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平成２７年３月議会  会派「港みらい」  代表質問  荒井秀行 

平成２７年施政方針より （３月４日） 

１．規律ある行財政運営と協働の推進 

 会派「港みらい」の荒井秀行でございます。３月定例会に当たり、通告に従って、会

派を代表して質問いたします。市長並びに教育長の誠意あるご答弁をお願いします。 

 国においては、地方創生に取り組むための、「まち・ひと・しごと創生関連事業費」

を地方財政計画の歳出枠に新設し、子ども・子育て支援支援制度の実施等の社会保障の

充実を図る事業等のメニューを用意いし、やる気のある地方に対し、人も・資金も・デ

ータも支援するものであります。まさに地方のやる気と実践力が試されるものだと思い

ます。 

 境港市においての、２７年度予算編成の基本姿勢は「入りを量りて出ずるを制す」の

姿勢で臨まれ、歳入規模に見合った堅実な予算編成がなされいます。又国の提示する地

方創生事業の予算も活用し、一部事業を前倒しにされ、効率的財源の運用をされていま

す。 

 平成２７年度中に策定する本市の「まち・ひと・しごとの創生総合戦略」は、戦略策

定の段階から市民の皆様にも積極的に参加いただきと有ります。是非、実行性のある「総

合戦略」の策定を頂きますようお願いします。 

  

 それでは、施政方針を中心に市政全般に質問します。 

①平成２７年度当初予算案について 

☆平成２７年度当初予算編成に係る、基本的な考え方をお伺いします。 

次に、歳入についてお伺いします。 

☆１点目に、平成２７年度当初予算では土地の評価替えの影響により、市税が約３７億

円で 0.7％の減額となっており、平成２６年度決算見込みとあわせ、どのように分析さ

れているのか、お聞かせください。 

☆２点目に、基金残高についてお伺いします。平成２６年度基金は３３億円で、今後大

きな建設プロジェクトが予定されていますが、想定できる範囲での見通しにつてお聞か

せください。 

 

②協働のまちづくりの推進と境港美化作戦について 

中村市長が就任当初より取り組んでこられた「協働のまちづくり」は広く市民の中に

浸透していると感じております。地域の問題を行政、自治会、市民活動団体が連携し、

協力し合って取り組んでいるケースをよく見かけます。そこで質問いたします。 

☆市民ニーズの的確な把握や、連携・協力体制強化についてどのようにお考えでしょう

か、お聞かせください。 

次に、ボランティアによる清掃活動は、各所で行われていますが、さらにもう一段、

美しい自然に包まれた町並みを作り出すためには、条例の制定も必要と考えます。 
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☆「ポイ捨て禁止条例の制定」を提案します。 

 

次に、美化という観点から、荒廃農地の雑草は未だ対応が出来ていませんが、少しず

つ努力の成果は表れてきています。しかし、海岸と川の汚れについては、一部には取り

組んでおられますが、全体としては二の次の感があります。境水道や海岸線や川の清掃

にも目を向ける必要があると思います。 

☆海岸や川の清掃について、市長はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。 

 

また、昔は境港の川にも生物がいました。メダカも鮒も鯉もナマズもいました。今は

ザリガニくらいしか見かけません。 

生物多様性を取り戻そうと運動が始まっています。境港市も例外なく田舎なのに自然

は都市化が進んでいます。本来の田舎の良さがなくなり、都会の悪いところばかりが付

着して来ています。ご存知だと思いますが、「ふるさと」という唱歌を作曲した岡野貞

一さんは鳥取市の出身です。作詞は長野県出身の高野辰之さんです。歌に出てくる情景

はもしかしたら長野県の情景かもしれません。境港には野生のウサギは住んでいません。

しかし、鮒はいます。 

☆私は、境港市に生物多様性を取り戻す運動を提案します。教育長のお考えをお伺いし

ます。 

 

２．経済の活性化と都市基盤整備 

①中海・宍道湖・大山圏域の連携につて 

 中海・宍道湖・大山圏域の連携事業とし、今年は、中海・宍道湖がラムサール条約に

登録され十年を向かえることからの記念事業と、この圏域においてインバウンドの強化

を図るとあります。、 

☆今後どのような分野で、圏域の連携強化を図って行かれるのか、お伺いします。 

 

②環日本海交流の推進について 

 環日本海オアシス都市を標榜する境港市にとって、国際空路と環日本海国際フェリー

航路は重要な「空と海の道」であります。 

☆そこで、運行開始より５年間経過した、DBS 国際航路の運行助成のあり方について、

市長の考え方をお聞かせください。 

 

③観光振興について 

日本有数の観光地となりつつある水木しげるロードですが、これ以外にもまだまだ魅

力はあります。夢みなとタワーからの眺めです。又、竹内南地区貨客船ターミナル事業

は、境港市を大きく変えていくことでしょう。クルーズ船の寄港は、平成２７年に２０

回以上が予想され、３万人のお客さんが予想されます。ＪＲ駅前には、１１月ホテルも

完成し滞在型観光に対応も出来るようになります。一方では、平成２７年９月より、ス
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カイマークが米子空港から撤退します。色々のことが起こりますが、国内外から多数の

観光客は確実に増えてきております。このお客さん、境港市を通り過ごさせてはなりま

せん。ここで２点質問します。 

☆現在検討されている、お客さんのおもてなしについてお聞かせください。 

☆次に、自家用車以外で来られた観光客に対して、お勧めの境港周辺観光４時間コース

はありますか、お伺いします。 

 

次に、サイクリングと観光結びつけて、現在も色々なサイクリングコースが整備され

ています。県の事業になりますが、皆生から夢みなとまでの１５㎞「白砂青松の弓ヶ浜

コース（案）」について質問をします。 

☆この事業について、当市はどのように係っておられるか、お聞かせください。 

☆先のコース以外の認定コースも市内にありますが、このコンパックな市内を一周でき

るようなコースの整備・設置することを提案します。どのように考えられるか、お聞か

せください。 

 

④水産業の振興について 

 境漁港における平成２６年の漁獲高は、１１万５千トンで全国第６位、水揚げ金額は

１９２億円で全国第８位となり、日本海側を代表する漁港としての地位は堅持しました。 

 本市の基幹産業である水産業を取り巻く環境は、水産資源の減少や漁業就業者の減少、

高齢化や後継者不足が続き、非常に厳しい環境下にあります。そのような中、「特定漁

港魚場整備事業計画」が国から公表され基盤整備に取り組むこととなりました。 

☆今後、境港の水産業の進む方向について市長はどのように考えておられるか、お聞か

せください。 

 

⑤農業・商工業の振興と雇用の創出について     （関連：永井議員） 

 日本の農業の再生は、将来の世界食糧事情を考えれば、最優先で取り組まなければな

らない問題であります。最盛期の 1960 年頃に比べ、2008 年の農家の数は 59％減り、

農地は 79％減り、その従事者の高齢化も進んでおります。農場従事者の平均年齢は 65

才で、もっとも多い層は 75 才以上であります。当然荒廃農地は広がってきております。

対策として、農産品の貿易自由化を進め、農家自身の競争力を高め、そのために農地の

集約を図り、生産性を高める取り組みを行う必要があると言われています。 

境港市においては、もっと深刻な状況であるのは周知のとおりで、広がる荒廃農地、

農業従事者の高齢化と減少、生業農家の所得不足等の問題等があります。 

市の特産品の生産強化や農業の 6 次産業化対策等が考えられますが、ここらでじっく

り立ち止まって、根本的ところを考える必要があると思います。 

☆これからの境港の農業につて、市長の基本的な考えをお聞かせください。 

 

⑥水木しげるロードリニューアル事業について 

水木しげるロードのリニューアルは、昨年（26 年）2 月に委員長・堀繁教授とし、境



4 

 

港商工会議所、境港観光協会、水木しげるロード関係者などからなる「基本構想策定検

討委員会」で検討・協議をされ、平成 27 年 2 月 10 日に第 6 回の検討委員会を開催され、

次回第 7 回検討委員会でまとめを行い、いよいよ平成 27 年度に「リニューアルの為の

道路詳細設計及び照明計画等に入るとあります。 

☆最初に、今後のリニューアル事業のスケジュールをお聞かせください。 

☆次に、リニューアルによる経済効果を金額で提示ください。また、地方創生の事業と

して位置づけておられる意味合いを、お聞かせください。 

 

⑦中海護岸整備及び内浜地区内水対策事業について 

 念願の渡漁港の移設工事も２７年度中に供用開始となり、現在最後の中央部護岸工事

を行っています。今後境港市の工事範囲となる市道８４号線の整備、排水路の改修が始

まります。 

☆今後の排水工事の中で、空家対策や道路拡幅計画も検討して頂くよう要望します。 

 

⑧港湾整備について     ※一部訂正 3 月 4 日 16 時 30 分 

 竹内南地区の貨客船ターミナル整備事業は、平成２７年度国の予算編成作業が行われ

ておりますが、新規事業に採択されることを切に望んでおります。現在工事中の中野地

区国際物流ターミナル整備事業は、平成２８年度の完成予定であります。このような事

業でも境港市においては、ほとんど国、県の事業で、市の姿・形を大きく変えてしまう

大プロジェクトでも、市の係わりが余りないように思います。 

☆ここで、質問します。「貨客船ターミナル整備事業」の計画において、境港市はどの

ように臨まれるのか、お伺いします。 

 ⑨地籍調査業について 

 順次、地籍調査が進み、調査区域も拡大してきております。本市の向こう５年間の調

査計画として、津波による浸水予測箇所や狭あい道路の状況などの防災の観点から、外

浜地区を中心に調査を進めていくとあります。 

☆この調査結果をどのように、まちづくりに活用されるのか、お聞かせください。 

 

⑩道路・橋りょう等の整備について 

 道路は少しずつですが、計画的に順次改修されているのがわかります。 

 狭あい道路対策については、拡幅のために必要となる用地の提供や補償費について方

針を定め、関係者に理解いただきながら、協力を頂き取り組むとあります。 

☆狭あい道路拡幅のための用地の提供や補償費等の基準について、お伺いします。 

 

⑪夕日ヶ丘団地の市街化促進について 

 夕日ヶ丘団地は、定期借地権による分譲が好調で、団地全体では、約５３０世帯、１

６００人の方が暮らし、市街地の形成が進んでいます。さらに、念願であったスーパー

マーケットは、大型のディスカウントの店舗㈱トライアルが来年２月開店を目指し、土

地の賃貸計画がされました。今後当団地の分譲に弾みがつくと思われます。 
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☆今後の夕日ヶ丘団地の環境整備についてお聞かせください。 

 

⑫空家対策について 

 「境港市空家の適正管理に関する条例」が施工され、特に危険と思われる建物調査が

実施された結果、３７棟が該当し３棟が解体されました。 

☆今後、この危険な建物の所有者に対しどのように対応されるのか、お伺いします。 

  

⑬防災対策について 

 平成２７年度は津波避難訓練や島根原発の事故を想定した広域避難訓練を実施しま

す。耐震不足で使用禁止になったいた市民会館。災害に強い避難施設等を検討していた

折、防衛省の補助を受けることの出来るメニューがあり、「美保飛行場周辺まちづくり

構想策定支援事業」で事業採択を受け現在構想を策定しております。 

 自主防災組織の育成強化にも取り組んでいます。 

☆今年に入り、公共の建物の中で、耐震不足の建物が多々見受けられます。現在指定し

ている民間の避難施設についても、調査する必要があると思いますが、どのようにお考

えでしょうか。 

☆「美保飛行場周辺まちづくり構想策定事業」の今後の進め方についてお聞かせくださ

い。 

☆今後、自主防災組織の育成について、どのようなことを実施されているのか、お伺い

します。 

 

⑭環境政策について 

 ごみの処理は、平成２８年度から米子市に委託することとなったいる可燃ごみ、さら

に軟質プラスリック類の分別を実施しています。 

☆可燃ごみの減量、軟質プラスティックの回収状況を、お聞かせください。 

 次に、再生可能なエネルギーの利用について、鳥取県企業局は３月２日に太陽光発電

設備の完成させ、さらに平成２７年度に、次の計画も発表されています。 

☆今回稼動する竹内西緑地太陽光発電施設は出力 1250kW で投資金額 7 億円で住宅  

４３０家の１年分電力を発電すると説明がありますが、この計画を実施するための基準

についてお聞かせください。（県の基準） 

 

 

 

 

３．市民一人ひとりを大切にする教育と福祉の充実 

①学校教育の充実について 

 去る２月２０日川崎市で中学１年生の上村君殺害の残忍な事件がありました。誠にい

た痛ましい事件であり、亡くなられた上村君には心より哀悼の意を表し、ご冥福を祈り
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します。今後、事件の背景など判明してくるでしょうが、現在身近にある、私達の地域

のこととして捉えたとき、この事件を防ぐ方法はなかったのかと考えたときに、なかな

か難しい問題であります。 

☆この事件を受けて、本市の学校現場ではどのような取り組みをされたか、お伺いしま

す。 

 このような、大きな出来事に取り組むためには、地域社会・家族・PTA・学校等の連

携が必要と思います。ここで２点質問します。 

☆本市の学校で、先生と校長先生とのコミュニケーション、教育現場と教育委員会の連

携の現状について、お聞かせください。 

☆次に、一部の学校で ISIS の日本人殺害映像を教育の一環として、児童に見せていま

したが、本市ではこのことについてどのように考えるか、お聞きします。 

 

 平成２７年４月より「新教育委員会制度」が施行されるます。 

☆境港市では、そのための体制、準備はどのようにされているのか、お伺いします。 

☆次に、「いじめ・不登校対策」と「学力向上」について、どのような方法・手順で、

取り組まれるか、お聞かせください。 

☆又、今年より、特に重点的に取り組まれようとしている事があれば、お聞かせくださ

い。 

 

②社会教育について 

 高齢化が益々進んで行く時代・成熟社会において、地域のコミュニティーの中心は公

民館だと思います。小学校・中学校や高等学校においては、基本的な教育方針がありま

す。一方成熟社会のなかで、公民館は地域の寄り合いの場所であると同時に、情報の発

信基地で、図書館は文化の発信地であります。現在、市民体育館は閉鎖されています。 

☆高齢化社会において何が一番重要な施設になると、考えておられるか、（施設＆運営)

お聞かせください。 

 

③子育て支援の充実について 

 平成２７年から新たに「子ども・子育て支援新制度」が始まります。「この支援事業

計画」を策定し、幼児期の学校教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合手的に進

めるとあります。 

☆この新制度は従来の制度より何を充実させるのか、お伺いします。 

 

 

④高齢者福祉の充実について             （関連：築谷議員） 

超高齢社会は確実にやって来ています。境港市の高齢化率は、平成 26 年に 28.5％で

平成３７年には 31.9％と推計されています。さらに 75 歳以上の高期高齢者の割合は

18.7％となり、年々増加する高齢者に対するケアをどのように対応するのかが、問われ

てくると思います。地域で支えあうシステムを構築していくことが重要だと考えます。
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介護保険で施設を利用しての対応では、人的にも資金的にも行きづまることが、容易に

推計されます。 

そこで地域包括ケアシステムを取り入れた、地域の支え合いとの連携が必要となって

くると思います。 

☆来る超高齢社会における地域包括ケアシステムを、市長はどのように考えられるか、

お聞かせください。 

 

⑤市民の健康づくりについて 

 これから迎える高齢化社会、一番い取り組まねばならない施策は、「地域の人々と健

康で楽しく暮らすこと」だと思います。 

☆市民が健康で穏やかに生活を続けるためには、今後どのようなことが重要だと、お考

えでしょうか、お聞かせください。 

 

 

 

 

４・(境港市創生「まち・ひと・しごと」について） 

①境港市創生について                （関連：佐名木議員） 

 昨年より国が提唱し、今年からスタートする「地方創生」政策に対し、本市はどのよ

うなスタンスをもって臨むのか、多くの市民の注目を集めています。 

「まち・ひと・しごと」による地方創生に向けた総合戦略策定は、スピード感を持って

取り組むべきものであると共に、地方自治体毎の地域資源や特長を活かし、10年、20

年、30年先の将来を見据えた実効性のある政策でなければなりません。 

☆そこで、市長にお尋ねいたします。今までのように国・県への要望や国の交付金メニ

ューを模索する事を主とするのではなく、自ら事業主体となり、積極果敢に地域活性化

に関する構想とその実践をする「境港市創生」への想いをお聞かせください。 

  

また、この度の施政方針において、境港市総合プランを平成２８年度に策定し、平成

２９年度に実施と発表されましたが、この件に関しましてお尋ねいたします。 

☆本来総合プランとは、企業で言えば経営ビジョンであり、マスタープランであると考

えますが、この空白の 2年間のプロセスや意図をお聞かせください。 

 

 

②公共施設等総合管理計画と地方公会計制度について  （関連：佐名木議員） 

 今後の地方公会計については、国の取りまとめた「統一的な基準による地方公会計マ

ニュアル」において、統一的な基準による財務書類の作成手順や資産の評価方法、固定

資産台帳の整備手順、連結財務書類の活用方法等を示しております。 
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 国からの要望におきましては、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年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等

に積極的に活用するようとの事であります。 

☆以上の件につきまして、本市でも積極的且つスピード感を持って、作成に取り組むべ

きだと考えますが、市長の所見をお聞かせください。 

 

 以上で、壇上からの質問は終わります。 

尚、同僚の永井章議員より「農業・商工業の振興と雇用の創出について」、築谷敏雄議

員より「学校教育について」「社会教育について」「高齢者福祉の充実について」、佐名

木知信議員より（境港市創生「まち・ひと・しごと」について）、関連質問いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


