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令和元年 12 月鳥取市議会定例会 一般質問発言通告一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和元年 12 月５日（木）  午前 10 時開議  

順序 発 言 者 議席番号 会  派 

1  勝田 鮮二  14 未来ネット 

２  岡田 信俊  20 新生 

３  岩永 安子  11 共産党 

４  寺坂 寛夫  29 新生 

５  太田  緣  10 無所属 

６  米村 京子  15 未来ネット 

７  秋山 智博  26 未来ネット 

 

○令和元年 12 月６日（金）  午前 10 時開議  

８  浅野 博文  ４ 公明党 

９  前田 伸一  12 公明党 

10  上杉 栄一  32 新生 

11  西村紳一郎  19 新生 

12  星見 健蔵  16 新生 

13  田村 繁已  24 公明党 

      

○令和元年 12 月 12 日（木）  午前 10 時開議  

14  吉野 恭介  ８ 新生 

15  横山  明  18 新生 

16  石田憲太郎  13 公明党 

17  長坂 則翁  27 未来ネット 

18  魚﨑  勇  17 新生 

19  荻野 正己  ３ 共産党 

      

○令和元年 12 月 13 日（金）  午前 10 時開議  

20  平野真理子  23 公明党 

21  雲坂  衛  ７ 新生 

22  椋田 昇一  25 未来ネット 

23  足立 考史  ９ 無所属 

24  金田 靖典  ２ 共産党 

25  加嶋 辰史  １ 開政 

      

○令和元年 12 月 16 日（月）  午前 10 時開議 

26  朝野 和隆  ６ 新生 

27  伊藤 幾子  22 共産党 

28  加藤 茂樹  ５ 新生 
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令和元年 12 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 12 月５日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

１ 議席番号 14 

勝田鮮二 

(未来ネット) 

 
１ 総合防災について ･･･（危機管理部） 

(１) 新庁舎に関連して 
(２) 水害について 
 

２ 市道の維持（除草）について ･･･（都市整備部） 
(１) 現状について 
(２) 管理体制について 
(３) 課題について 
 

３ 不用品の処理（旧庁舎）について ･･･（庁舎整備局、出納室） 
(１) 不用品とした考え方について 
(２) 手続について 
(３) 販売状況、金額について 
 

２ 議席番号 20 

岡田信俊 

(新生) 

 
１ 台湾との交流について 

 ･･･（企画推進部、経済観光部、都市整備部）

(１) 本市の誘客に関しての取り組み状況について 
(２) 本市を訪れる旅行者の入込状況について 
(３) 台湾との交流の必要性について 
 

２ 神戸市における教師間のいじめ問題に関連して 

 ･･･（教育委員会）

(１) 本市の現状について 
(２) 今後の予防策について 
 

３ 議席番号 11 

岩永安子 

(共産党) 

 
１ ごみ袋代金について ･･･（環境局） 

(１) ごみ袋代金の引き下げについて 
 

２ 学校給食について ･･･（農林水産部、教育委員会） 
(１) 学校給食センターについて 
(２) 地産地消について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

４ 議席番号 29 

寺坂寛夫 

(新生) 

 

 
１ 地域防災力の向上について 

 ･･･（危機管理部、農林水産部、都市整備部）

(１) 市町村のための災害対応の手引きについて 
(２) 災害時相互応援協定について 
(３) 本市における河川の災害危険箇所対策について 
(４) 河川水害浸水想定区域内の建築指導について 
(５) 防災重点ため池整備と監視体制強化について 
(６) 今後の河川災害対策の強化策について 
 

２ 本市のスポーツ振興について ･･･（教育委員会） 
(１) 鳥取市民体育祭運営の現状について 
(２) 体育祭運営充実強化について 
(３) 中学校部活動指導員体制の成果と課題について 
(４) 指導員体制の今後の取り組みについて 
(５) 小中体連活動との連携について 
(６) 本市スポーツの振興策について 
 

５ 議席番号 10 

太田 緣 

(無所属) 

 
１ 激甚災害に強い鳥取市の防災対策について  

･･･（総務部、危機管理部、環境局、農林水産部、都市整備部、

下水道部、教育委員会）

(１) 激甚災害から明らかになった基盤の脆弱性への対応について 
(２) 千代川流域の重要水防箇所と対応について 
(３) 避難誘導方針について 
(４) 災害対策の課題について 
(５) 歴史的な災害対策の総合性から学ぶ地域防災教育について 
 

２ 地域資源を活かしたにぎわいのある美しいまちづくりについて 

･･･（総務部、企画推進部、経済観光部、都市整備部、教育委員会） 

(１) にぎわいの創出について 
(２) 公共交通とまちづくりについて 
(３) 景観整備の現状と課題について 
(４) 公共施設と景観整備の考え方について 
(５) 城跡整備の進捗と課題について 
 

３ 地域資源を活かした産業について 

･･･（総務部、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) 地の利を生かした地元産業の活性化について 
(２) 伝統工芸及び伝統技能者の育成について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

６ 議席番号 15 

米村京子 

(未来ネット) 

 

 
１ 鳥取市本庁舎跡地利用について 

 ･･･（総務部、企画推進部、市民生活部）

(１) 要望書・地区要望・陳情書の回答について 
(２) 解体撤去計画について 

① 予算について 
  ② スケジュールについて 
 (３) 現本庁舎等跡地利用に関する検討委員会について 
 

２ 都市開発について ･･･（危機管理部、市民生活部、都市整備部） 
(１) 開発による公園の設置について 
(２) 市が管理する道路について 
(３) 緊急車両侵入について 
(４) 新しく開発された地区のごみ収集について 
(５) 都市開発に係るハザードマップの検証について 
(６) 都市開発により災害で失われる個人財産について 
 

７ 議席番号 26 

秋山智博 

(未来ネット) 

 
１ 市民の健康増進について 

 ･･･（総務部、市民生活部、福祉部、健康こども部）

(１) とっとり市民元気プラン 2016 の３年間の取り組みの内容について 

 （生涯を通しての健康づくり） 
(２) 特定健康診査・特定保健指導について 
(３) がん検診について 
(４) 全国健康保険協会鳥取支部との包括連携の取り組みについて 
(５) 気高地区保健センターの健康増進設備について 
(６) 各総合支所の保健師について 
 

２ 災害対策について 

 ･･･（危機管理部、福祉部、農林水産部、都市整備部、下水道部）

(１) 新ハザードマップについて 
(２) 電気の確保と停電対策について 
(３) 河川の決壊・越水について 
(４) 情報伝達について 
(５) 避難所について 
(６) 災害廃棄物処理計画について 
(７) 土石流危険区域について 
(８) 水害避難計画について 
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令和元年 12 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 12 月６日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

８ 議席番号４ 

浅野博文 

(公明党) 

 
１ 視覚障がい者支援について ･･･（福祉部） 

(１) 現状について 
(２) 自立支援給付について 
(３) 地域生活支援事業について 
(４) その他支援事業について 
(５) 鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例に

ついて 
 

２ 学校給食について ･･･（教育委員会） 

(１) 鳥取市の学校給食の基本構想について 
 ① 改訂について 
 ② スケジュールについて 
 ③ アレルギー対応について 
  ・現状について 
  ・今後の取り組みについて 
 

９ 議席番号 12 

前田伸一 

(公明党)  

 
１ 子供の幸福度の向上について  

･･･（人権政策局、健康こども部、教育委員会）

(１) いじめ対策について 
(２) 不登校対策について 
(３) 意見表明権（子どもの権利条約 12 条）について 
(４) 幼児教育について 
 

２ 防災減災対策について ･･･（危機管理部、福祉部、下水道部） 
(１) 避難行動について 

① 支え愛マップについて 
② 内水ハザードマップについて 

(２) 避難所について 
 

10 議席番号 32 

上杉栄一 

(新生) 

 

 
１ 山陰新幹線整備計画に向けた取り組みについて 

 ･･･（都市整備部）

(１) 新幹線議連の立ち上げについて 
(２) 必要性について 
(３) 経済的・社会的効果について 
(４) 着工５条件について 
(５) 今後の取り組みについて 
 

２ 国際交流・インバウンド（訪日外国人観光客）対応に関連して

 ･･･（企画推進部、経済観光部、教育委員会）

(１) 本市のインバウンドの推移について 
(２) 韓国人旅行者の動向とその影響について 
(３) 今後の対応策について 
(４) 国際姉妹都市について 
① 清洲市交流（行政・民間）について 
② 提携 30 周年（令和２年度）の取り組みについて 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

11 議席番号 19 

西村紳一郎 

(新生) 

 
１ 頻発する大型台風の被害対策に関連して 

 ･･･（危機管理部、福祉部、都市整備部）

(１) 台風 19 号がもたらした被害に対する防災対策について 
(２) 台風 15 号・台風 19 号による大規模停電被害について 
(３) 洪水や河川転落などの水関連犠牲者の被害発生場所について 
(４) 風水害対策に対する新本庁舎の役割・機能について 
(５) 要配慮者利用施設の水防法による水害避難計画について 
(６) 本市の福祉施設の水害避難計画作成の考え方について 
(７) 水防法に規定された洪水浸水想定区域の位置づけについて 
(８) 千代川流域で想定されるバックウオーター現象の状況について 
(９) ハザードマップ、防災気象情報のさらなる活用について 
(10) 地域防災力の向上対策について 

 
12 議席番号 16 

星見健蔵 

(新生) 
 

 
１ 鳥取市の農業振興策について ･･･（農林水産部、教育委員会） 

(１) 水田フル活用推進について 
(２) 農家所得向上への支援策について 
(３) 集落営農組織の実態について 
(４) 廃プラ処理について 
(５) 生分解性マルチ導入への支援について 
(６) 学校給食への地元食材使用率向上に向けた取り組みについて 
 

２ 自治会の重要性について ･･･（危機管理部、市民生活部） 
(１) 加入世帯数の推移と加入率について 
(２) 集合住宅への働きかけはどうか 
(３) 加入推進に向けた本市の考え方について 
(４) 本市に居住しながら、住民登録されない理由は 
 

13 議席番号 24 

田村繁已 

(公明党) 
 

 
１ 健康寿命の延伸について ･･･（福祉部、健康こども部） 

(１) 鳥取市健康づくり計画について 
① 現状と達成状況について 
② がん対策について 

  ・前立腺がんについて 
③ 糖尿病対策について 
④ 減塩対策の取り組みについて 
⑤ 高齢者肺炎球菌ワクチン接種について 

(２) フレイル予防について 
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令和元年 12 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 12 月 12 日（木） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

14 議席番号８ 

吉野恭介 

(新生) 

 

 
１ 地域防災について 

 ･･･（総務部、危機管理部、企画推進部、都市整備部）

(１) 事前防災について 
(２) 公共施設・インフラについて（ＦＭ、防災機能の組み込み） 
 

２ 生産性を向上させることについて 

 ･･･（総務部、企画推進部、都市整備部）

(１) 委託管理について 
(２) 業務連携について 
 

３ 元気な高齢者社会について 

 ･･･（福祉部、経済観光部、教育委員会）

(１) ねんりんピックへの参加について 
(２) 環境整備について（施設、市民体育祭・スポレク） 
 

15 議席番号 18 

横山 明 

(新生) 
 

 
１ 学校ブロック塀の点検について ･･･（教育委員会） 

(１) 本市の対策について 
(２) 今後の対応について 
 

２ 千代川河川敷にある市民スポーツ広場について 

･･･（都市整備部）

(１) 市は閉鎖期間の短縮と復旧費の減額を狙い、全面芝生化を目指すと

されているが、その考え方について 
(２) 今後の対応と考え方について 
 

３ ヒートアイランド解消について ･･･（環境局） 
(１) キリンソウが注目されているがその活用に対する考え方について 
(２) 今後の本市の対応について 
 

16 議席番号 13 

石田憲太郎 

(公明党) 

 
１ がん対策について ･･･（健康こども部、市立病院） 

(１) 予防医療の目的について 
(２) 本市のがんの現状について 
(３) がん患者の就業支援について 
(４) ＡＹＡ世代のがん対策について 

① 中学生のピロリ菌検査について 
② 子宮頸がんワクチンについて 
 

２ 動物愛護について ･･･（危機管理部、健康こども部） 

(１) 保護動物の現状について 
(２) 鳥取市保健所の取り組みについて 
(３) 災害時における避難所のペット受け入れ体制について 
(４) 犬管理所について 
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順序 発 言 者 通   告   内   容 

17 議席番号 27 

長坂則翁 

(未来ネット) 

 

 
１ 地域振興について ･･･（経済観光部、水道局） 

(１) 本市における工業団地の現状について 
 (２) 青谷駅南工業団地の今後について 
 (３) 本市西部地域への工業団地造成の考え方について 
 

２ 観光振興について 

 ･･･（市民生活部、健康こども部、経済観光部、都市整備部）

(１) 山陰道西道路全線開通に伴う観光客の動向について 
 (２) 吉岡温泉におけるクアオルトの取り組みの進捗状況について 
 (３) 温泉を活用した健康づくり全国大会について 
 (４) 湖山池周辺の観光振興策について 
 (５) 湖山池遊覧船運航に伴う魅力向上策について 
 (６) 白兎道の駅周辺の魅力向上策について 
 

18 議席番号 17 

魚﨑 勇 

(新生) 

 
１ 鳥取市の農業振興について ･･･（農林水産部） 

(１) 鳥取市の農産物輸出の現状について 
(２) 使用農薬の輸出に及ぼす影響について 
(３) 農薬の使用基準と生産物検査について 
(４) 今後の農産物輸出の方向性について 
 

２ 鳥取市の健康増進施策について ･･･（環境局、健康こども部） 
(１) 健康寿命の推移について 
(２) 喫煙率の現状と傾向について 
(３) 市街地における路上喫煙の現状について 
 

３ オリンピック開催における鳥取市関連施策について 

 ･･･（経済観光部、教育委員会）

(１) オリンピック開催の鳥取市関連施策の計画について 
(２) オリンピック関連観光客の集客推進について 

 
19 議席番号３ 

荻野正己 

(共産党) 

 

 
１ 地域公共交通について ･･･（都市整備部） 

(１) 生活交通創生ビジョン策定の理念について 
(２) 鳥取市地域内フィーダー系統確保維持計画について 
(３) 大和ふれあいタクシーについて 
(４) 南部地域の地域公共交通について 
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令和元年 12 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 12 月 13 日（金） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

20 議席番号 23 

平野真理子 

(公明党)  

 
１ 芝生化の推進について  

･･･（健康こども部、都市整備部、教育委員会）

(１) 鳥取市緑の基本計画について 
① 鳥取方式による芝生化の推進について 
② 子供の育成に関する効果について 

(２) 学校の芝生化について 
① 芝生化のこれまでの取り組みについて 
② 適正な維持管理について 

 
２ ロタウイルスワクチンについて ･･･（健康こども部） 

(１) 定期接種化について 
 

21 議席番号７ 

雲坂 衛 

(新生) 

 
１ 学校におけるＩＣＴ化の促進に関連して�

 ･･･（危機管理部、教育委員会）

(１) ＩＣＴ環境整備の現状について 
(２) 予算措置の推進について 
(３) 授業でのＩＣＴ活用状況の把握について 
(４) 教員のＩＣＴ教育への対応力の向上について 
(５) 防災面での取り組みについて 
(６) 今後の取り組みについて 
 

２ 不登校に関連して ･･･（教育委員会） 
(１) 不登校児童生徒の推移・国の方針・現状について 
(２) 分析・背景について 
(３) ＩＣＴ化によるきっかけづくりについて 
(４) ＳＣ、ＳＳＷの活用・周知について 
(５) フリースクールへの対応について 
(６) 今後の取り組みについて 
 

３ 公共工事の発注に関連して ･･･（総務部、都市整備部） 
(１) 現在の取り組み・発注額の推移について 
(２) 公共工事発注の取り組みについて 
(３) 道路関係予算について 
(４) 今後の取り組みについて 
 

22 議席番号 25 

椋田昇一 

(未来ネット) 

 

 
１ 住民や利用者に親しまれわかりやすい市役所について 

 ･･･（税務局、人権政策局、企画推進部、市民生活部、福祉部、健康こども部）

(１) 鳥取市コールセンターの現状と課題について 
(２) 市民総合相談、福祉総合相談、税総合相談の現状と課題について 
(３) 鳥取市公式ホームページのリニューアルの現状と課題について 
 

２ 本市の人権政策とハンセン病問題に関する教育・啓発について

 ･･･（人権政策局、教育委員会）

(１) 現状と課題について 
 
 



  10/11 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

23 議席番号９ 

足立考史 

(無所属) 

 
１ カスタマーハラスメントについて  

･･･（総務部、水道局、市立病院）

(１) カスタマーハラスメントの定義・認識について 
(２) カスタマーハラスメントの実態について 
(３) 対応・対策について 
 

２ 新庁舎のコンセプト、活力と魅力あるまちづくりの推進、について 

 ･･･（総務部）

(１) 市民交流・まちづくりの取り組みについて 
(２) 今後の利用予約状況について 
(３) 来庁者駐車場でのイベントから見えてきた課題について 
(４) 今後の駐車場でのイベント開催の考え方について 
 

３ 来庁者駐車場管理について ･･･（総務部） 
(１) ハートフル駐車場について 
(２) ハートフル駐車場利用証について 
(３) 満車時の運用について 
(４) 出入り口の案内について 
(５) 駐車場コンシェルジュについて 
 

24 議席番号２ 

金田靖典 

(共産党) 

 
１ 鳥取市立病院の今後について ･･･（市立病院） 

(１) 厚労省の公立病院再編の指名について 
(２) 地域医療を守る観点から市立病院の役割について 
(３) 鳥取市立病院の今後の課題について 

 
２ 学校教職員の働き方改革について ･･･（教育委員会） 

(１) 中央教育審議会答申（平成 31 年１月） 
「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築

のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について

（答申）」について 

(２) 学校教職員の時間外労働について 
(３) １年単位の変形労働時間制の導入について 

 
25 議席番号１ 

加嶋辰史 

(開政) 

 
１ 鳥取市立病院の見通しについて ･･･（市立病院） 

(１) 一般会計から病院企業会計の繰り出しについて 
(２) 経営状況改善に向けての取り組みと今後の課題について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11/11 

令和元年 12 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 12 月 16 日（月） 

順序 発 言 者 通   告   内   容 

26 議席番号６ 

朝野和隆 

(新生) 

 
１ 久松山の整備と活用について 

 ･･･（農林水産部、都市整備部、教育委員会）

(１) 現状について 
(２) これからの活用について 
 

２ 高齢者の生活支援について ･･･（福祉部、都市整備部） 
(１) 取り組みについて 
(２) これからの方向性について 

 
 
 

27 議席番号 22 

伊藤幾子 

(共産党) 

 

 
１ 市営住宅について ･･･（都市整備部） 

(１) 連帯保証人について 

(２) 家賃債務保証業者について 

 

２ 国保について ･･･（福祉部） 

(１) 短期保険証について 

(２) 資格証明書について 

 
28 議席番号５ 

加藤茂樹 

(新生) 

 

 
１ 鹿野学園の制服販売について ･･･（教育委員会） 

(１) 現状について 
(２) 今後について 
 

２ 中学校での部活前の食育について ･･･（教育委員会） 
(１) 現状について 
(２) 今後について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


