
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

３月２日(月) 代表質問者 前　原　　　茂 【公明党議員団】

関連質問者 1 矢田貝　香　織

2 今　城　雅　子

3 安　田　　　篤

３月３日（火） 代表質問者 土　光　　　均 【よなご・未来】

関連質問者 1 国　頭　　　靖

2 西　川　章　三

3 矢　倉　　　強

３月４日（水） 代表質問者 伊　藤　ひろえ 【信風】

関連質問者 1 安　達　卓　是

2 中　田　利　幸

３月６日（金） 代表質問者 又　野　史　朗 【日本共産党米子市議団】

関連質問者 1 石　橋　佳　枝

2 岡　村　英　治

３月９日（月） 代表質問者 門　脇　一　男 【蒼生会】

関連質問者 1 岩　﨑　康　朗

2 奥　岩　浩　基

3 田　村　謙　介

4 稲　田　　　清

5 三　鴨　秀　文

6 尾　沢　三　夫

３月１１日(水) 各個質問者 1 戸　田　隆　次 【政英会】

2 岡　田　啓　介 【政英会】

3 遠　藤　　　通 【一院クラブ】

質問日

令和２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

議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【代表質問者・会派名：　前原　茂　・公明党議員団】

1 新型コロナウイルスについて

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

32

33

工業用地について

インバウンド対策について

農業振興について

皆生温泉開発１００周年を記念した取り組みについて

米子駅周辺エリアの活性化について

認知症施策の推進について

市民後見人について

がん検診について

ワクチン接種による健康対策について

医療的ケア児とその家族への適切な支援について

一般廃棄物処理施設の整備方針について

子ども食堂の役割と活動支援について

住宅支援のあり方について

ひきこもり支援について

切れ目のない総合相談支援体制について

ヌカカ対策について

動物愛護について

市民サービスの向上について

マイナンバーカードの普及促進について

産業廃棄物最終処分場の建設問題について

移住定住施策について

地域公共交通政策について

自治会加入率の促進について

ＬＧＢＴ（性的マイノリティ）への支援について

健康寿命の延伸対策について

原子力災害の避難訓練について

公共施設のトイレ整備について

公共施設のバリアフリー化について

市役所庁舎再編の考え方と将来像への取り組みについて

障がいのある人の社会参加について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月２日(月)

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問

市長の目指すまちづくりについて

安心・安全なまちづくりについて

1
議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

34

35

36

37

38

39

40

41

防災教育について

がん教育について

教育機会の確保について

公園の管理について

通学路の安全対策について

下水道事業について

期日前投票所について

プログラミング教育必須化への対応について

2
議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【会派名：公明党議員団】

発言順 氏　　　名

1 矢田貝　香　織 １包括的な相談支援について

(1)切れ目のない総合相談について

(2)自立相談支援の充実について

(3)ひきこもり支援について

２

(1)アウトリーチの支援体制について

(2)認知症施策の充実について

2 今　城　雅　子 １

(1)地区防災計画への支援体制について

(2)災害時の情報伝達について

(3)災害時のトイレ対策について

(4)防災マップの活用とマイ・タイムラインの推進について

２ワクチン接種による健康対策について

(1)ロタウイルスワクチンの定期接種化について

(2)子宮頸がんワクチン接種について

(3)風しんの追加的対策について

３教育機会の確保について

(1)フリースクールへの支援について

3 安　田　　　篤 １

(1)「自治会運営の手引き」の活用状況について

(2)自治会加入相談窓口の開設について

(3)具体的な方策と数値目標について

２

(1)市民の方への周知方法について

(2)出張申請の受付について

(3)マイキープラットフォームの活用について

(4)スマート窓口システム構築事業について

３工業用地整備について

(1)工業用地の完売について

(2)新たな工業用地の確保について

４

(1)現在の検討状況について

(2)詳細設計の状況について

令和２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２日(月)

地域共生社会の実現に向けた取り組みについて

米子駅周辺エリアの活性化について

安心・安全なまちづくりについて

自治会加入率の促進について

マイナンバーカードの普及促進について

3 議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【代表質問者・会派名：　土光　　均　・よなご・未来】

1

(1)

2

(1) 国のエネルギー政策について

(2) 現在の避難計画の実効性について

(3) 中国電力との安全協定の事故時の補償について

3

(1) この処分場建設の必要性、緊急性について

(2) いわゆる迷惑施設の建設に関して、米子市の基本的な考え方について

(3) 県が実施している地下水調査についての米子市の見解について

4

(1) 合併してから１５年の区切りの年において、地域住民の評価とそれを反映した今

後の施策について

5

(1) これまでの保護者や地元住民への対応について

(2) 今後この計画を進めるに当たって、保護者や地元住民や現場の保育士の提案・意

見・要望について

6

(1) 公開制度の適正な運用について

(2) この制度の現時点での課題について

7

(1) この制度の施行に向けた留意事項について、昨年１２月国の考え方が示されてい

る。これに関し、米子市の考え方と対応方針について

8

(1) ２０１８年に「同性パートナーシップの承認制度の導入に向けた協議開始を求め

る陳情」が採択されたが、これまでの対応状況と今後の予定について

9

(1) 上水道と下水道との統合について

10

(1) 中海の水質保全対策について

(2) 水害対策について

11

(1) 地方創生（米子版）実現のための市長のビジョンについて

会計年度任用職員制度について

同性パートナーシップ承認制度について

上水道、下水道について

中海を取り巻く課題について

市長の政治姿勢について

淀江管理型産廃処分場計画について

旧淀江町と旧米子市との合併について

淀江・宇田川保育園統合建て替えについて

地方自治における直接民主制と間接民主制の考え方について

公文書公開制度について

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月３日（火）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

地方自治のあり方について

島根原子力発電所について

4
議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

12

(1) 英語の必修化に伴う今後の取り組みについて

13

(1) 現在の組織率と市からの業務依頼内容について

14

(1) 施策の実施に当たり、市民の考えや要望をどのように把握し、取り入れていくの

15

(1) 完成予定について

小学校における英語教育について

自治会について

公共交通について

市道安倍三柳線について

かについて

5
議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【会派名:よなご・未来】

発言順 氏　　　名

1 国　頭　　　靖 １市の教育施策について

(1)現在の取り組みについて

(2)今後の取り組みについて

２市の自治会への対応について

(1)現在の対応について、課題について

(2)今後の対応について

３市の公共交通について

(1)現在の状況把握について

(2)今後の施策について

４市道安倍三柳線について

(1)現在の状況について

(2)今後の計画について

2 西　川　章　三 １上・下水道統合について

(1)下水道について

①１０年間の事業会計の見通し

②財源・資金不足の対応

③ストックマネジメント計画

④公費・私費の検討と値上げについて

⑤効率化と経費の縮減の考え方

⑥統合の必要性

(2)上水道について

①１０年間の事業会計の見通し

②今までの料金値上げと今後の値上げについて

③効率化と経費の縮減の考え方

④統合の必要性

3 矢　倉　　　強 １中海を取り巻く課題について

(1)中海の水質保全対策について

(2)水害対策について

２市長の政治姿勢について

(1)地方創生（米子版）実現のための市長のビジョンについて

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月３日（火）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

6
議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【代表質問者・会派名：　伊藤　ひろえ　・信風】

1

(1)

(2) 財政のバランスについて

2

(1)

(2) 今後の公営住宅のあり方について

3

(1) 農業政策について

4

(1) 健康増進に関する施策について

(2) 障がい者の自立支援について

5

(1) 子育ち・子育て支援について

(2) ひとり一人の学びの保障について

6

(1) 職員の人権意識について

(2) 子どもの人権について

公共交通とまちづくりについて

経済の活性化について

健康・福祉政策の推進について

子育て・教育施策の充実について

人権施策の推進について

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月４日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢について

まちづくりについて

人口減少社会に対する考え方について

7
議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

1 安　達　卓　是 １障がいのある方への自立支援について

(1)就労支援について

①就労定着化の取り組みについて

(2)障害者優先調達推進法の取り組みについて

①現状と課題について

②施設外就労について

(3)地域活動支援センターについて

２

(1)後継者育成について

①営農体制と地域連携について

②新規作物及び新たな取り組みについて

2 中　田　利　幸 １

(1)弓浜部における公共交通の現状と課題について

(2)まちづくりにおける地域の生活基盤について

(3)持続可能な公共交通とまちづくりについて

２病児・病後児保育について

(1)本市の病児・病後児保育の現状と課題について

(2)今後の取り組みについて

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月４日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

ＪＲ境線・バス路線とまちづくりについて

農業政策について

8
議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【代表質問者・会派名：　又野　史朗　・日本共産党米子市議団】

1

(1)

(2)

(3)

(4) 生活を苦しくし地方経済を衰退させた消費税増税

2

(1)

(2)

(3)

(4) 介護労働者の処遇改善を

3

(1)

(2) 利用者の立場に立った介護保険制度へ

4

(1)

(2) 保育所・学校での安心安全な給食について

(3)

5

(1)

6

(1)

7

(1)

(2)

(3) 中海再生のために

8

(1)

(2)

9

(1)

(2) 地元の農林水産業を守るために

米子市の経済・産業を持続可能なものに

民営化の問題点

地域循環型経済で米子の活性化を

利用しやすい医療・介護に向けて

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月６日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

住民が主人公の政治へ

働きやすい米子の実現のために

疑惑の徹底究明を求めて

最低賃金を引き上げ全国一律に

非核平和都市宣言をしている米子市として

多くの国民の意に反する憲法９条改定

元気に働ける職場環境づくり

教職員の一年単位の変形労働時間制について

原発ゼロにし、再生可能エネルギーへの転換を

市民ニーズに応える市営住宅を

国民健康保険の負担軽減のために

保育所・学校の統廃合について

ジェンダー平等について

想定外の自然災害への対応について

産業廃棄物処分場建設計画の中止を求めて

子どもたちの健やかな成長のために

だれ一人取り残さない社会へ

市民の命・健康・財産を守る

環境を守り安心して住める米子市へ

小中学校でのパソコン・タブレット導入について

公共サービスは公の責任で

9 議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【会派名：日本共産党米子市議団】

発言順 氏　　　名

1 石　橋　佳　枝 １島根原発２号機の再稼働、３号機の新規稼働は中止を求めること

(1)島根原発は稼働させず廃炉を求めること

(2)立地市松江と同等の安全協定を強く求めること

(3)新規制基準による審査状況とサイトバンカ施設の巡視怠りに

ついての市民説明会を中国電力に求めること

２

(1)「激甚災害頻発の時代」に対する認識を伺う

(2)住民参加で綿密な防災計画・避難計画を立てること、また対

策を強化すること

(3)災害対応のため市職員の体制を強化すること

３

(1)第８期（２０２１～２０２３年度）の介護保険料の引き下げ

を

(2)利用料本人負担の原則１割を厳守すること

(3)要介護１、２の総合事業への移行など、これ以上の給付削減

や利用抑制をしないこと

2 岡　村　英　治 １

(1)１０％への増税による地域社会への影響

(2)政府による増税対策の効果の検証

(3)インボイス制度の地域経済に及ぼす影響

２学校の小中一貫・統廃合と保育所の統廃合・民営化

(1)学校の小中一貫・統廃合と公共施設等総合管理計画

(2)淀江・宇田川保育園を皮切りとした保育所の統廃合・民営化

３ジェンダー平等社会の実現めざして

(1)ジェンダー平等についての市長の認識

(2)米子市としてできる取り組み

 

消費税を５％に戻して景気回復を

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月６日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

激甚災害頻発の時代、防災計画・対策の強化を急ぐこと

介護保険の改悪は中止し、抜本改正を求めること

10 議会配布資料から作成：日本共産党米子市議団



【代表質問者・会派名：　門脇　一男　・蒼生会】

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

33

地域防災力の向上について

企業誘致の推進と工業誘致の確保について

消防団の充実強化について

米子城跡整備事業について

国際交流事業について

観光施策の推進について

地域経済の活性化について

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月９日（月）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢について

令和２年度予算編成方針について

農業振興策について

農業分野における国家戦略特区について

スポーツ振興について

新体育館の建築構想について

米子市総合計画（米子市まちづくりビジョン）について

拉致被害者の早期の帰国実現を目指した取り組みについて

米子市公共施設等総合管理計画及び個別施設計画について

米子市役所庁舎再編について

米子駅周辺の一体整備について

ウォーカブル推進都市構想について

シティプロモーションの推進について

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に向けた取り組みについて

中心市街地の活性化について

空き家対策について

広域的な交通基盤の整備運営について

地域公共交通体系の確立について

中海・錦海かわまちづくり計画について

介護予防の推進と健康寿命の延伸について

体育施設の管理運営について

産業廃棄物最終処分場建設計画について

淀江振興本部の今後のあり方について

公民館を拠点とした地域づくりについて

地域福祉活動の推進について

市道新設改良事業の推進について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

34

35

36

37

38

39

40

41 持続可能な下水道事業運営と生活排水対策について

子育て環境の充実について

教育環境の充実について

水道事業の効率化、健全化について

認知症対策について

手話言語の理解促進と普及について

小学校の統廃合について

ふるさと教育の実践と成果について
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

1 岩　﨑　康　朗 １広域的な交通基盤の整備促進について

(1)米子・境港間を結ぶ高規格幹線道路の早期事業化について

(2)中国横断自動車道岡山米子線の４車線化の早期実現について

(3)中海架橋の整備に向けた連携の促進について

(4)中国横断新幹線（伯備新幹線）及び山陰新幹線の整備促進に

ついて

(5)米子空港利用者数の増加及び米子空港発着路線の充実につい

て

２公民館を拠点とした地域づくりについて

(1)地域住民が継続して主体的に活動できる公民館のあり方につ

いて

(2)地域コミュニティの充実強化とそれを支える活動拠点の体制

整備について

(3)環境問題や防災・防犯などの様々な地域課題への対応につい

て

３地域福祉活動の推進について

(1)次世代につなぐ地域共生社会の実現と体制整備について

(2)地域福祉活動の担い手の確保と育成について

2 奥　岩　浩　基 １Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に向けた取り組みについて

(1)令和２年度の取り組みについて

(2)市内の５Ｇ化について

(3)市役所業務・サービスのＩＣＴ化について

(4)Ｍａａｓについて

(5)教育・人材育成について

２シティプロモーションの推進について

(1)現在までの取り組みについて

(2)シティプロモーション推進室の内訳について

(3)各課との連携について

①ＳＮＳを利用した取り組みについて

②ＵＩＪターン促進の効果について

③企業誘致との連携について

(4)ＰＤＣＡサイクルにおける分析とターゲティングについて

(5)令和２年度の取り組みについて

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月９日（月）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月９日（月）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

3 田　村　謙　介 １国際交流事業について

(1)米子市の国際交流事業（現状と課題）について

(2)多文化理解講座の成果について

(3)人権施策との整合性について

(4)在住外国人による市政参加について

(5)豪州ゴールドコーストと市との民間交流について

(6)国際交流員の多国籍化について

２米子城跡整備事業について

(1)米子城跡復元整備についての考え方について

(2)民有地の取得と整備の手法について

(3)暫定駐車場の整備効果について

(4)整備事業を見せながら進捗させることについて

(5)土塁開削後の球場地利活用について

4 稲　田　　　清 １中心市街地の活性化について

(1)米子市中心市街地活性化基本計画（新計画）について

２地域防災力の向上について

(1)自主防災組織の活動と防災資機材の充実について

３スポーツ振興について

(1)ワールドマスターズゲームズへの取り組みについて

(2)自転車を活用した取り組みについて

４教育環境の充実について

(1)外国語（英語）教育について

(2)ＧＩＧＡスクール構想の実現について

(3)フリースクールについて

(4)コミュニティスクールについて

５子育て環境の充実について

(1)第２期米子市子ども・子育て支援事業計画について

(2)子どもの福祉と障がい児支援にかかる事業について
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

令和２年米子市議会　３月定例会　代表質問に係る関連質問

３月９日（月）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

5 三　鴨　秀　文 １地域経済の活性化について

(1)地域資源とふるさと納税の活用について

(2)中小企業振興条例の役割について

２淀江振興本部の今後のあり方について

(1)課題の整理と振興に向けての方向性について

(2)県及び周辺町村との連携について

6 尾　沢　三　夫 １ふるさと教育の実践と成果について

(1)小学校校外学習においての本市の歴史的施設の活用について

(2)ふるさと読本の活用状況について
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発言順 氏　　　名
【呼称名】

1 戸　田　隆　次 １上・下水道の今後の運営について

【政英会】 (1)上・下水道の経営状況について

(2)上・下水道の経営統合について

２

(1)インバウンド対策・皆生温泉開設１００年について

(2)皆生温泉ゲートについて

３

(1)米子城跡整備公園について

(2)桜の木オーナー制度について

(3)将来都市創造に係るグランドデザイン化（可視化）について

４

(1)米子市が誘致する企業の受発注に係る協定書の締結について

2 岡　田　啓　介 １

【政英会】 ２

３

４

3 遠　藤　　　通 １

【一院クラブ】 (1)新本庁舎の建設計画とプロセスについて

(2)第二庁舎の廃止と改築計画について

(3)県・市の共同施設事業（糀町事務所）について

２

(1)令和２年度の史跡整備事業について

(2)史跡追加指定について

(3)鳥大医のキャンパス用地について

３

(1)施設（館）の活用計画について

(2)市文化財の市民意見を募ることについて

(3)博物館（ふるさと館）の建設計画について

都市計画道路について

史跡整備事業と鳥大医のキャンパス用地について

米子市が誘致する企業の受発注（地場産業への）促進について

令和２年米子市議会　３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１１日(水)

観光行政について

都市公園等について

山陰歴史館の市文化財と整備計画について

「庁舎再編ビジョン」と市長の政治姿勢について

旧日野橋について

中心市街地と郊外を結ぶまちづくりについて

伊木市政の集大成について
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