
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

３月１日(木) 代表質問者 岡　田　啓　介 【改進】

関連質問者 1 戸　田　隆　次

３月２日(金) 代表質問者 三　鴨　秀　文 【蒼生会】

関連質問者 1 岩　﨑　康　朗

2 三穂野　雅　俊

3 田　村　謙　介

4 門　脇　一　男

5 渡　辺　穣　爾

３月５日(月) 代表質問者 安　達　卓　是 【信風】

関連質問者 1 村　井　　　正

2 伊　藤　ひろえ

3 稲　田　　　清

4 中　田　利　幸

３月７日(水) 代表質問者 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

関連質問者 1 今　城　雅　子

2 前　原　　　茂

3 安　田　　　篤

３月８日(木) 各個質問者 1 矢　倉　　　強 【華胥】

2 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

3 杉　谷　第士郎 【コモンズ】　

4 土　光　　　均 【希望】

質問日

平成３０年米子市議会　３月定例会（代表質問／関連質問／各個質問）割当表

質問者



【代表質問者・会派名：　岡田　啓介　・改進】

1

2

(1)

(2)

3

(1) 内陸工業団地整備計画について

(2)

(3)

(4)

(5)

4

(1)

5

(1)

(2) 優先調達法に基づく取り組み、実施状況について

6

(1)

(2)

公共施設等総合管理計画について

立地適正化計画の作成について

次世代のビジョンと都市政策について

防衛施設周辺の生活環境整備等に関する法律の活用について

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月１日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市政運営と市長の政治姿勢について

財政運営の効率化と行政サービスについて

中海架橋の建設促進について

地籍調査事業について

特定空き家への対応について

環境政策について

一般廃棄物処理基本計画について

福祉保健政策について

医療的ケア児への取り組みについて

教育行政について

教育行政における市長と教育長の役割について

小中学校へのエアコン整備事業について

1 



【会派名:改進】

発言順 氏　　　名

1 戸　田　隆　次 １内陸型工業団地整備計画について

(1)米子インター周辺工業用地の事務手法について

(2)米子市マスタープランにおける工業用地確保について

(3)市街化区域の変更について

(4)本市の製造出荷額の推移について

(5)新たな工業用地の確保について

２防衛施設周辺の生活環境整備に関する法律の活用について

(1)生活環境の整備補助に関する実態について

(2)小中学校のエアコン整備について

(3)防衛省との緊密な連携強化について

３中海架橋の建設促進について

(1)中海架橋に係る知事要望及び検討状況について

(2)中海架橋の必要性について

(3)本事業の進捗に係る市長の政治姿勢について

４一般廃棄物処理基本計画について

(1)西部広域最終処分場の残余量について

(2)廃棄物処理施設建設事務の体制整備について

(3)エコスラグセンターの現状について

(4)市長の強いリーダーシップについて

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月１日(木)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

2



【代表質問者・会派名：　三鴨　秀文　・蒼生会】

1 行財政改革への取り組みについて

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月２日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

国・県との連携と広域連携のあり方について

シビックプライドの醸成について

米子市国民保護計画について

原子力防災について

大規模災害等に対する危機管理体制の構築について

防災安全体制の強化について

地域防災力の向上について

公共交通体系の見直しについて

高齢者の運転免許証の自主返納の支援について

都市計画マスタープランについて

地域づくり事業について

今後の公の施設のあり方について

指定管理のあり方の見直しについて

行政財産の貸し付けについて

公共施設オープン・リノベーションの推進について

拉致問題について

淀江地域の積極的な振興について

産業廃棄物最終処分場について

ヌカカ対策について

米子市の進むべき地域包括ケアシステムの構築について

シティプロモーションの推進について

起業・創業と地元企業の新事業展開への支援について

県立ハローワークとの連携について

産学・医工連携について

企業誘致の推進について

介護予防の推進並びに健康寿命の延伸について

総合的な子育て支援について

保育園の統廃合について

中小企業の振興支援について

事業承継支援について

3



質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

32

33

34

35

36

37 公民館の諸課題について

米子城跡整備事業について

農業振興について

人口減少時代を見据えたインフラ整備のあり方について

米子駅南北自由通路等整備事業について

米子市の観光振興策について

4



【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

1 岩　﨑　康　朗 １下水道事業の民間委託・広域化について

(1)下水道施設管理の現状と課題について

(2)鳥取市の下水道施設管理の現状と本市の違いについて

(3)仮に民間委託を進める際の課題と、その影響について

(4)今後の下水道事業の方向性について

２公民館の諸課題について

(1)淀江町大和・宇田川分館問題について

(2)共管となる公民館運営の課題認識について

(3)公民館の市長部局の関与について

2 三穂野　雅　俊 １米子駅南北自由通路等整備事業について

(1)駅北広場、だんだん広場、グルメプラザについて

(2)駅南広場について

(3)パブリックコメント等市民の意見について

(4)現状の課題について

(5)今後の取り組みについて

２シビックプライドの醸成について

(1)現状の課題について

(2)今後の取り組みについて

3 田　村　謙　介 １米子市の観光振興策について

(1)新年度の観光振興について

(2)文化観光局について

(3)観光戦略係について

(4)今、考えられる観光振興策の変更点について

２米子城跡整備事業について

(1)現在の保存管理計画は見直すべき

(2)観光資源に資する整備について

(3)城郭構造物の復元について

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月２日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

5



【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月２日(金)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

4 門　脇　一　男 １地域防災力の向上について

(1)防災行政無線の整備について

(2)米子市消防団の諸課題について

(3)地域防災リーダーの育成について

(4)地域防災指定避難所の整備、運営について

２農業振興について

(1)国家戦略特区の地域指定について

(2)荒廃農地対策について

(3)６次産業化の推進について

(4)ネギ黒腐菌核病対策について

(5)圃場の飛砂対策について

5 渡　辺　穣　爾 １

(1)現在の検討状況について

(2)地域交通網形成計画について

２都市計画マスタープランについて

(1)現在の検討状況について

(2)これまでの市街化調整区域の規制緩和について

(3)用途地域について

公共交通体系の見直しについて

6



【代表質問者・会派名：　安達　卓是　・信風】

1 米子スタイルのまちづくりについて

(1)

（2）市民自治の取り組みについて

（3）地方財政の充実強化について

2 総合的な地域づくりの推進について

(1) ＪＲ米子駅南北自由通路等整備事業について

（2）施設の活用と市組織の見直しについて

（3）地域交通政策について

（4）住宅政策について

（5）自治会運営と自主防災について

（6）耐震改修促進計画について

3 経済政策について

(1) 経済の活性化について

(2) 地域農業の振興策について

4 健康増進と福祉政策について

(1) 健康寿命の延伸について

(2) 地域ケアシステムの取り組みについて

(3) 障がい者の就労支援事業の充実について

5 子育て支援と教育政策について

(1) 子育て支援体制の充実について

(2) 教育環境の充実について

6 人権政策について

(1) 暴力防止の取り組みについて

(2) 部落差別解消法の取り組みについて

(3) ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への取り組みについて

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月５日(月)

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問

地域共生社会への取り組みについて

7



【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

1 村　井　　　正 １健康寿命の延伸について

(1)市民の健康・予防意識の醸成について

(2)まちの保健室事業について

(3)健康づくりリーダー養成について

(4)健康増進計画について

２耐震改修促進計画について

(1)庁舎の耐震化について

(2)促進計画の進捗状況について

(3)市有特定既存耐震不適格建築物について

(4)明道公民館について

３自主防災について

(1)組織化のインセンティブについて

(2)防災士資格取得支援について

(3)自治連単位の防災組織について

(4)消防団と自主防災組織の連携について

(5)防犯灯について

2 伊　藤　ひろえ １米子市の住宅政策について

(1)米子市の住宅ストックの現状と課題について

(2)住宅セーフティネット法について

(3)市営住宅について

２子育て支援について

(1)保育料の軽減について

(2)子どもの居場所づくりについて

３人権政策について

(1)暴力防止（障がい、高齢、児童、ＤＶ等）の取り組みにつ

いて

(2)部落差別解消法の取り組みについて

(3)ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への取り組みについて

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月５日(月)
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【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月５日(月)

3 稲　田　　　清 １総合的なまちづくりの推進について

(1)淀江振興本部の役割と淀江地域の振興について

２経済の活性化について

(1)米子髙島屋東館と中心市街地の活性化について

(2)企業誘致と工業用地の確保について

(3)ふるさと納税について

３

(1)総合的な子育て支援体制の充実について

(2)５歳児健診の実施と教育委員会との連携について

(3)教育環境の充実について

4 中　田　利　幸 １

(1)買い物・医療への交通弱者対策について

２

(1)地域システム構築への課題について

(2)今後の取り組みについて

３

(1)病児・病後児保育の取り組みについて

(2)子育て支援センターについて

子育て支援と教育政策について

子ども・子育て支援策について

地域ケアシステムの取り組みについて

交通体系における課題について

9



【代表質問者・会派名：　矢田貝　香織　・公明党議員団】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月７日(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢について

安心・安全なまちづくりと自主防災組織の推進について

公共施設の長寿命化と整備の方針について

公共施設トイレのユニバーサルデザイン化について

公共施設のバリアフリー化について

原子力防災対策について

公共交通について

鳥取大学医学部との連携及び支援体制の強化について

自治会加入率の向上について

投票率向上について

災害廃棄物処理計画と事業継続計画について

産業廃棄物最終処分場について

動物愛護について

医療費の適正化と健康対策について

認知症対策について

地域包括ケアシステムの充実と高齢者支援について

障がいのある方と家族の支援について

子どもの貧困対策について

子ども・子育て施策について

農業振興について

観光施策とインバウンド対策について

皆生温泉の活性化と宿泊拠点都市について

市営住宅の長寿命化について

空き家対策について

米子駅南北自由通路等整備事業について

道路維持管理について

下水道事業の諸課題について

スポーツの振興について

学校での防災教育・防災訓練と地域連携について

特別支援学校におけるＩＣＴ活用について

学校の学習環境について

米子城跡の史跡公園化と利活用について
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【会派名：公明党議員団】

発言順 氏　　　名

1 今　城　雅　子 １安心・安全なまちづくりと自主防災組織の推進について

(1)米子市国土強靭化地域計画策定の進捗状況について

(2)避難所マーク設置の進捗状況について

(3)避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）の利活用について

２

(1)公共施設トイレのユニバーサルデザイン化の方針について

３

(1)鳥取大学医学部の連携のあり方と具体的支援について

４スポーツの振興について

(1)スポーツ施設の補修と維持・管理について

(2)生涯スポーツ振興の支援について

2 前　原　　　茂 １

(1)生活路線運行対策事業について

(2)市民の交通権とその対策について

２投票率向上について

(1)期日前投票について

(2)主権者教育について

３農業振興について

(1)荒廃地対策について

(2)地域ブランドの推進について

(3)若手生産者の育成について

４

(1)通学路の除雪について

(2)道路通報システムについて

3 安　田　　　篤 １

(1)協定の効果と実績について

(2)さらなる加入率の向上について

自治会加入率の向上について

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月７日(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

公共交通について

道路維持管理について

公共施設トイレのユニバーサルデザイン化について

鳥取大学医学部との連携及び支援体制の強化について
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【会派名：公明党議員団】

発言順 氏　　　名

平成３０年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月７日(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

3 安　田　　　篤 ２

(1)現在の条例手続進捗状況について

(2)専門家会議の状況について

(3)意見調整申出書について

(4)漁業者等への対応について

(5)今後のスケジュールについて

(6)市有地の提供に関する判断について

３空き家対策について

(1)危険な状態の空き家に対する市の措置について

(2)所有者不明土地問題について

４米子駅南北自由通路等整備事業について

(1)三者協議の状況について

(2)米子駅北の開発について

(3)自由通路の実施設計に向けた検討状況について

５学校の学習環境について

産業廃棄物最終処分場について

12



発言順 氏　　　名
【呼称名】

1 矢　倉　　　強 １投票率向上対策と議会制度のあり方について

【華胥】 (1)投票率を上げるためには、どのような対策が必要か

(2)議会制度そのものを抜本的に見直す時期に来ているのでは

２都市計画制度と都市計画決定道路のあり方について

(1)都市計画決定道路の見直しについて

(2)土地規制の抜本的な見直しについて

３中学校のクラブスポーツのあり方について

(1)外部指導者の導入について

2 岡　村　英　治 １米子の環境を守るために

 【日本共産党 (1)淀江での産廃処分場計画の白紙撤回を求め

　 米子市議団】 (2)和田浜工業団地でのバイオマス発電は周辺住民の理解と合意

を

２いのちと健康を守るために

(1)国保料の引き下げを求め

(2)介護保険料のさらなる引き上げは許されない

(3)生活保護基準の引き下げに反対を

３使いやすい市営墓地とするために

(1)返還墓地の取り扱いについて

3 杉　谷　第士郎 １

【コモンズ】　 (1)だんだん広場・グルメプラザの利活用への取り組み方針につ

いて

①推進体制について

②取り組み方針について

③民間のノウハウ・資金を活用した民間との連携方法につい

　て

④中心市街地活性化計画への位置付けについて

(2)駅前ショッピングセンタービルの経営方針について

①空床対策について

②建物の維持管理について

③事業収支見通しについて

平成３０年米子市議会　３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月８日(木)

米子駅周辺活性化の取り組み方針について
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発言順 氏　　　名
【呼称名】

平成３０年米子市議会　３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月８日(木)

3 杉　谷　第士郎 (3)伊木市長が目指す、米子駅周辺活性化のあり方について

【コモンズ】 ①米子駅周辺活性化をどう捉えるか

②米子駅周辺活性化で、何を目指すのか

２伊木市長が描く「住んで楽しい街」の将来像について

4 土　光　　　均 １島根原子力発電所について

【希望】 (1)中国電力と結んでいる安全協定の改定の必要性についての

認識を問う

(2)就任以来、改定について中国電力とどのようなやりとりを

してきたか

(3)この間の中国電力の３号機の新規制基準適合性審査請求の

動きに関して市長の見解を問う

２淀江産業廃棄物処分場建設計画について

(1)２月２３日に開かれた専門家会議を米子市としてどのよう

に評価するか

(2)次期一般廃棄物最終処分場についての検討状況、進捗状況

について、また米子市のそれに対しての姿勢について問う

(3)県内においての産業廃棄物管理型最終処分場の整備の緊急

性について問う
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