
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

９月５日(木) 10:00 1 戸　田　隆　次 【政英会】

2 門　脇　一　男 【政英会】

3 稲　田　　　清 【政英会】

4 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

5 岩　﨑　康　朗 【政英会】

6 安　達　卓　是 【信風】

９月６日(金) 10:00 7 伊　藤　ひろえ 【信風】

8 奥　岩　浩　基 【政英会】

9 安　田　　　篤 【公明党議員団】

10 前　原　　　茂 【公明党議員団】

11 岡　田　啓　介 【政英会】

12 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

９月１０日(火) 10:00 13 三　鴨　秀　文 【政英会】

14 又　野　史　朗 【日本共産党米子市議団】

15 中　田　利　幸 【信風】

16 石　橋　佳　枝 【日本共産党米子市議団】

17 今　城　雅　子 【公明党議員団】

18 田　村　謙　介 【政英会】

９月１１日(水) 10:00 19 矢　倉　　　強 【よなご・未来】

20 土　光　　　均 【よなご・未来】

21 国　頭　　　靖 【よなご・未来】

22 遠　藤　　　通 【一院クラブ】

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問割当表

質問日 開議時刻
質問者
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 戸　田　隆　次 １米子市の都市創造について

【政英会】 (1)米子～境港間の高速道路について

(2)米子駅周辺の整備について

(3)西部総合事務所棟の整備について

(4)米子市民体育館について

２国民健康保険料について

(1)国民健康保険料賦課の現状について

(2)賦課に係る資産割額の撤廃について

３米子市地域おこし協力隊について

(1)米子市地域おこし協力隊の実績について

(2)同事業に係る今後の方針について

４保育料の見直し等について

(1)保育料見直しの拡充について

(2)子ども・子育て支援の方向性について

2 門　脇　一　男 １農業を取り巻く諸課題について

【政英会】 (1)新規就農者の支援について

(2)農地中間管理事業について

(3)人・農地プランの活用について

(4)荒廃農地対策について

①荒廃農地の面積推移について

②洋芝の作付け状況について

③薬用作物の栽培について

④農業以外の利活用について

⑤ヌカカ対策について

(5)市民農園の利用状況について

(6)スマート農業の導入促進について

3 稲　田　　　清 １総合政策部にかかる各施策について

【政英会】 (1)平成３０年度「部（局）の運営状況の検証と総括」および

令和元年度「部（局）の重点課題と目標」について

(2)共管となった都市創造課および地域振興課の動きについて

(3)米子市まちづくりビジョン（総合計画、総合戦略）について

(4)都市計画マスタープランについて

２市庁舎の在り方と米子市役所庁舎再編ビジョンについて

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

９月５日(木)
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

９月５日(木)

3 稲　田　　　清 (1)米子市本庁舎の駐車場について

【政英会】 (2)米子市役所庁舎再編ビジョンについて

３教育行政について

(1)啓成小学校校舎等改築等工事について

(2)英語教育について

4 矢田貝　香　織 １災害備蓄品の充実と活用について

【公明党議員団】 (1)本市の災害時備蓄品の現状

(2)災害備蓄品の保管・管理と活用

２地域包括支援センターと地域共生社会について

(1)地域包括支援センターの機能充実

(2)地域共生社会の実現に向けた地域包括支援センターの役割り

３認知症の「予防」と「共生」の施策充実について

(1)認知症の早期発見と早期対応

(2)認知症に関する理解促進

5 岩　﨑　康　朗 １米子市下水道事業包括的民間委託について

【政英会】 (1)下水道事業包括的民間委託の現状について

(2)下水道事業包括的民間委託の課題認識について

２米子市のスポーツ振興について

(1)スポーツ振興策と課題認識について

(2)弓ヶ浜サイクリングコースの状況について

(3)オリンピック合宿地誘致の現状と課題について

(4)パラスポーツ振興の可能性について

6 安　達　卓　是 １障がいのある方に係る福祉サービスの充実について

【信風】 (1)総合相談支援の充実を図るサービス等利用計画書策定事業に

ついて

①米子市、圏域の利用者へのサービス提供の実績について

②課題の解決について

(2)障害年金に係るサービス提供について

２会計年度任用職員制度について

(1)会計年度任用職員の処遇改善について

３地域農業の振興策について

(1)農業産出額にみる米子市農業施策について

①水田、野菜、果樹、花き等の生産推進の取り組みについて

②荒廃農地対策の取り組みについて



- 3 -

午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 伊　藤　ひろえ １学校図書について

【信風】 (1)学校図書館の位置付けと機能・役割について

(2)これからの学校図書館に求められる課題について

(3)学校司書の資質向上について

２ひきこもり支援について

(1)現状と課題について

(2)県との連携について

３女性消防団の活性化について

(1)防災分野における女性の人材育成について

(2)全国女性消防団活性化大会の参加について

8 奥　岩　浩　基 １人口減少と持続可能社会について

【政英会】 (1)人口減少の現状と取り組みについて

(2)持続可能な米子市への取り組みについて

(3)持続可能な財政基盤について

(4)上下水道の今後について

２業務効率化について

(1)業務効率化チームの推進状況について

(2)ＩＣＴ化における窓口対応のサービス向上について

３インバウンド誘客の推進について

(1)市内の外国人宿泊客数について

(2)市内の多言語対応について

４ドライブレコーダー取り付けについて

５ＵＤ化について

(1)市内のＵＤ施設について

(2)交通のＵＤ化について

9 安　田　　　篤 １マイナンバーカードの普及促進について

【公明党議員団】 (1)マイナンバーカードの交付率について

(2)コンビニエンスストアでの交付枚数について

(3)窓口対応の取り組みについて

(4)経費の補助についての要件について

(5)申請用のブースの設置について

(6)広報について

(7)マイキープラットフォームの活用について

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月６日(金)
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月６日(金)

9 安　田　　　篤 (8)マイキーＩＤの取得支援について

【公明党議員団】 ２都市公園等への防犯カメラの設置について

(1)現在の設置状況について

(2)大阪方式の導入について

(3)肖像権やプライバシーの保護について

(4)ガイドラインの運用について

10 前　原　　　茂 １投票率向上について

【公明党議員団】 (1)参議院選挙の投票率について

(2)若者の投票率向上について

２災害時の情報伝達について

(1)防災行政無線について

(2)防災ラジオについて

３スマート農業について

(1)本市の検討状況について

11 岡　田　啓　介 １中心市街地活性化について

【政英会】 (1)現在の民間企業の取組状況について

(2)本市の取組状況について

２公共施設管理状況について

(1)弓ヶ浜公園の現況について

(2)淀江球場の現況について

３合併処理浄化槽設置状況について

(1)今年度の進捗状況について

４公立保育所統合計画について

(1)現在の計画進捗状況について

12 岡　村　英　治 １安心して放課後を過ごせる学童保育に

【日本共産党 (1)なかよし学級指導員の処遇

米子市議団】 (2)指導員の配置状況

(3)処遇改善事業・キャリアアップ処遇改善事業

(4)施設環境の整備

２ごみの減量化の具体的推進を

(1)ごみ排出量の推移

(2)事業系可燃ごみ減量化の取り組み
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月６日(金)

12 岡　村　英　治 ３投票率の向上について

【日本共産党 (1)近年の国政選挙投票率の推移

米子市議団】 (2)投票率向上への取り組み

(3)小中学校での主権者教育の実際

４小学校卒業式の袴着用を考える

(1)小学校卒業式での袴着用の実態

(2)卒業生の服装についての指導は？
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 三　鴨　秀　文 １地域後見の推進について

【政英会】 (1)現状と課題について

(2)今後の取り組みと体制の整備について

２公文書管理と情報公開について

(1)制度の適正な運用について

(2)条例等の整備について

14 又　野　史　朗 １産業廃棄物処分場建設計画について

【日本共産党 (1)市有地利用の容認について

　 米子市議団】 ２公立保育所の統合民営化問題

(1)統合した後の子どもの減少の対応について

３通学路等の安全確保について

(1)通学路安全点検、防犯危険個所の対策

４教職員の働き方改革

(1)残業時間短縮の取り組み

15 中　田　利　幸 １小・中学校におけるエアコン設置について

【信風】 (1)現在までの設置状況について

(2)今後の設置見通しについて

２ヌカカ対策について

(1)今年のヌカカ発生と被害状況について

(2)発生および対策の研究成果について

(3)ヌカカ対策の進め方について

３体育施設の整備について

(1)施設の管理・運営状況について

(2)米子市民体育館の整備について

16 石　橋　佳　枝 １公立保育所の統廃合・民営化、こども園化は中止を

【日本共産党 (1)統廃合により地域の過疎化が更に進む

　 米子市議団】 (2)待機児の解消は公立保育所の定数を増やして

(3)真の無償化を求める

(4)市民の意見を真摯に聴く姿勢を

２島根原発の再稼働・新規稼働は認められない

(1)９年目の福島の現実を受け止めて

(2)原子力防災避難計画は有効か

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１０日(火)



- 7 -

午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１０日(火)

16 石　橋　佳　枝 ３１０月からの消費税１０％への増税に反対を

【日本共産党 (1)収入のない人にもかかる消費税は不平等な税制

　 米子市議団】 (2)米子の経済を落ち込ませる消費税１０％への増税

17 今　城　雅　子 １災害に強いまちづくりについて

【公明党議員団】 (1)台風１０号接近に伴う本市の対応状況について

(2)災害時のトイレの確保に対する基本的考え方について

(3)災害派遣トイレネットワークプロジェクトについて

２支え合いによるまちづくりについて

(1)高齢者のごみ出し支援について

18 田　村　謙　介 １米子城跡の復元と街づくりについて

【政英会】 (1)米子城跡に関する市民要望について

(2)整備基本計画と保存活用計画の整合性について

(3)整備事業開始時期について

(4)キックオフ事業について

(5)整備優先順位の再検討について

(6)整備スケジュールの進捗管理について

(7)ナイトタイムエコノミーの導線化について

(8)手すり、石灯篭の設置について

(9)だんだんバスのルート化について

(10)整備事業への市民参画について

(11)経済効果の試算について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

19 矢　倉　　　強 １米子市の特性を踏まえたあるべき都市づくりについて

【よなご・未来】 (1)地方行政体制

(2)マスタープラン

(3)市庁舎問題

(4)淀江産廃

２米子市と地域団体との連携のあり方について

(1)ＮＰＯ法人やボランティア団体の育成状況

(2)自治会と諸事業の連携の見直しについて

20 土　光　　　均 １淀江産業廃棄物処分場建設計画について

【よなご・未来】 (1)２０１９年６月１４日に提出された淀江産業廃棄物処分場計

画に関しての住民監査請求の却下について

(2)米子市の産廃計画用地内の市有地の環境管理事業センターへ

の利用承諾について

21 国　頭　　　靖 １中海架橋への取り組みについて

【よなご・未来】 (1)現在の状況について

(2)今後の取り組みについて

２市の公園管理について

(1)現在の状況について

(2)今後の取り組みについて

22 遠　藤　　　通 １市政運営と市長の政治姿勢について

【一院クラブ】 (1)米子市役所「庁舎再編ビジョン」について

①「庁舎再編ビジョン」と市民共同について

②本庁舎移転の「想定」計画について

③県・市の新棟建設事業について

④第二庁舎・旧庁舎の廃止問題について

⑤ふれあいの里の大改修問題について

⑥山陰歴史館の施設機能の見直しについて

(2)米子・境港間の高速道路構想について

①構想の経緯と現状について

②事業主体と事業効果について

③ルートの構想と住民同意について

④中海架橋の構想と経緯について

令和元年米子市議会　９月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

９月１１日(水)
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