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令和２年６月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 
 

○令和２年６月 10 日（水）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

１  寺坂 寛夫  29 新生 

２  岡田 信俊  20 新生 

３  長坂 則翁  27 未来ネット 

４  雲坂  衛  ７ 新生 

５  星見 健蔵  16 新生 

６  勝田 鮮二  14 未来ネット 

 

○令和２年６月 11 日（木）  午前 10 時開議  

７  荻野 正己  ３ 共産党 

８  横山  明  18 新生 

９  伊藤 幾子  22 共産党 

10  田村 繁已  24 公明党 

11  前田 伸一  12 公明党 

12  太田  緣  10 無所属 

13  魚﨑  勇  17 新生 

      

○令和２年６月 17 日（水）  午前 10 時開議  

14  石田憲太郎  13 公明党 

15  上杉 栄一  32 新生 

16  加嶋 辰史  １ 開政 

17  秋山 智博  26 未来ネット 

18  浅野 博文  ４ 公明党 

19  岩永 安子  11 共産党 

      

○令和２年６月 18 日（木）  午前 10 時開議  

20  平野真理子  23 公明党 

21  吉野 恭介  ８ 新生 

22  足立 考史  ９ 無所属 

23  朝野 和隆  ６ 新生 

24  金田 靖典  ２ 共産党 

25  椋田 昇一  25 未来ネット 

      

○令和２年６月 19 日（金）  午前 10 時開議 

26  西村紳一郎  19 新生 

27  加藤 茂樹  ５ 新生 

28  米村 京子  15 未来ネット 
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令和２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２年６月 10 日（水） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号 29 

寺坂寛夫 

(新生)  

 
１ コロナ下の避難・避難所対策について ･･･（危機管理部） 

(１) 避難所運営マニュアルの見直しについて 
(２) 避難所でのコロナ対策について 
(３) 市民への周知徹底について 
(４) 避難所運営訓練について 
(５) 避難先の分散避難の考え方について 

 

２ 市民の健康対策について  

･･･（危機管理部、市民生活部、福祉部、健康こども部、

都市整備部、教育委員会）

(１) 健康づくり推進の取組の現状について 

(２) 各公共施設への健康器具・遊具設置の現状と導入について 

(３) 保育所、小中学校の環境衛生対策について 
(４) 公共施設の環境衛生対策について 
(５) 快適環境づくりへの考え方について 

 

２ 議席番号 20 

岡田信俊 

(新生) 
  

 
１ 新型コロナウイルス感染に係る児童生徒の学習について 

 ･･･（教育委員会）

(１) 学習の遅れについて 
 (２) オンライン授業について 
 (３) ９月入学について 
 
２ 第２期鳥取市子ども・子育て支援事業計画に関連して 

 ･･･（健康こども部）

(１) 第１期計画との違いについて 
 (２) 新型コロナウイルス感染に係る事業への支障について 
 (３) 今後の取組について 
 
３ ごみの減量化とリサイクルについて ･･･（環境局） 

(１) ごみの減量化について 
 (２) リサイクルについて 
 (３) プラスチックごみについて 
 

３ 議席番号 27 

長坂則翁 

(未来ネット)  

 
１ 秋里下水終末処理場リン回収施設について ･･･（下水道部） 

(１) リン回収施設導入の経緯について 
 (２) リン回収施設導入に伴う現状の認識について 
 (３) リン回収施設の今後の考え方について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/13 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

４ 議席番号７ 

雲坂 衛 

(新生) 
 

 
１ 新型コロナウイルスの経済対策・生活支援策に関連して 

 ･･･（総務部、企画推進部、福祉部、経済観光部、都市整備部）

(１) 全国と鳥取の地域経済動向・経済見通しについて 
 (２) 鳥取市の経済対策について 

(３) 学生の現状と支援策について 
(４) 生活保護の対応について 
(５) 今後の対策と財源確保について 
(６) 中長期の対策について 

 
２ ゼロカーボンシティ、災害廃棄物処理に関連して 

 ･･･（危機管理部、企画推進部、環境局）

(１)  2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロの表明について 
 (２) 公共施設の再生エネルギー、自立分散電源導入と地域防災力の向上

について 
 (３) 災害廃棄物処理計画の策定について 
 (４) 災害廃棄物発生量の推計について 

(５) 仮置場候補地の検討状況、リストアップについて 
(６) 民間事業者団体との協定の締結状況について 
(７) 協定締結団体との普段からのコミュニケーションについて 
(８) 住民への排出抑制の周知、処理計画の実効性確保に向けた取組につ

いて 
 

５ 議席番号 16 

星見健蔵 

(新生) 
 

 
１ 関係人口拡大に向けた取組について 

 ･･･（企画推進部、市民生活部、農林水産部）

(１) 本市の考え方と取組について 
(２) 緊急雇用対策農林水産ささえあい事業について 
(３) 地方へのネガティブイメージをどう払拭できるか 
 

２ 鳥獣害対策について ･･･（農林水産部） 

(１) 被害状況と対策について 
(２) 狩猟者の確保とジビエ利用について 
(３) 本市の取組方針について 
(４) 食肉の安全性について 
 

３ 青少年自然体験学習推進に関する法律（案）について 

 ･･･（市民生活部、教育委員会）

(１) 本市の実態と必要性について 
(２) 分析結果について 
(３) 修学旅行、宿泊体験学習受入れについて 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

６ 議席番号 14 

勝田鮮二 

(未来ネット) 

 
１ 光回線について ･･･（総務部、市民生活部、企画推進部） 

(１) 地方行政の役割について 
(２) 取組について 
① 現状について 
② 中山間地の振興について 
③ 移住定住の促進について 
④ 今後の計画、課題について 

 
２ 新型コロナウイルスに関連して 

 ･･･（総務部、危機管理部、経済観光部、都市整備部）

(１) 備蓄品について 
(２) 特別定額給付金（10 万円、１人）について 
(３) プレミアム商品券について 
(４) タクシー配達（テークアウト）について 
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令和２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２年６月 11 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

７ 議席番号３ 

荻野正己 

(共産党) 
 

 
１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

 ･･･（総務部、経済観光部）

(１) ここまでの対策の認識について 
 (２) 制度対象外の中小事業者への支援制度創設について 
 (３) 地域経済再生と消費税減税について 
 
２ 鳥獣被害対策について ･･･（農林水産部） 

(１) 鳥獣被害の概況について 
 (２) 対策の現状と課題について 
(３) 南部地域の猿被害について 

 (４) 猿被害の地域要望について 
(５) 猿の捕獲と捕獲奨励金について 

 

８ 議席番号 18 

横山 明 

(新生) 
 

 
１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

･･･（総務部、健康こども部、経済観光部）

(１) 家計支援について 

 ① 特別定額給付金事業費について 

 ② 子育て世代への臨時特別給付金事業費について 

(２) 事業者支援について 

 ① 制度融資資金について 

 ② 鳥取市中小企業者経営持続化給付金について 
 

２ 水害対策について ･･･（都市整備部） 

(１) 塩見川河川改修事業について 
 ① 令和元年度の工事について 

 ② 令和２年度の工事計画について 

(２) 江川の改修について 

 

９ 議席番号 22 

伊藤幾子 

(共産党) 
 

 
１ 新型コロナウイルス感染症への対応の検証について 

 ･･･（危機管理部）

(１) 本市の考え方について 
  
２ 保健所について ･･･（健康こども部） 

(１) 新型コロナウイルス感染症への対応について 
 (２) 県及び医療機関との連携について 
(３) 保健所の体制について 

 

３ 国保について ･･･（福祉部） 

(１) 傷病手当について 

(２) 短期保険証について 

(３) 資格証明書について 

(３) 医療費の一部負担減免制度について 

 

 

 

 



6/13 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

10 議席番号 24 

田村繁已 

(公明党) 
 

 
１ 新型コロナウイルス感染の影響と今後の対応策について 

       ･･･（総務部、危機管理部、企画推進部、市民生活部、

福祉部、経済観光部）

(１) 地域経済の再生と支援策について 
① 企業支援と雇用のマッチングについて 

② 相談窓口の対応について 
③ 観光産業の再生について 

(２) 移住・定住対策について 
① コロナ収束後の対策について 

② 若者の意識変化と取組について 
③ 雇用の確保について 

(３) 障がい者就労について 
① 就労の現状について 

② 支援策について 
(４) 災害避難について 
① 分散型避難について 

 

11 議席番号 12 

前田伸一 

(公明党)  

 
１ 第 11 次鳥取市総合計画及び第２期鳥取市創生総合戦略 

について ･･･（企画推進部、教育委員会） 

(１) 策定の考え方について 

① ＳＤＧｓについて 

② Society5.0 について 

 

２ 地元経済の立て直しについて ･･･（市民生活部、経済観光部） 

(１) コロナ禍による地元経済への影響と今後の取組について 

(２) 新しい生活様式の普及について 
(３) 持続可能な地域経済について 

① エシカル消費について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

12 議席番号 10 

太田 緣 

(無所属) 

 
１ 新型コロナウイルス感染症対策から見えてきたＩＣＴの活用 

について 

･･･（総務部、危機管理部、福祉部、企画推進部、

健康こども部、経済観光部、教育委員会）

(１) システム構築及び管理の現状について 
(２) セキュリティーの脆弱性について 
(３) 行政業務の効率化と現状について 
(４) ＩＣＴの活用と可能性と発展性について 
(５) 危機管理と情報発信について 
(６) ＩＣＴの課題について 
 

２ 山陰海岸ジオパークと鳥取砂丘について 

 ･･･（企画推進部、農林水産部、経済観光部、教育委員会）

(１) 山陰海岸ジオパークの基本構想と鳥取砂丘に対する考え方について

(２) 鳥取砂丘活用の歴史と文化財指定の経過について 
(３) 鳥取砂丘に対する取組の現状について 
(４) 周辺施設の現状と課題について 
(５) 鳥取砂丘の自然とその魅力について 
 

３ 地域資源・地域文化遺産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) 城下町鳥取の活性化について 
(２) 城下町鳥取市民が育む地域資源について 
(３) 久松山後背群山と地域文化財について 
 

13 議席番号 17 

魚﨑 勇 

(新生)  

 
１ 鳥取市の経済活動の方向性について ･･･（経済観光部） 

(１) 鳥取市の経済の現状について 
(２) 今後の支援制度の方向性について 
(３) 業種変化の可能性について 
(４) 新業種への支援制度について 
 

２ 鳥取市の農業施策の方向性について ･･･（農林水産部） 
(１) 鳥取市の農業の現状について 
(２) 学校給食食材の供給状況について 
(３) 農産物販売の多様化促進について 
 

３ 鳥取市の生活新様式の方向性について 

 ･･･（福祉部、健康こども部）

(１) 鳥取市の生活様式の現状について 
(２) 定常化する生活新様式について 
 

４ 鳥取城復元と観光活用について 

 ･･･（経済観光部、教育委員会）

(１) 鳥取城復元の状況について 
(２) 復元史跡の観光活用状況について 
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令和２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２年６月 17 日（水） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

14 議席番号 13 

石田憲太郎 

(公明党)  

 
１ ロービジョン支援について 

･･･（総務部、福祉部、都市整備部、教育委員会、市立病院）

(１) 視覚障がい者の現状について 

(２) ロービジョンに対する認識について 

(３) ロービジョンケアについて 

(４) 日常生活用具給付事業について 

(５) ロービジョンに対する公共施設の整備について 

(６) 読書環境の推進について 
(７) ロービジョンに対する適切な認識と周知について 

 
２ 子宮頸がんワクチンについて ･･･（健康こども部） 

(１) 予防接種対象者への情報提供について 
  

15 議席番号 32 

上杉栄一 

(新生) 
 

 
１ 旧本庁舎等跡地活用に関連して ･･･（企画推進部） 

(１) 跡地活用策検討スケジュールについて 

(２) ワークショップ、ストリートミーティングについて 

(３) 議会と跡地活用専門家委員会の関係性について 

(４) 跡地活用策検討における議会との役割と責任について 

 

２ 高齢者介護予防支援バス運行事業に関連して ･･･（福祉部） 

(１) 高齢者介護予防支援バス運行事業廃止見直しについて 

(２) 公共交通機関利用助成制度について 
(３) 利用助成の限度額の根拠について 

(４) 高齢者介護予防支援バス運行事業と公共交通機関利用助成制度の整

合性について 

 

16 議席番号１ 

加嶋辰史 

(開政) 
 

 
１ 鳥取市の課題について 

･･･（総務部、危機管理部、環境局、健康こども部、下水道部、教育委員会）

(１) 歳入について 

(２) 衛生環境について 

(３) 指定避難所について 

(４) 今後について 

 

２ 鳥取市立病院の取組と今後について ･･･（市立病院） 

(１) 新型コロナウイルス感染症に関連し想定される課題について 

(２) 鳥取県下の公的病院との連携について 

(３) 麒麟のまち圏域の病院との連携について 

(４) 抗体検査について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

17 議席番号 26 

秋山智博 

(未来ネット) 
 

 
１ 新型コロナウイルス感染症対応について 

･･･（福祉部、健康こども部、経済観光部、下水道部、市立病院）

(１) 検査体制と医療体制について 
 (２) 福祉施設への支援について 
 (３) 経済対策について 
(４) 市立病院の取組について 
(５) 下水道ウイルス調査について 

 
２ 気高町内漁港のしゅんせつについて ･･･（農林水産部） 

(１) しゅんせつの状況について 
 (２) 今後について 
 

18 議席番号４ 

浅野博文 

(公明党) 

 
１ 高齢者福祉について ･･･（福祉部） 

(１) 高齢者の福祉サービスについて 
① 現状について 

② 新型コロナウイルス感染症の影響について 
③ 今後の取組について 

 
２ 赤い羽根共同募金について ･･･（福祉部） 

(１) 課題と今後の取組について 

 

19 議席番号 11 

岩永安子 

(共産党) 

 
１ 障がい者就労支援事業所について ･･･（福祉部） 

(１) コロナ禍における障がい者就労支援事業所の現状及び対応について

 (２) 障がい者就労支援事業所と行政の役割について 
  
２ 安心してかかれる地域医療をつくるために 

 ･･･（健康こども部）

(１) コロナ禍における医療機関の現状及び対応について 
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令和２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２年６月 18 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

20 議席番号 23 

平野真理子 

(公明党)  

 
１ マイナンバーカードの普及・促進について 

 ･･･（総務部、市民生活部）

(１) オンライン申請について 
(２) 今後の普及・促進の取組について 
① 出張申請について 

② 庁舎窓口について 
(３) マイナンバーカードの利活用について 

 

２ オンライン教育について ･･･（企画推進部、教育委員会） 
(１) 現状と課題について 

(２) 光回線の整備について 

(３) 不登校支援について 
 

３ 子供の起立性調節障害について ･･･（教育委員会） 
(１) 現状について 

(２) 正しい理解と周知について 

(３) 学校現場でのサポートについて 
 

21 議席番号８ 

吉野恭介 

(新生) 
 

 
１ コロナ禍の経験の活かし方について 

 ･･･（総務部、危機管理部、企画推進部、経済観光部、市民生活部、

健康こども部、教育委員会）

(１) 迅速な行動について（分析力、主体性の発揮、公平性） 
(２) 本市出身学生への支援について 
(３) 脱マスク社会のストーリーについて（日常生活、仕事環境） 
(４) 予防について（医療、健康づくり、免疫力） 
(５) 非接触型社会の展望について 

 
２ 地域愛の醸成と誇りづくりについて  

･･･（企画推進部、市民生活部、環境局、福祉部、都市整備部）

(１) 若者人口増と豊かな高齢社会の創出について 
(２) 全市公園化について（環境基本計画、河川の美化浄化） 
(３) 地域づくりについて（公民館、地域組織） 

 

22 議席番号 9 

足立考史 

(無所属) 

 

 
１ 防災ラジオ・災害避難所について ･･･（危機管理部） 

(１) 防災ラジオ販売目的について 
(２) 本年度 2,000 台の販売について 
(３) 販売台数の見直しについて 
(４) コミュニティＦＭの電波の不感地域について 
(５) コロナ禍の災害避難所設営について 
 

２ 公共施設ファシリティマネジメントについて 

 ･･･（総務部、教育委員会）

(１) 給食センター老朽化対策について 
(２) 公立学校のプールの在り方について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

23 議席番号６ 

朝野和隆 

(新生) 

 
１ 学校関連のコロナ対応について ･･･（教育委員会） 

(１) 関係者に対しての周知について 
(２) 安全に学べる対策について 

 
２ 公民館運営について ･･･（市民生活部） 

(１) 公民館職員の処遇改善について 

(２) 地域組織の在り方について 
 

24 議席番号２ 

金田靖典 

(共産党) 

 
１ 放課後児童クラブの対応と今後の課題について 

 ･･･（教育委員会）

(１) 新型コロナでの学校休校措置と放課後児童クラブの対応について 
 (２) 保護者の要望への今後の対応について 
 
２ 介護保険事業の今後の課題について ･･･（福祉部） 

(１) 新型コロナでの市内介護事業者への利用状況への影響について 
 (２) 第７期介護事業計画の到達と今後の課題について 
 

25 議席番号 25 

椋田昇一 

(未来ネット) 
 

 
１ 「コロナの時代」について 

･･･（人権政策局、危機管理部、企画推進部、市民生活部、福祉部、 

健康こども部、教育委員会） 

(１) これまでの新型コロナウイルス感染症対策の検証と総括について 
 (２) 「コロナの時代」認識について 
 (３) 「新たなステージ」と施策について 
(４) 子供の学びの保障と支援について 
(５) 差別と人権施策について 
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令和２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２年６月 19 日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

26 議席番号 19 

西村紳一郎 

(新生)  

 
１ 食料・農業・農村基本計画に関連して 

 ･･･（農林水産部、教育委員会）

(１) 消費者と食・農とのつながりの深化について 

① 本市の食育の推進について 
 ② 日本型食生活の展開について 
③ 和食文化の保護・継承について 
④ 本市の地産地消の推進について 

(２) 米の消費拡大に関連して 

① 星空米の生産・販売拡大への取組について 

② 米の消費拡大対策の現状について 

③ 今後の本市の米の消費拡大への取組について 

 
２ 猿の駆除、被害防止対策について ･･･（農林水産部） 

(１) 猿の農作物被害の現状について 

(２) 猿の有害鳥獣指定の状況について 

(３) 猿の有害鳥獣指定から駆除までのフローについて 
(４) 猿の捕獲対策について 
(５) 猿の捕獲奨励金の新設について 
(６) 今後の猿被害防止対策への取組について 

 

27 議席番号５ 

加藤茂樹 

(新生) 
 

 
１ 小中学生に対する通学バス補助金について 

 ･･･（経済観光部、都市整備部、教育委員会）

(１) 現状について 
 (２) 他バス補助金事業の現状について 
 (３) 今後について 
 
２ 特別定額給付金（10 万円）について ･･･（総務部） 

(１) 現状について 
 (２) 今後について 
 

３ 鳥取市プレミアム付飲食券について ･･･（経済観光部） 

(１) 現状について 

(２) 参加店舗の募集について 

(３) 今後について 

 

４ 防災ラジオについて ･･･（危機管理部） 

(１) 現状について 

(２) 今後について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

28 議席番号 15 

米村京子 

(未来ネット) 
 

 
１ 新型コロナウイルス拡大防止支援金について 

 ･･･（企画推進部、健康こども部、経済観光部）

(１) 事業の推進による現在の状況について 
 (２) 支援金の基準について 
 (３) 全戸チラシについて 
(４) 今後の課題について 

 
２ 特別支援学級について ･･･（教育委員会） 

(１) 通級の現状について 
(２) 課題について 
(３) 今後の対応について 
 

３ 公民館の組織の在り方について ･･･（市民生活部、教育委員会）

(１) 現状の公民館の状況について 

(２) 本市としての公民館の在り方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


