
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

６月１５日(月) 10:00 1 稲　田　　　清 【蒼生会】

2 矢田貝　香　織 【公明党議員団】

3 戸　田　隆　次 【政英会】

4 奥　岩　浩　基 【蒼生会】

5 安　達　卓　是 【信風】

6 岡　村　英　治 【日本共産党米子市議団】

６月１６日(火) 10:00 7 岡　田　啓　介 【政英会】

8 前　原　　　茂 【公明党議員団】

9 田　村　謙　介 【蒼生会】

10 伊　藤　ひろえ 【信風】

11 土　光　　　均 【よなご・未来】

12 又　野　史　朗 【日本共産党米子市議団】

６月１８日(木) 10:00 13 石　橋　佳　枝 【日本共産党米子市議団】

14 今　城　雅　子 【公明党議員団】

15 国　頭　　　靖 【よなご・未来】

16 遠　藤　　　通 【一院クラブ】

令和２年米子市議会　６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 稲　田　　　清 １教育環境の充実について

【蒼生会】 (1)ＧＩＧＡスクール構想の推進について

(2)学びの保障について

２指定管理者制度と市民サービスについて

(1)指定管理者制度のあり方について

(2)市民サービスの向上について

３スポーツ振興について

(1)スポーツ施設の利用促進について

(2)「スポーツ障害」への対策について

(3)弓ヶ浜サイクリングロードの活用について

2 矢田貝　香　織 １生活基盤である住まいの支援について

【公明党議員団】 (1)新型コロナ感染症の影響で生活が困窮している方への支援の

連携について

(2)新型コロナ感染症に関係する住まいへの支援策について

(3)生活保護制度における住宅扶助費の代理納付について

２医療的ケア児の支援について

(1)医療的ケア児の「学びの場」について

(2)支援の引継ぎとコーディネートについて

(3)看護師確保と支援体制について

3 戸　田　隆　次 １新型コロナウイルス対策に係る保育料の一部無料化について

【政英会】 (1)ひとり親家庭等低所得者層に対する支援について

(2)保育料の一部無料化実施について

２旧日野橋について

(1)旧日野橋の現状について

(2)旧日野橋の解体撤去について

(3)新大橋の建設整備について

３上・下水道事業の統合について

(1)上・下水道事業の経営状況について

(2)両事業の統合について

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

令和２年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

６月１５日(月)
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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２年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

６月１５日(月)

4 奥　岩　浩　基 １ウィズコロナ社会について

【蒼生会】 (1)職員・学校職員の災害時業務について

(2)感染症対応の業務の増加について

(3)感染予防とスポーツ大会・集団イベント等について

２スーパーシティについて

(1)令和２年度の前倒し分の市のＩＣＴ化について

(2)災害時の有用性について

(3)人口減少社会とスーパーシティについて

(4)Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０社会実現へ向けたスーパーシティ構想

について

３メディアリテラシーと広報について

(1)デマ情報・フェイクニュース等に対する市の対応について

(2)コロナ対応での市の広報の工夫について

(3)広報ツールの工夫について

5 安　達　卓　是 １高齢者福祉の施策について

【信風】 (1)移動困難者の実情と具体的な施策について

①買い物困難者対応について

②医療受診者対応について

③包括的なサービスの実施について

２障がい者への生活支援について

(1)新型コロナ禍による就労支援事業所などへの影響について

(2)ひきこもり対応とサービス支援について

①ひきこもりの現状と家族支援について

３ヌカカ（干拓虫）対策について

(1)発生状況と被害の状況について

(2)解決に向けた取り組みと事業内容について

6 岡　村　英　治 １子どもの利益最優先の教育・保育環境に

 【日本共産党 (1)拙速な「９月入学制」導入でなく、学びの環境の整備を

　 米子市議団】 (2)学校給食の無償化、就学援助の充実を

(3)「無園児」の実態と対策

２気候変動対策に本腰を

(1)頻発する異常気象をどうとらえるか

(2)自治体でできる取り組み



- 3 -

午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

7 岡　田　啓　介 １新型コロナウイルス感染症について

【政英会】 (1)現在の鳥取県及び米子市での感染、検査状況について

(2)令和２年度の税収、国保に対する影響について

(3)今後の市民生活への影響について

(4)市役所におけるテレワーク、在宅勤務について

(5)東京一極集中是正について

２現在の経済政策について

(1)現在の米子市の経済状況について

(2)今行われている施策と効果について

(3)今後の経済政策への考え方について

8 前　原　　　茂 １コロナ禍における外国人・高齢者支援について

【公明党議員団】 (1)外国人への支援状況について

(2)高齢者への支援状況について

２コロナ禍における農業支援について

(1)畜産農家の状況について

(2)花卉生産者の状況と支援について

３ヌカカ対策について

(1)今年度の発生状況について

(2)モデル事業の取り組み状況について

9 田　村　謙　介 １米子城跡の復元と街づくりについて・３

【蒼生会】 (1)史跡復元物件に対する保全管理について

(2)米子城跡整備基本計画の現状と今後の動きについて

(3)コロナウイルス流行の影響について

(4)健康増進の観点での米子城跡の活用について

(5)プロジェクションマッピング実施の準備状況について

２市民に寄り添った動物愛護施策について

(1)改正動物愛護法に対する本市の取り組みについて

(2)多頭飼育の状況について

(3)行方不明動物への対策について

(4)狂犬病予防注射の実施状況について

(5)未実施者への勧奨策について

令和２年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１６日(火)
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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２年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１６日(火)

10 伊　藤　ひろえ １生活困窮者自立支援制度について

【信風】 (1)事業内容とその必要性について

(2)窓口の明確化について

２こども食堂について

(1)市の位置付けについて

(2)今後の展開について

３ひといちばい敏感な子（ＨＳＣ）について

(1)認識と理解について

(2)対応について

11 土　光　　　均 １島根原発について

【よなご・未来】 (1)中国電力による巡視虚偽報告について

２淀江産業廃棄物処分場建設計画について

(1)計画地の埋蔵文化財調査について

(2)地下水調査について

３新型コロナウイルス対策について

(1)対策本部会議について

(2)小中学校休業について

(3)小中学校現場における感染予防対策について

(4)文化芸術活動について

12 又　野　史　朗 １新型コロナウイルス対策と今後の市政

 【日本共産党 (1)事業者支援について

　 米子市議団】 (2)特別定額給付金事業について

(3)学力テストについて

(4)保育所、学校の統廃合について

２産業廃棄物処分場建設計画の中止を求めて

(1)開発協定について

(2)産業廃棄物処分場の基本合意について
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午前10時開議

発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

13 石　橋　佳　枝 １ごみの減量化と環境や健康を守るごみ処理を求める

 【日本共産党 (1) 米子市のこれまでのごみ処理について、成果と課題は何か

　 米子市議団】 (2) 西部広域の一般廃棄物処理施設基本構想について

(3) 米子市の家庭ごみの収集体制について

(4) ごみ袋代の引き下げを

２ヌカカ対策について

(1) ヌカカ対策モデル事業の内容について

(2) モデル事業の検証結果を踏まえた被害地域全域での実施につ

いて

14 今　城　雅　子 １安心・安全なまちづくりについて

【公明党議員団】 (1) 新型コロナウイルス感染拡大防止と災害時の対策について

(2) 今後の避難所等の対策と準備について

２新型コロナウイルス禍での健康対策等について

(1) 本市主催の健康対策イベント等の中止・延期について

(2) 中止・延期となった介護予防等の今後の対応について

(3) 中止・延期となった子育て支援等の今後の対応について

(4) 中止・延期となった予防接種等の今後の対応について

３空き家対策について

(1) 特定空き家等の認定基準について

(2) 特定空家等除却支援事業の拡充について

15 国　頭　　　靖 １市のコロナ対策について

【よなご・未来】 (1) 現在までの取り組み、課題について

(2) 今後の対策について

16 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) 行政情報（事業計画）の公開と説明責任について

①令和２年３月３０日付の懲戒処分申立て（回答）について

(2) 米子市糀町庁舎整備事業（案）について

①事業の目的効果と事務の必然性について

②共同施設の事業執行と財産管理について

③ＰＦＩ事業の選択と財政効果について

④施策の優先性と債務負担行為について

令和２年米子市議会　６月定例会　各個質問一覧表

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

６月１８日(木)
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