
発言順 氏  名 会派名又は呼称名

３月２日(水) 代表質問者 安　達　卓　是 【信風】

関連質問者 1 伊　藤　ひろえ

2 中　田　利　幸

３月３日（木） 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４日（金） 代表質問者 田　村　謙　介 【蒼生会】

関連質問者 1 奥　岩　浩　基

2 三　鴨　秀　文

3 稲　田　　　清

4 渡　辺　穣　爾

5 門　脇　一　男

6 森　谷　　　司

7 尾　沢　三　夫

３月８日（火） 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９日（水） 代表質問者 土　光　　　均 【よなご・未来】

関連質問者 1 矢　倉　　　強

2 国　頭　　　靖

３月１０日(木) 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４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
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【代表質問者・会派名：　安達　卓是　・信風】

1

(1)

(2)

2

(1)

(2)

(3)

3

(1)

(2)

4

(1)

(2)

5

(1)

(2)

6

(1) あらゆる差別解消に向けてその取組について

令和４年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月２日(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢と政策方針について

まちづくり政策について

政治姿勢と政策決定について

新年度の予算の策定方針について

医療充実都市の取組について

経済政策について

健康づくりと福祉政策について

人権政策の推進について

セーフティネット住宅の推進について

公民館の新たな役割と活用の取組について

障がい者の自立支援、就労等の支援の推進について

子育て・教育（こども総本部）の政策について

こども総本部設置による政策効果について

子どもの居場所づくりについて

本市のコロナ感染についての分析と取組について

コロナ禍による影響と市内事業所の経営意向の取組について

農業振興の推進と農業用地等の維持の取組について
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【会派名：信風】

発言順 氏　　　名

1 伊　藤　ひろえ １

(1)セーフティネット住宅の推進について

(2)公民館の新たな役割と活用の取組について

２

(1)ひとり親家庭の支援について

(2)子どもの居場所づくりについて

３

(1)あらゆる差別の解消に向けて

(2)インターネットによる人権侵害について

2 中　田　利　幸 １

(1)地元経済における影響と今後について

(2)学校・保育所におけるコロナ禍の取組について

(3)学校での授業の進め方について

２

(1)本市の検診事業について

(2)鳥取県循環器病対策推進計画との連携について

(3)目指す医療充実都市の取組について

医療充実都市の取組について

令和４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(水)

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

コロナ禍の影響と今後の取組について

子育て・教育（こども総本部）の政策について

人権政策の推進について

まちづくり政策について
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【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

(1)

(2)

(3)

(4)

3

(1)

(2)

4

(1)

(2)

(3)

5

(1)

(2)

6

(1)

(2)

7

(1)

(2)

(3)

8

(1)

9

(1)

(2)

(3)

10

(1)

(2)

先頭頁へ

学校・保育所などでの対応について

平和憲法を守る

ＰＣＲ検査の拡充、ワクチン接種、事業者支援

新型コロナウイルス対策

令和４年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月３日（木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市民が主人公の米子市政へ

持続可能な社会の実現に向けて

住民投票条例請求に対する市長の意見について

原発に頼らない脱炭素社会の実現へ

中海再生のために

西部広域行政管理組合の一般廃棄物処理施設整備基本構想について

おいしい水を守るため産業廃棄物処分場建設計画は中止を

平和で安心して住める米子市へ

みんなが住みたくなる働きやすい米子市へ

非核平和都市を宣言している米子市として

困った人にやさしい医療・介護制度に

学校給食について

保育所・学校の統廃合について

少人数学級について

負担の少ない国民健康保険制度にするために

子どもたちの健やかな成長のために

新型空中給油機配備について

賃金が上がる社会に

医療、介護労働者の処遇改善を

消費税減税で経済を立て直す

利用しやすい後期高齢者医療のために

人口減少社会の中での大型公共事業の必要性

伯備新幹線、山陰新幹線、米子境港間高規格道路について

米子の農業を守る

だれ一人取り残さない社会へ

ジェンダー平等について

パートナーシップ制度

公共交通を守る

強くやさしい米子市の経済をつくる
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【会派名：日本共産党米子市議団】

発言順 氏　　　名

1 石　橋　佳　枝 １

(1)中国電力の安全管理の評価について、規制庁に対し保安規定

の厳しい審査・判定を求めること

(2)市長の原発稼働に対する見解を問う

２

(1)西部広域行政管理組合の「循環型社会形成推進地域計画」に

記載される米子市の「排出抑制計画」、「処理施設の整備

計画」などについて

(2)米子市の第４次廃棄物処理基本計画について

(3)米子市から率先してごみ減量化の取組を

３

(1)コロナ禍の中の保育所、学童の実態について

(2)昨年１０月の保育所待機児ゼロについて

(3)保育士の待遇について

(4)なかよし学級の拡充について

2 岡　村　英　治 １

(1)コロナ禍での就学援助の活用状況

(2)学用品費の支給回数を増やすこと

(3)給食費は全額助成とすること

２

(1)全国市長会からの補聴器購入助成に関する要請

(2)全国の自治体独自での助成制度

(3)米子市も独自助成の検討を

(4)健診での聴力検査の実施を

３

(1)無料低額診療制度の意義について

(2)コロナ禍での「無低診」の利用状況

(3)無低診の周知のための広報活動

(4)無低診「薬代助成事業」の検討を

先頭頁へ

加齢性難聴者の補聴器購入助成の創設を

コロナ禍での無料低額診療の活用を

就学援助の充実を

令和４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（木）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

西部広域行政管理組合の一般廃棄物処理施設基本計画に抜本的

公立保育所と学童保育の拡充で子育て支援を

島根原発２号機の再稼働にきっぱりと反対を

な見直しを求めよ
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【代表質問者・会派名：　田村　謙介　・蒼生会】

1

2

3

(1)

(2)

(3)

(4)

⑦農業振興策について

　ア　新規就農者等への支援策について

③米子駅周辺整備の推進

③障がい者（児）福祉の充実と共生社会の実現について

④多文化共生社会の実現について

⑤高齢者に寄り添った施策について

②公民館を拠点とした地域づくりの推進について

「新商都・所得向上をめざすまちづくり」

①広域連携による観光振興について

②インバウンド対策の推進について

　ウ　スマート農業の普及拡大について

③人口減少対策について

④空き家等の対策について

⑤移住定住の促進について

　イ　荒廃農地の解消策について

⑥国際交流事業の在り方について

⑦日常生活支援事業について

「教育・子育てのまちづくり」

①こども総本部の施策について

⑤米子市教育支援センターについて

⑥フレイル対策拠点事業について

②こども総本部の現状と課題について

③保育環境について

④これからの学校づくりとまちづくりについて

「米子市まちづくりビジョン基本構想」について

令和４年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月４日（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

市長の政治姿勢について

令和４年度予算編成について

「公共交通を中心とするまちづくり」

①交通弱者（移動困難者）対策について

②広域的な交通基盤の整備について

④中心市街地の賑わい創出について

「市民が主役の共に生きるまちづくり」

①「官官」連携と「官民」連携について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

(5)

(6)

(7)

4

5

6

7

8

「スポーツ健康まちづくり」

①東山運動公園の在り方について

「歴史と文化に根差したまちづくり」

①米子城跡復元整備に対する本市の考えについて

②「よなご住んで楽しいまちづくりファンド」について

職員定数について

③ウォーカブル推進事業について

「災害に強いまちづくり」

①地域防災力の充実強化について

③原子力災害対策の推進について

②新体育館と新水泳場の整備計画について

②エネルギー問題における原発の役割について

鳥大病院との連携について

新型コロナウイルス感染症対策について

デジタル田園都市国家構想について

ヌカカ対策事業について
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

1 奥　岩　浩　基 １

(1)学童保育、放課後児童クラブについて

(2)待機児童と潜在需要について

(3)今後の施策について

２

(1)人権について

(2)経済対策について

３

４

(1)サウナツーリズムについて

2 三　鴨　秀　文 １

(1)これまでの成果について

(2)新しい公共について

(3)今後の本市の方向性について

3 稲　田　　　清 １

(1)不登校の児童・生徒へ対する支援について

(2)学力向上に資する施策について

２

(1)ＩＪＵターン（移住定住）について

(2)まちづくりへの付加価値の創出について

３

(1)米子市空家等対策計画について

(2)民間事業の活用について

令和４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（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

保育環境について

新型コロナウイルス感染症対策について

農業振興策について

「官官」連携と「官民」連携について

こども総本部の施策について

人口減少対策について

広域連携による観光振興について

空き家等の対策について
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【会派名:蒼生会】

発言順 氏　　　名

令和４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（金）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

4 渡　辺　穣　爾 １

(1)現在の状況について

(2)条例定数について

２

(1)現在の状況について

(2)米子市の関わりについて

(3)成年後見人制度の対応について

３

(1)現在の状況について

(2)ボランティアによる対応について

(3)新たな移送サービスの在り方について

5 門　脇　一　男 １

(1)美保地区への義務教育学校設置について

(2)美保地区のまちづくりについて

(3)校庭の芝生化について

２

(1)東山運動公園内東側の整備について

(2)体育施設の管理運営について

6 森　谷　　　司 １

(1)こども総本部と家庭及び保護者との連携について

(2)米子市教育支援センターについて

7 尾　沢　三　夫 １

(1)現在、稼働している国内の原発は

(2)世界における電気料金の推移について

(3)安全性、エネルギーの安定供給・経済の効率性、環境への適

合について

２

(1)米子市における鳥大病院の存在について

(2)鳥大病院の歴史と今後の飛躍について

(3)これからの１０年が未来につながる

エネルギー問題における原発の役割について

鳥大病院との連携について

こども総本部の現状と課題について

職員定数について

日常生活支援事業について

交通弱者（移動困難者）対策について

これからの学校づくりとまちづくりについて

東山運動公園の在り方について
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【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

33

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月８日（火）

令和４年米子市議会　３月定例会　代表質問

コロナ禍を共に乗り越えるための市民の皆様への情報発信について

新型コロナワクチンの接種推進について

ポストコロナを見据えた令和４年度の施政方針について

女性の視点からの防災対策について

避難所の感染症対策について

災害時のトイレ対策について

原子力災害を想定した対策について

小児の新型コロナウイルスワクチン接種について

コロナの影響を受けた生活困窮者に対する支援について

新型コロナウイルス陽性の在宅療養者に対する支援について

公共施設等のトイレ整備について

地区防災計画作成の支援について

公共建築物等の老朽化対策について

交通バリアフリーについて

バリアフリーのまちづくりについて

移住定住の推進について

自治会加入率の促進について

ＬＧＢＴＱ＋（性的マイノリティ）への支援について

スマート窓口について

マイナンバーカードの普及促進について

ヌカカ対策について

動物愛護について

各種がん検診について

包括的支援体制の構築について

ヤングケアラーのサポートについて

総合相談支援センターについて

認知症の人とその家族に対する支援強化について

市民後見人について

各種ワクチン接種による健康対策について

骨髄バンクドナー登録推進について

工業用地について

農業振興について

期日前投票所について
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質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

34

35

36 地域で取り組む「防災教育」・「避難訓練」について

通学路の安全対策について

コミュニティスクールについて
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【会派名：公明党議員団】

発言順 氏　　　名

1 今　城　雅　子 １

(1)地区防災計画と避難行動要支援者への対策について

(2)避難行動要支援者名簿の作成について

(3)避難行動要支援者個別避難計画の作成について

２

(1)災害ポータルサイトによる情報の周知について

(2)マンホールトイレの設置促進について

３

(1)米子市地域公共交通計画について

(2)米子市循環バスの試験運行について

(3)コロナ禍における子育て応援タクシーについて

(4)公立小中学校施設のバリアフリー化の加速について

４

(1)子宮頸がんワクチン接種について

(2)風しんの追加的対策の推進について

2 前　原　　　茂 １

(1)令和４年度ヌカカ対策事業について

(2)ドローンでの石灰散布について

２

(1)和田浜工業団地内のバイオマス発電について

(2)地域協議会との生活環境保全協定について

３

(1)米価下落支援対策について

(2)スマート農業について

地区防災計画作成の支援について

工業用地について

農業振興について

令和４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８日（火）

各種ワクチン接種による健康対策について

ヌカカ対策について

交通バリアフリーについて

災害時のトイレ対策について
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【会派名：公明党議員団】

発言順 氏　　　名

令和４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８日（火）

3 安　田　　　篤 １

(1)骨髄バンクドナー登録啓発普及について

(2)ドナー休暇制度について

(3)助成金を交付する制度について

(4)ワクチン再接種への助成について

２

(1)出張申請の受付状況について

(2)窓口交付体制について

(3)マイキープラットフォームの活用について

３

(1)「とっとり電子申請サービスシステム」について

(2)スマート窓口の受付事務について

(3)基幹システム令和７年度導入までのタイムスケジュールに

ついて

スマート窓口について

骨髄バンクドナー登録推進について

マイナンバーカードの普及促進について
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【代表質問者・会派名：　土光　均　・よなご・未来】

1

(1)

(2)

(3)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

子どもを中心としたまちづくりについて

コロナ禍に対応するまちづくりについて

まちづくりに際しての将来都市像について

米子市民の安全・安心のための対応について

令和４年米子市議会　３月定例会　代表質問

３月９日（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

島根原発に関して

まちづくり政策に関して

安全協定の立地自治体並み改定の要請に対しての中国電力の回答案について

安全協定に基づいて意見を述べることについて

避難計画について
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【会派名:よなご・未来】

発言順 氏　　　名

1 矢　倉　　　強 １

(1)環日本海拠点都市の推進

(2)拠点都市の中の米子のまちづくり

２

(1)原発の避難対策

(2)自衛隊（航空、陸上）への対応

2 国　頭　　　靖 １

(1)学校給食について

(2)幼児・児童の見守りについて

(3)子ども人口を増やす取組について

２

(1)コロナ対応について

(2)規制緩和について

令和４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（水）

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

子どもを中心としたまちづくり

コロナ禍に対応するまちづくり

将来都市像について

地域の安全安心対応について
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発言順 氏　　　名
【会派名又は呼称名】

1 戸　田　隆　次 １

【政英会】 (1)ゴルフ場土地の現状（契約期間等）について

(2)ゴルフ場土地の利活用について

(3)今後の方針について

２

(1)米子市公共交通の検証・分析について

(2)住民要望に対する市の見解について

(3)公共交通の再構築について

３

(1)子ども子育てに係る米子市の方針について

(2)子ども子育てに係る他市の状況及び分析について

(3)子ども子育て支援の拡充について

2 岡　田　啓　介 １

【政英会】 (1)県の予算措置を受けた本市の取組について

２

(1)資材高騰への対応状況について

(2)不落札の現状について

３

(1)事前了解権について

４

(1)本市の組織体制の特長について

(2)本市の人事制度の改善点について

3 遠　藤　　　通 １

【一院クラブ】 (1)行財政改革と公共施設等総合管理計画について

(2)米子駅南北自由通路事業について

(3)コロナ感染対策の知事発言について

(4)市庁舎再編ビジョンについて

伊木市長の市政運営と政治姿勢について

公共工事について

島根原子力発電所について

組織体制と人事制度について

サウナツーリズムへの本市の取組について

令和４年米子市議会　３月定例会　各個質問

質　　　　　　問　　　　　　項　　　　　　目

３月１０日(木)

米子市公共交通体系について

子ども子育て支援について

米子ゴルフ場土地の利活用について
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