 環境省からの受け入れ通達について 

(３) 一般廃棄物処理について 
 ① 指定袋制導入の成果について 
② 事業ごみの削減策について 

  ③ 一般廃棄物処理計画の見直しについて 

 

２ 幼児教育・保育の無償化に関連して ･･･（健康こども部、福祉部）

(１) 幼児教育の重要性について 

(２) 無償化に伴う影響について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

６ 議席番号 29 

寺坂寛夫 

(新生) 

 
１ 鳥取駅周辺の活性化について ･･･（企画推進部、都市整備部） 

(１) 駅周辺活性化への取り組み状況と今後の方針について 
 (２) 空き店舗対策について 
 (３) 風紋広場の利用について 
 (４) バードハットの利用について 
 (５) バスターミナルについて 
 (６) 周辺駐車場について 
 (７) 駅北横断歩道について 
 (８) 駅北側の鳥取大丸を含めた活性化施策について 
 
２ 地区要望について 

･･･（総務部、市民生活部、農林水産部、都市整備部、下水道部）

(１) 地区要望の取りまとめの現状と対応状況について 
 (２) 町内会への要望事項の指導について 
 (３) 水路河川の担当部局の連携について 
 (４) 新本庁舎移転に伴う河川部門の執行体制について 
 

７ 議席番号 32 

上杉栄一 

(新生) 

 

 
１ 観光振興に関連して「鳥取砂丘西側エリアの整備について」 

 ･･･（総務部、経済観光部、教育委員会）

(１) 鳥取砂丘西側エリアの整備構想の経緯について 
 (２) 鳥取砂丘西側ビジターセンターについて 
 (３) 鳥取砂丘未来会議（西側ワーキンググループ）について 

(４) 国立公園利用拠点滞在観光等上質化事業について 

(５) 「旧砂丘荘」、「旧青年の家」跡地の利活用について 

(６) サイクリングターミナル・柳茶屋キャンプ場について 
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令和元年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：令和元年６月 18 日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

８ 議席番号 18 

秋山智博 

(未来ネット) 

 
１ 市民の交通安全について 

 ･･･（庁舎整備局、市民生活部、健康こども部、都市整備部、教育委員会）

(１) 第 10 次鳥取市交通安全計画の進捗と管理について 
 (２) 保育の園外活動中の安全について 
 (３) 高齢ドライバーへの支援について 
 (４) 公共施設の出入口の安全について 
 (５) カーブミラーの維持・管理について 
 (６) 小・中学校の交通安全について 
 
２ 公共交通の維持・確保について ･･･（市民生活部、都市整備部）

(１) 本市の路線バスの現状と課題について 
 (２) 地域主体による生活交通の取り組みについて 
 (３) 市の支援制度について 
 (４) 鳥取市生活交通創生ビジョンについて 
 (５) 市民、利用者のニーズ把握について 

９ 議席番号１ 

足立考史 

(無所属) 

 
１ Ｎｅｔ119 緊急通報システムについて ･･･（危機管理部） 

(１) 運用開始に向けてのスケジュール 
 (２) システム構築における関係団体への説明について 
 
２ 安心・安全な学校給食の提供について ･･･（教育委員会） 

(１) 基本構想 10 カ年計画が終了するに当たっての総括、総評について 
 (２) 次期基本構想について 
 (３) 施設・設備の老朽化対策について 
 (４) 調理員の雇用について 
 
３ 保育を取り巻く制度・環境について ･･･（健康こども部） 

(１) 幼児教育・保育の無償化の広報について 
 (２) 無償化対象含めた制度内容について 
 (３) 新たな待機児童問題について 
 (４) 給食材料費の実費負担について 
 (５) 園児の移動経路の安全対策について 
 (６) 大型連休の受け入れについて 

10 議席番号 15 

前田伸一 

(公明党)  

 
１ 認知症施策について ･･･（福祉部） 

(１) 現状について 
(２) 本人の尊厳について 
(３) 医療・介護・地域の連携について 
(４) 本人と家族の負担軽減について 
 

２ 地方創生について ･･･（企画推進部、経済観光部、農林水産部） 

(１) 鳥取市創生総合戦略について 
(２) 自立した地域経済の構築について 
 ① 農業による地域経済の振興について 
  ・農業と観光の連携について 
  ・地域商社について 
  ・有害鳥獣対策と獣肉の利活用について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

11 議席番号９ 

朝野和隆 

(新生) 

 
１ 中核市・連携中枢都市圏について 

 ･･･（総務部、企画推進部、教育委員会）

(１) 中核市となり１年目の総括について 
(２) 連携中枢都市圏の取り組みについて 
(３) 連携中枢都市圏での学童保育について 

 
２ 買い物難民・買い物弱者について  

             ･･･（市民生活部、福祉部、都市整備部）

(１) 現状について 
(２) これからの方向性について 

 
３ 市役所移転に伴う「くる梨」の実証運行について  

･･･（都市整備部）

(１) 現状と課題について 
(２) 新しい運行ルートの特徴と今後について 

 
12 議席番号 25 

平野真理子 

(公明党) 

 
１ 地域防災力の向上について ･･･（危機管理部、福祉部） 

(１) 避難行動について 

① 避難勧告について 
 ② 聴覚障がい者支援について 

(２) 消防団について 

(３) 女性防災リーダー育成について 

 
２ 介護予防について ･･･（福祉部、健康こども部） 

(１) 介護予防・日常生活支援総合事業の拡充について 

(２) 介護予防のためのしゃんしゃん体操について 

① 普及推進について 
 ② フレイルチェックについて 

 

13 議席番号 14 

岩永安子 

(共産党) 

 
１ ごみ袋代金について ･･･（環境局） 

(１) ごみ袋代金の考え方について 
(２) ごみ袋代金の引き下げについて 
 

２ 熱中症対策について ･･･（福祉部、市立病院） 
(１) 生活保護利用者の対応について 
(２) 高齢者・障がい者・要介護者への対応について 
 

３ 加齢性難聴について ･･･（福祉部） 
(１) 難聴と認知症の関係について 
(２) 補聴器補助について 
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令和元年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：令和元年６月 21 日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

14 議席番号 12 

星見健蔵 

(新生) 
 

 
１ 食育について ･･･（健康こども部、農林水産部、教育委員会） 

(１) 欠食の実態について 

(２) 食育推進への今後の取り組みについて 

(３) 食事に対する時間が十分とられているのか 

(４) 栄養教諭について 

(５) 健康寿命を延ばすための取り組みについて 

 

２ 種子法廃止について ･･･（農林水産部） 

(１) 条例化に向けた取り組みについて 

(２) 国への要望について 

 

３ 新たな時代に向けた本市の農業振興策について 

 ･･･（農林水産部）

(１) 集落営農法人・組織・大規模農家の決算状況について 

(２) 新たな時代に向けた農業・農村の活性化策について 

 

15 議席番号２ 

加嶋辰史 

(開政) 

 
１ 鳥取市の課題について ･･･（企画推進部） 

(１) 鳥取市総合戦略～三本柱の「ひとづくり」について 
① 第 10 次鳥取市総合計画第３章、長期的な見通しと現況について 
② 第 10 次鳥取市総合計画第４章、人口動態のうち鳥取市全域の出生 

率について。また、新市域（旧８町村）のそれぞれの出生率について

 ③ 地域経済の活性化、交流人口の拡大に関する統計調査方法について

(２) 鳥取市総合戦略～三本柱の「まちづくり」について 
① 第 10 次鳥取市総合計画第５章、情報通信技術・ビッグデータの活 

用とあるが、交流人口の算出方法と目標値について 
② シティセールス戦略プラン（すごい！鳥取市）について 

 

２ ＪＲ鳥取駅から旧袋川までの市街地の振興について 

 ･･･（都市整備部）

(１) 国道 53 号線の歩行者、車両の回遊性について 
 ① 新庁舎整備後の歩車回遊状況の予測について 
 ② 風紋広場の最近の利用者数と昨年までの利用者累計について 

(２) 市街地の景観について 
① 補助金事業の財源としての少額クラウドファンディング導入について

 ② 美観維持管理の委託に関して、超短時間雇用という考え方について

 ③ ＰＰＰ方式／ＰＦＩ方式において、民間意見の常時受付、聴取の可

否について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

16 議席番号 11 

吉野恭介 

(新生) 

 

 
１ コミュニティスクール（ＣＳ）の充実について 

･･･（総務部、市民生活部、教育委員会）

(１) 現状認識について 
(２) ＣＳ制度の有効性について 
(３) 教職員のマンパワーについて 
(４) 地域コーディネーターへの支援について 
(５) 人事権の委譲について 
(６) 教員採用試験について 

 
２ 財政と目指す社会像について ･･･（総務部） 

(１) 費用対効果の見える化について 
(２) 社会保障、医療・保健、公共事業の社会経済効果について 
(３) 目指すべき社会像について 
 

17 議席番号８ 

加藤茂樹 

(新生) 

 

 
１ 小・中学校のエアコンの設置状況について ･･･（教育委員会）

(１) 現状について 

(２) 取り組み状況について 

(３) 今後について 

 

２ 市民交流棟の喫茶・食堂・売店の運営について ･･･（総務部）

(１) 現本庁舎の運営について 

(２) 新本庁舎の運営について 

(３) 今後の方針・対応について 

 

３ 学校教育以外のクラブ活動について ･･･（教育委員会） 

(１) 現状について 

(２) 今後について 

(３) それら活動の評価について 

 

18 議席番号 19 

魚﨑 勇 

(新生) 

 
１ 鳥取市の高齢者福祉について ･･･（福祉部、都市整備部） 

(１) 高齢者の生活実態の把握について 
 (２) 高齢者の外出支援について 
 
２ 子育て支援について ･･･（健康こども部、教育委員会） 

(１) 子育て支援策の現状と課題について 
 (２) 特色ある教育施策について 
 
３ 鳥取市の生活満足度について ･･･（企画推進部、市民生活部） 

(１) 鳥取市の生活満足度の現状把握について 
 (２) 満足度向上策について 
 

19 議席番号 27 

長坂則翁 

(未来ネット) 

 

 
１ 地区公民館運営に関連して ･･･（総務部、市民生活部、教育委員会）

(１) 地区まちづくり協議会に対する総括について 
 (２) 地区公民館モデル地区指定の根拠と今後の考え方について 
 (３) 地域組織のあり方検討の進捗と今後について 
 (４) 会計年度任用職員への移行に伴う課題について 
 (５) 地区公民館の運営形態について 
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令和元年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：令和元年６月 24 日（月） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

20 議席番号 24 

伊藤幾子 

(共産党) 

 

 
１ ジェット機の低空飛行等目撃情報について ･･･（危機管理部）

(１) 目撃情報の状況について 

(２) 全国知事会の提言について 

(３) 情報提供の呼びかけについて 

 

２ 幼児教育の無償化について ･･･（健康こども部） 

(１) 制度の内容について 

 

３ 会計年度任用職員制度について ･･･（総務部） 
(１) 制度の内容について 

 

21 議席番号７ 

米村京子 

(未来ネット) 

 

 
１ 中心市街地活性化について ･･･（福祉部、経済観光部、都市整備部）

(１) 中心市街地活性化の現状について 
① 空き店舗現状について 
② 中心市街地の通行量について 
③ 商業事業者の実態について 

(２) これからの中心市街地について 
 ① 福祉の視点を取り入れたまちづくりについて 
 ② 具体的な取り組みについて 

 
２ 久松山周辺の環境について 

･･･（農林水産部、都市整備部、教育委員会）

(１) 鳥取城の石垣について 
 (２) 太閤ヶ平展望台について 
 (３) 久松山周辺駐車場について 
 

22 議席番号４ 

荻野正己 

(共産党) 

 

 
１ 消費税 10％増税について ･･･（経済観光部、農林水産部） 

(１) 市民生活への影響について 
(２) 中小商工業者への影響について 
(３) 複数税率・軽減税率による実務負担増について 
(４) 免税業者を廃業に追い込むインボイス制度について 
(５) 農業者への影響について 
 

２ 防災について ･･･（危機管理部、福祉部） 
(１) 福祉避難所について 
(２) 防災ラジオについて 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

23 議席番号 16 

石田憲太郎 

(公明党) 

 

 
１ 鳥取西道路の開通に関連して ･･･（経済観光部、都市整備部） 

(１) 開通後の交通状況について 
 (２) 観光面の効果について 
 (３) 西道路開通観光キャンペーンについて 
 (４) インターチェンジ出口の観光地案内表示について 
 (５) ９号線の交通量減少による影響と対策について 
 (６) 道の駅「西いなば気楽里」のガソリンスタンド設置の見通しについて

(７) トンネル内の携帯電話不感について 
(８) ワイヤーポール式防護柵について 

 

24 議席番号 20 

横山 明 

(新生) 
 

 
１ 鳥取市国土強靱化地域計画について ･･･（都市整備部） 

(１) 国土強靱化とは 
 (２) 防災との違いについて 
 
２ 鳥取市地域防災計画と鳥取市国民保護計画の修正について 

･･･（危機管理部）

(１) 鳥取市地域防災計画の修正について 
 (２) 鳥取市国民保護計画の修正について 
 

25 議席番号６ 

勝田鮮二 

(未来ネット) 

 
１ 鳥取西道路に関連して ･･･（都市整備部） 

(１) 一般道について 
① 現状と今後の動向について 

 (２) 青谷ＩＣの安全対策について 
 (３) 浜村・鹿野温泉ＩＣについて（吉岡温泉ＩＣ含む） 

① 右折時の危険性について 
② 横断歩道について 

 (４) 鳥取西ＩＣ～国体道路交差点について 
 (５) 道の駅、西いなば気楽里について 

① ガソリンスタンドについて 
 (６) 防災ＦＭラジオについて 
 (７) 南北線について 
 
２ 河川敷スポーツ広場の災害復旧について ･･･（都市整備部） 

(１) 現状について 
 (２) 関係者・利用団体との話し合いについて 
 (３) 課題について 
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令和元年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
質問日：令和元年６月 25 日（火） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

26 議席番号 17 

椋田昇一 

(未来ネット) 

 

 
１ 全ての子供たちの教育保障と切れ目のない支援について 

･･･（福祉部、健康こども部、教育委員会）

(１) 不就学、不登校、長期欠席、非識字、ひきこもりの現状と課題、取

り組みについて 
 (２) 放課後児童クラブにおけるインクルーシブの推進について 
 

27 議席番号 10 

雲坂 衛 

(新生) 

 

 
１ 「地域経済循環」に注目した政策実施に関連して 

･･･（総務部、企画推進部、経済観光部、農林水産部）

(１) 「地域経済循環創造ガイドライン」と本市のこれまでの取り組みと

現状・課題について 
 (２) 地域経済循環構造の５つの視点（生産・分配・消費・投資・エネル

ギー収支）について 
 (３) 地域経済循環率について 
 (４) 産業連関表からうかがえる「お金のたまる構造」と補足視点について

 (５) 地域金融機関貸出し及び先端設備等導入計画の動向について 
 (６) 誘致企業からの地元受注件数の達成率（10％未満Ｄ判定）について

 (７) 一次産業の波及効果と今後の取り組みについて 
 (８) ＫＰＩのリーサス・統計活用率、仮説とアンケート補完でＰＤＣＡを

 (９) 統計室の必要性と人材育成について 
 (10) 大学・地域金融機関の役割とさらなる連携について 
 
２ 鳥取港・鳥取空港及びインフラ整備に関連して 

･･･（経済観光部、都市整備部）

(１) 羽田－鳥取便の搭乗率増加策について 
 (２) 外国人観光客の運転事故とその対策について 
 (３) 道路管理アプリの一部公開について 
 (４) 山陰新幹線の早期整備について 
 

28 議席番号 21 

西村紳一郎 

(新生)  

 
１ 麒麟獅子舞の日本遺産認定に関連して 

･･･（企画推進部、教育委員会）

(１) 神事を観光振興に生かす方策について 
 (２) 麒麟獅子舞の伝承、保存について 
 (３) 観光目的で捉えた定期上演の考え方について 
 (４) いつでも見ることができる拠点施設について 
 (５) 麒麟獅子舞保存会へ観光振興に対する意向調査について 
 (６) 認定エリアの１市６町の連携について 
 
２ 佐治川ダムのダム放流図上訓練に関連して 

･･･（危機管理部、都市整備部）

(１) 図上訓練の開催状況について 
 (２) 図上訓練の狙いについて 
 (３) 豪雨警戒レベルとダム放流図上訓練の関係について 
 (４) 地区防災計画の作成について 
 (５) 今後の図上訓練の考え方について 
 

 


