
平成２７年１２月定例議会  １２月２日～１２月１８日 

 

１）、代表質問  荒井秀行  議員   １２月８日 

２）、関連質問  永井 章  議員 

３）、関連質問  築谷敏雄  議員 

４）、関連質問  佐名木知信 議員  

 

 

１）、代表質問   荒井 秀行 議員  

 

１．平成 28 年度の予算編成について 

 境港市の 28 年度の予算編成においての基本的考えは、今後の見通しとして、少子高齢化

社会による社会保障関係費の増大と市民体育館の耐震改修や「美保飛行場周辺まちづくり構

想」の中で計画している新たな交流と防災の拠点整備などの大規模事業を実施していく必要

がある。 

 一方歳入においては、市税や地方交付税の増加が見込めない中、依然厳しい財政状況に変

わりない。との認識にたっての予算編成を行うと方針を出されています。 

 また、人口減少対策として、「境港市総合戦略」に基づき、事業を厳選して取り組む方針

とあります。 

  

 会派「港みらい」も平成 28年度予算編成に対する要望書を提出しております。 

「拡充」から「縮充」と時代の変わり目、施設や事業そのものも見直し、最適な規模、の運

営をしていかねばならないという観点からの、提案をしております。 

始めに、10月に策定された「境港市総合戦略」に基づき、事業を厳選して取り組むとあり

ますが、この総合戦略の位置づけについて、市長の考えをお伺いします。 

 

２．次に公共施設のあり方について 

 このテーマについては、9月議会でも質問してまいりましたが、今後の市政運営にとって

大きな影響を及ぼすもの考えていますので、再度質問をいたします。 

  

 ９月議会においては、公共施設等総合管理計画と地方公会計制度の取り組みについて質問

いたしました。市民にとって必要な公共施設の維持管理を行うためには財源確保が必要で、

その為の対策等を提案いたしました。 

 ご答弁として、①固定資産台帳の整備は全ての財産について減価償却による残存価格等を

算定し、データの検証を行ないながら整備を進める。この台帳をもとに、本年度中に公共施

設等総合管理計画を策定する。 



②その運用については、所管課で推計しておる施設を財務課で取りまとめて、実施する。 

③人口減少が続くなかで、公共施設の更新財源の確保が難しくなるのと思うが、どのように

対処されるかの質問対して、公共施設の耐用年数等を把握し、費用対効果を見きわめ、更新、

長寿命化などの計画を立て、財政負担の軽減並びに予算の平準化を図る。・・・と答弁いた

だいています。 

 

 始めに、その後の進捗状況についてお聞かせください。 

 次に平成 27 年 1 月 23 日に（総務大臣１４号）「統一的な基準による地方公会計の整備促

進について」より、地方公会計を予算編成等に積極的に活用する趣旨の指針が示されました。

この統一的な基準による財務書類等を原則として平成 27 年度から平成 29 年度までの 3 年

間で全ての地方自治体において作成し、予算編成等に積極的に活用するよる特段の配慮をお

願いしますとあります。ここで財務書類の作成するために、固定資産台帳の整備が必要とな

ります。 

人員の少ない当市でありますが、今後の公共施設等の資産活用にとって重要であり、早急

に取り組む必要があると考えます。 

ここで、1点質問します。 

このよう手法で、現在抱えている大規模な改修工事、改築工事を検討される価値があると

思いますが、市長の考えをお伺います。 

 （関連質問：佐名木議員）公共施設のあり方について 

 

３．次に水産業及び農業の振興について 

始に、本市の基幹産業である水産業のみらいについてお伺いします。 

境漁港の 10月末までの水揚量、水揚金額も前年同月を超え好調に推移しているようです。 

しかし全般的な状況を判断すると、本市の基幹産業である水産業においては、水産資源減

少や漁業就業者の減少、高齢化など、本市の水産業を取り巻く環境は、依然として厳しい状

況が続いております。 

このような現状から、本市として、緊急に取り組まなければならない課題について、市長

の見解をお伺いします。 

 （関連質問：佐名木議員）水産振興政策について 

 

 次に、農業の振興についてお伺いします。 

 平坦で緑豊かな境港、土質は日野川から流れ出した砂が堆積して出来た砂州で水がはけ良

いが、水位が高く大半の土地が 50cm から 100cm で水が出ます。そのままで農業を行うのに

は、難しい場所が多い地域です。そんな中、当市の特産品は「白ねぎ」であり、「甘藷」も

多く作付けしています。又かっての特産品は「伯州綿」で現在その復興を目指し、農業公社

を軸に作付けをし、その綿を使っての商品化に取り組んでおられることは周知のことであり

ます。 

 又、農業環境があまり良くない中で、農業就業者の高齢化も進み、耕作放棄地は年々増え



て来ております。この耕作放棄地が少し離れたところから見れば、緑豊かな境港に見えるの

です。 

 今後、このようなことも踏まえ、根本的な農地の土地利用計画も含めた農業政策を打ち出

す必要があると考えます。市長の考えをお伺いします。 

 （関連質問：永井議員）農業振興について 

 

４．次に防災対策について 

今年は、鳥取県西部地震から十五年の節目に当たり、10 月 3 日に地震・津波避難訓練を

実施され、私も津波避難訓練に、地区の役員として参加しました。サイレンが聞き取りにく

かったとか、地域内で連絡をしているトランシーバーが入りにくかったとか色々反省点もあ

りますが、繰り返しやり改善していくことが大切だと感じました。 

島根原子力発電所の防災対策費として、鳥取県が中国電力より寄付金を受けました。 

境港市は島根原発より全市域が 30km 以内に入り、原発災害の避難訓練は確実に実施する必

要があります。このような中、先般島根原発隣接市、（出雲、安来、雲南、米子、境港市）5

市で福島原発の復興状況を視察に行かれとお聞きしました。 

 この度の視察目的と、実際、目にされた復興状況をお聞かせください。 

 

次に本市の災害時の情報伝達のあり方についてお伺いします。 

平成 24年 3月に総務省がまとめた「災害時における情報通信の在り方に関する調査結果」

によると東日本大震災において、57.1％の住民が行政からの行政無線が聞こえなかった、あ

るいは耳に入ってこなかったと回答しています。 

 屋外に設置してあるスピーカーは、正面にいる人以外は、聞こえにくいからです。 

音は、周囲に分散すればするほど、聞こえにくくなるのは物理的に考えれば、ごく普通のこ

とです。 

 今、申し上げましたように、現在設置されている防災行政無線では、スピーカーの方向性

（音が伝わる方向）により、その地域の全住民への伝達が難しいことは、上記のことから明

らかであります。また、風雨を伴う災害では、音が搔き消されてしまうことも、現実的には

度々起きています。 

今までも、議会、委員会、公聴会でも、この課題・問題点について、多く議論されていつ

ことは周知の事実であります。 

この防災行政無線の課題・問題点と今後の対策について、市長の見解をお伺いします。 

 （関連質問：佐名木議員）災害時の情報伝達の在り方について 

 

５．次に観光振興について 

 現在は、境港市の観光スポットは水木ロート周辺が中心であります。そのための整備が

色々と実施されています。今後もう一つの核となる地域は、竹内南地区であり、平成 30 年

ごろ貨客船ターミナルの整備「みなとを核とした官民連携による賑わいつくり」が完成しま

す。 



 始に水木ロード周辺の整備についてお伺いします。 

 水木しげるロードは、５年連続 200万人以上の観光客が訪れるような有名な観光地の仲間

入りをしました。去る 11月 30日郷土の偉大な水木先生はなくなられました。心からご冥福

を申し上げます。先生や地域住民の皆様のおかげで境港の商店街を一躍、日本を代表するよ

うな商店街に押し上いただきました。 

 この度（11 月 21 日から 11 月 29 日までの 9 日間）「水木しげるロードリニューアル社会

実験協議会」を立ち上げ、一方通行や歩道の幅員による交通への影響調査を実施されました。 

 その影響調査の結果は、どのようなものでしたでしょうかお伺いします。 

 

 次に、竹内南地区の貨客船ターミナル整備事業に合せた、みなとタワー周辺の賑わいづく

りの中で、県と協働で水族館設置に向けての検討がなされています。 

 この水族館の設置に向けての調査検討状況をお聞かせください。 

  （関連質問：永井議員） 

・水木しげるロードを基点にした周辺整備について 

・ポートサウナのこれからについて 

 

６．次に小中学校の適正配置と学童保育について 

近年の少子化の影響により児童生徒数の減少、それに伴う学校の小規模化が進んでいます。

集団の規模が小さくなると、集団教育の良さが活かされにくくなり、また、学校の教職員の

配置数が減り、学校運営や児童生徒の指導に難しさが起きる、こうした問題意識のもと、小

中学校の適正規模、適正配置等についてさまざまな検討を重ね、本市の小中学校における将

来計画を策定されていると思いますが、「拡充」から「縮充」への視点から、よりよい教育

環境を提供することを目指すことを目標に、 

次代を担う子どもたちにとって望ましい教育環境を整備し、学校教育の充実を図るため本

市としての学校再編についての考え方をお聞かせ下さい。 

 （関連質問：築谷議員）学校再編と学童保育について 

 

７．次に地域包括ケアシステムについて 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律」が平成 26年 6月 25日に公布されたことに伴い、介護保険法の一部改正が行われまし

た。 その趣旨は「医療と介護を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供

するために、在宅の医療機関と介護サービス事業者の連携を推進」するとのことです。  

 また、それらを受け、医療・介護を総合的に確保するため、「地域における医療及び介護

を総合的に確保するための基本的な方針」が示されました。医療介護の連携は、昔からの課

題であり、その円滑な実施のためには多くのハードルがあります。 

 本市としての在宅医療と介護との連携についての取り組み状況をお示し下さい。  

  関連質問：築谷議員）地域包括ケアシステムについて 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000057500.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000057500.html


  

２）、関連質問   永井 章  議員  

 

 ＪＲ境港駅前に待望の大型宿泊施設「御宿 野乃」が来年 2月 1日にグランドオープンさ

れる予定で、通過型観光から滞在型観光へ大きく前進することでしょう。 

 また夕日ヶ丘団地には大型量販店のトライアルが開店します。一方中海・宍道湖・大山圏

域の市長会では環日本海クルーズフェリーの運航支援、大型クルーズ客船の寄港と本市は商

工・農水・観光の一層の連携強化を図り、官民一体で取り組まなければなりません。そこで

３点か質問します。 

 

１．水木しげるロードを基点とした周辺整備について伺います。 

 今や水木しげるロードは圏域を代表するような観光地になったわけですが、その周辺をゾ

ーニングし、例えば海岸ゾーンなどに境港らしい商品を揃える施設や場所や必要だと思いま

す。 

具体的な例でいえば、境漁港で水揚げされた新鮮な魚介類を加工した商品、浜で栽培され

た特産の白ネギや野菜、地域おこし協力隊や市民の方々で栽培された伯州綿で作った製品な

どを一同に紹介及び販売できるような場所若しくは施設が必要だと思います。 

 このことに関して、市長のお考えをお聞かせください。 

 

２．みなとさかい交流館の中にあるポートサウナのこれからについてお伺いします。 

 駅前の大型宿泊施設「御宿 野乃」は食事はとより、最上階に境港を一望できる「天然温

泉 夕凪の湯」があり、一般客にも開放すると聞いております。又 12 階からの眺望は、私

自身実際行ったことがありませんので、よく解りませんが、近くにある 10 階建てのマンシ

ョンの最上階から市内を見渡したことはあります。 

経験から言いますと、南向きのマンションからの眺望は、正面に大山、東に日本海、西に中

海が眼下に絶景が広がっていました。 

  

 察するに当ホテルの露天風呂から見た景色は、絶景であろうと思います。地域との連携を

上手く行えば、賑わいを生み出すのに、かなりの相乗効果があると思います。 

 しかし、一点だけ心配があります。駅に隣接するみなとさかい交流館の４階にある本市直

営の「ポートサウナ」が立ち寄りの湯が出来たことによる影響です。 

 この温水が一般客に解放されると、ポートサウナの利用客が減少することが予想され、ポ

ートサウナが更なる経営悪化に陥ると思います。 

 このことに対する、対策や対応について、市長のお考えをお聞かせください。 

 

３．農業振興についてお伺いします。 

  最近では、農地の効率化を図るため、集約農地での耕作が徐々に進んでまいりました。



集約された農業用耕作地を見ていますと、中には自作地の片方で排水路を作り、整備し耕作

しておられるところもあります。一方その周辺では、家庭菜園や市民農園などで、高齢者や

一般の人が楽しく作物を栽培され、その作物を出荷する場所が、憩いの場になり、健康面で

いえば、とても良い効果があると思います。 

  

 近隣の八束町では、福祉協議会と一般の耕作者とが共にその農作物を販売する施設を運営

されていました。これはまさに 6時化産業への取り組みだと思います。 

 このような小規模農家が作物を集荷・販売出来るような施設を公設民営で、わが町境港市

に開設することを提案いたします。市長のお考えをお聞かせください。 

 

 

３）、関連質問    築谷敏雄 議員  

 

１、 小中学校の将来計画について 

    全国的な少子化の進展に伴い、本市の小学校においては、平成３３年から少子化傾

向が顕著となり、学校の小規模化が進んで行き、児童生徒の学校における人間関係、

教職員の配置数や指導体制などの面で様々な影響を及ぼすことが懸念されています。

先の同僚の荒井議員の代表質問の内容と重なりますが、このような課題については早

急、かつ的確に対応しなければなりません、最も優先すべき事項は「子どものより良

い教育環境」を整える事が必要であり、明確なプランを策定し、早急に各校区の保護

者や地域の方々へ丁寧な説明が必要であると考えます。今後、小中学校の将来計画を

本市としてどのように進めて行くのか、また、それに伴い児童クラブについても将来

どのような形態になるのか 2点についてお伺いいたします。 

 

①  児童・生徒数の今後 10 年後における推移について 

・今後人口が減少していく中、本市における小・中学校の 10 年後、平成 36 年での

7 小学校、3 中学校の児童・生徒数の推移をお示し下さい。 

 

②  児童クラブのありかたについて 

・将来的に小学校の適正配置を考えた場合、児童クラブをどのような形態になるの

か本市の所見をお聞かせ下さい。 

 

２、 地域包括ケアシステムについて 

 

① 在宅医療について 



高齢化に伴う医療・介護需要の量的かつ質的変化に対し、限りある医療・介護資

源を有効活用したケアの提供が求められている。これを背景とし、各機能が分化・

連携しつつ、在宅等住み慣れた地域の中で患者や高齢者の性格を支える地域包括ケ

アシステムの構築が目指されている。このシステムの中では国民の６０％以上が終

末期の療養場所として希望している自宅でのケアを軸として、住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的

に提供される必要がある。今まで病院に依存していたケア提供体制から、在宅医療

と介護の連携を通じた新たなケア提供体制を構築して行かなければならない。特に

在宅医療については、医師会等に理解と協力を仰ぎ、各校区の開業医さんを主で、

看護師派遣団体を創設し、昼夜定期や要請による訪問看護等在宅医療体制を構築し

なければならないと考えますが本市としての所見をお聞かせ下さい。 

 

② 一人暮らし高齢者の見守り、安否確認緊急通報システムについて 

75 歳以上の親を持つ子どもの多くは 50 代となり、自分の仕事や子どもの教育の

都合で親と同居する世帯は減って、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し

ている。しかし、高齢者が自立できている場合でも、見守る家族と同居していなけ

れば、自宅内での早期発見ができずに手遅れになることもあります。一人暮らし高

齢者や高齢者のみの世帯を中心に、本市においては、民生児童委員の方や、家庭を

訪問する弁当宅配業者や住民と連携した見守り、安否確認の取り組みを行い、また、

一人暮らしの高齢者おいては、見守り、安否確認として緊急通報システム が活用さ

れていますが、現在どのようなシステムで行っているのかそして、将来どのように

展開されて行かれるのか、市長の所見をお聞かせ下さい。    

 

③ 南北地域包括ケアセンターの一本化について 

地域包括ケアシステムにおいて、現在、北地域・南地域の 2 か所のセンターがあ

り、非常に重要な役割を果たしております。各地域の高齢者人口が 5,000 人前後で、

両地域とも高齢者人口が毎年１００～１５０人程度増加してきている中で、職員の

増員と各種機能の強化や効率化を図る必要があります。質の高いサービスの共通認

識や、かつ公平に提供するために 2 か所のセンターを統合して 1 本化することを提

案いたしましたがその後どのような検討がなされたのか市長にお伺いします。 

 

 

４）、 関連質問   佐名木知信  議員  

 

1，本市の水産振興政策について 

 

①冷凍冷蔵庫の老朽化とフロン全廃について 



前回の定例議会における市長の答弁から、冷凍冷蔵庫の老朽化とフロン全廃の問題は、

水産業界にとって死活問題であるとの認識をお持ちの事は承知いたしました。 

そこで、今後、水産振興政策を図る上でも、この問題は漁港の整備と合わせて進める

べき喫緊の課題だと思われます。 

先日１１月３０日付の報道によりますと、平成２８年度水産基盤整備概算要求では、

「輸出戦略漁港」を設定し、重点的に流通機能高度化対策を図ることを目指しています。

TPP大筋合意により、今後は、水産物輸出の拡大策が必須となってまいります。 

輸出拠点の第一歩となる漁港における冷凍冷蔵庫の役割が、国としても非常に重要な

位置付けを占めることになります。「輸出戦略漁港」の対象である境漁港の冷凍冷蔵庫へ

の取り組みについて、市長の所見を伺います。 

 

次に、問題解決策の一つとして、市がイニシアティブを取り、フロンガスを使用しな

い新型の冷凍冷蔵庫としての再生を図り、市の汚水処理公社の事業と同じような形態に

よる新たな公社として設立し、運営していく事をお勧めいたしますが、市長の所見をお

聞かせください。 

 

②将来の水産計画の策定について 

この件も何度も申し上げておりますが、本市における将来に向けた水産計画の必要

性は、業界における現状と課題をリアルタイムで把握する上で、今まさに重要であり

ます。 

さらに、計画する中で、危機管理についても充分考慮されなければならず、ハイレベ

ルの危機状態に陥る前に、実効性ある支援策を打ち出していく必要があるのではないで

しょうか。市長のお考えをお聞かせください。 

 

③大学の調査研究機関の誘致について 

１０月２３日の「水産による地方創生を考える」フォーラムは、鳥取大学と愛媛大学

との主催で開催されましたが、境港を西日本最大の“水産学”の拠点とし、問題解決に

取り組んで行きたいと発表されました。 

私は、このように前向きに取組む意志のある研究機関には、積極的に本市からアプ

ローチしていく事が大切だと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 

また、大学の調査研究機関を誘致するにも、受け入れ側の準備が必要だと思います。

本市は今後、誘致計画を作成し担当課を定めて進めて行くべきだと考えますが、市長の

所見をお聞かせください。 

 

④「海に生きるまち境港」のリーダー育成について 

水産業界においても、将来を託すリーダーの育成が最重要課題だと考えますが、この

リーダーの育成について伺います。 

地域活性化は、「人づくり」からと申しますが、それは人を「財産」と見なすからで



あります。 

通常、人材とは、人を材料とみなしている言葉であり、私は、人を財産だと位置づ

けていることから、「人財」という言葉を敢えて使わせて頂きます。財産づくりは、一

朝一夕にはなり得ません。 

日々の業務をこなす事も大切ですが、幅広い知識や経験を積み重ねることによっ

て、本市にとって、より大きな財産となるものだと考えます。 

したがいまして、より多くの機会に巡り合い、様々な体験を通し、その中で自分の

特性を見つけることも「人づくり」だと考えております。 

この「海に生きるまち境港」の将来を託すリーダーの育成について、市長のお考え

をお聞かせください。 

 

２．本市の災害時の情報伝達の在り方について 

 

①コミュニティ FMの活用について 

 防災行政無線の課題解決に向けた取組の一つとして、全市民に安全と安心を与えら

れるコミュニティ FMの活用を提案いたします。 

  

「防災目的で設置された」コミュニティ FMの先進地は、愛媛県宇和島市でありま

す。宇和島市は、南海トラフ巨大地震が起こった場合、ほぼ全域で震度６弱、また、

津波による浸水面積は、愛媛県下で２番目に被害面積が大きいと想定されています。 

巨大地震による被害だけでなく、年々、エルニーニョ現象が活発化している現在にお

いて、水による災害は、全国各地で頻繁に起こっています。 

また、本市は、島根原発から全市域が３０ｋｍ圏内にあることは言うまでもありま

せん。様々な災害を想定し、今から早急に対策を立てておくことが、全市民のいのち

を守る側からすれば当然の事だと思います 

 

それでは、コミュニティ FMの利点と運営方法を申し上げます。 FM局を本市庁

舎内に設置し、本市の全戸に専用ラジオを配布、市庁舎と各家庭及び各事業所を電波

で繋ぎます。専用ラジオは、電源が入っていなくても、緊急時には、自動的に電源が

入り、自動起動、自動受信が出来ます。加えて、通常使用時の割り込み放送も可能で

あります。 

ＦＭ局の開設は約 3000万円から 5000万円程度と、防災無線のデジタル化と比

べて大幅に費用を削減できます。 

 専用ラジオは、機能により異なりますが、1 台 3,000 円から 7,000 円程度との

事で、仮に全戸に配布したとしても初期費用の総額が約 1 億円から 2 億円程度と言

われています。 

本市が市民の生命・財産を最優先に考えるなら、決して高額な費用ではないと思わ

れますが、この提案に対し市長の所見をお聞かせください。 



３．公共施設の在り方について 

 

①市庁舎の今後について 

 今まで、市民会館の耐震性の問題から、様々な議論の末、建替えの方針が打ち出さ

れました。 

 一方、市民会館より以前の昭和３６年に建設され、すでに５０年以上も経過した市

庁舎の、建替え・改築・移転等という議論が、今、成されるべきではないでしょうか。 

市庁舎は、耐震改修工事も完了し、今後２０～３０年は安心であるとの認識だと思

います。 

 しかし、市庁舎は、災害が発生した時の司令塔であり、万が一、市庁舎が機能不全

に陥れば、全市民の安全や避難経路の指示等をどうやって行うのでしょうか？是非と

も、市民の目線で考えて頂きたいと思います。 

私は、市庁舎こそ防災拠点の本部として位置づけられるものだと思う故、市庁舎を

防災の情報伝達機能を備えた耐震性のある建物に建替えるべきだと考えます。 

もちろん、市の財政状況や将来の見通しを勘案しながら、予算計画と建設計画を策

定しなければならないと思いますが、市長の見解をお聞かせください。 

 

②ユニバーサルデザインのまちづくりについて 

 ユニバーサルデザインのまちづくりのコンセプトは「すべての人にやさしい街に」

とあります。 

 本市の公共施設の中でも、収容人数約４００名の文化ホールには洋式トイレが男女

一基ずつしか設置されておらず、成人式等で着物を来ている方や、高齢者や障害のあ

る方々には大変使いづらく、長時間利用することが困難である等の声をよくお聞きし

ます。 

また、公民館の多くには、駐車場から館内の出入り口まで屋根がなく、雨の日には

必ず濡れてしまいます。 

このように、市民の方々が不便さを感じ利用しづらい施設を見直していく、つまり

“あるもの”の機能や利便性を充実させていく事が必要だと考えますが、市長の所見

をお聞かせください。 

 

 


