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平成２７年 9 月定例議会 一般質問       佐名木知信 

 

 

1．水産業の振興について 

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。 

  このような情勢下で、特定漁港漁場整備事業として、高度衛生管理型の

荷捌き所の整備や岸壁の耐震化など、県と連携して取り組まれ、誠にあり

がたい事だと思っております。 

 また、漁業就業者育成支援対策については、新規雇用の乗組員や養殖従

業員に対する雇用助成金も今後、有望と思われます。 

 現状を鑑みると最優先で取り組むべき事があると、市民の皆さんからも

聞き及んでおります。 

 上記の事柄は、大変重要な事であるけれども、水産資源の減少に対する

対策については、効果をもたらさない事も事実であります。 

 また、フロン全廃と冷凍冷蔵庫の老朽化の問題は、水産業者にとっては、

死活問題であります。 

 それでは、これらの喫緊の課題について、本市は、どう向き合えば良い

でしょうか。市長にお伺いしたいと思います。 

 

◆水産業における調査・研究の必要性 

私は、３月の定例議会で、大学を誘致し、今後の山陰の水産業について、

調査・研究を進めるべきだと申し上げました。 

本日、再度申し上げます。 

近畿大学 農学部水産学科あるいは、東海大学 海洋学部などの水産に

ついて調査・研究をされている大学機関のサテライトを誘致し、本市の現

状の問題と今後、取り組むべき課題を示していただく事をご提案致します。 

なお、大学の機関と県の水産事務所、試験場とが連携いただくことで、

より効果が発揮できる事は言うまでもありません。 

また、若者が増えることで、地元の活性化に貢献する事は言うまでもあ

りません。市長のお考えをお聞かせください。 
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◆水産課の機能強化 

ご承知のように本市には、水産課に所属する職員が 3 名しかおりませ

ん。 

今後、取り組むべき課題を集約し、水産業における本市の方向性を決定

するためにも、職員の増員を提案致します。市長のお考えをお伺いしま

す。 

 

2．観光振興について 

境港駅前のホテル開業を目前に控え、夜の水木しげるロードの魅力向 

上の為、関係各所の方々には、大変、ご苦労なさっておいでであると伺

っております。この場をお借りして、御礼申し上げます。 

 「河童の泉」や「水木しげる記念館前庭」での夜間における音と光の 

演出を充実する計画は、誠に素晴らしいと思います。 

 さらに、観光客の方々にとっては、夜間ということもあるので、市と 

しての安全対策を気にされておられる方も多いと思います。 

 

 本市における夜間の安全対策について、市長にお伺いします。 

 街灯については、水木しげるロードという独特の雰囲気を壊さず、「妖 

怪」のイメージを醸し出すため、明るすぎない照明が好まれると思いま 

すが、大正時代のような柔らかい光の街灯の設置本数を増やしては如何 

かと思います。 

 夜の水木しげるロードのイメージをより効果的に演出でき、防犯対策 

にも功を奏すると思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 

 

3．子育て支援の充実について 

本市に給食センターが完成し、この９月より、いよいよ小中学校に 

給食が開始されましたことは、誠に喜ばしく思います。給食センターの 

建設に関わった方々に厚く御礼申し上げます。 

 給食は導入されましたが、子育て支援の問題、特に待機児童の問題は、 

未だ解決されておらず、現在も８名の方が、ずっと待機されておられま

す。 

 今、鳥取県としては、県外から移住者を増やし、人口を維持または増 

加させようと様々な視点から取り組まれています。本市も県の考え方と 

同じように、今後、若い労働力を確保し、維持していかなければいけま 

せん。「子供を預ける施設が無い」という理由で、県外から本市へ移住 
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を諦める方がおられると、それが、労働力の減少、人口の減少に繋がっ 

てまいります。 

 

 子供を預ける施設が無ければ、親は安心して働けず、その場所には定 

着しない事は、他市の例から明らかです。 

 決して、このような事態にならないよう、早急の対策をお願いしたい 

と思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 

  

 

 

 

 

 

   平成２７年９月議会  一般質問    荒井秀行 

 

 

 始に、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

問いたします。 

 「拡充」から「縮充」への転換 

 このテーマについては、私も３月議会で、他の議員も質問をしてまいりま

したが、非常に重要なテーマであるので、今回再度質問をいたします。前回

の答弁では、「地方公会計制度への移行に当っては、２７年度から固定資産

台帳の整備に着手し、市有財産の全てについて棚卸しをし、固定資産の評価

を行い、固定資産台帳をもとに公共施設等総合管理の作成に取り組む。本年

５月より実務研修を行う予定である。」と報告いただいています。またその

施設の現状把握と維持管理については、担当課で各々行うと見解を示されて

います。 

 この制度の国が求めている目的は、何でしょうか。公共施設の固定資産台

帳を作り、総合管理計画を作る目的は何でしょうか。 

  

 今後少子高齢化が進み、急激な人口減少の時代に突入、国税が伸びないな

かで、地方交付税の伸びは見込めません。また、高度成長期（１９７０年代）

に建設した公共施設は老朽化が進み、これから改修・建替の時期に来ていま

す。公共施設改修に巨額の財源が必要となることは、市民も役所も共通の認

識だと思います。 
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 これから市民にとって必要な公共施設の維持管理を行うために、財源の確

保が課題になります。 

  

 そのための対策は①施設を統廃合することによって総面積を減らす 

②民営化出来る施設を民営化する③適切な受益者負担をする 

④遊休資産の活用をする、などがあります。 

 なかでも、公共施設の有効利用を考えたときに、学校施設の利用がカギを

握っています。公共施設総面積の約半分程度が小中学校の施設です。公共施

設等総合管理計画で一番の基本は、更新財源の確保にあるが、一番効果があ

る対策は、施設の総面積を減らすことです。必要な機能空間を減らさず、公

共施設の総面積を減らすことを考えることが重要なポイントに成ってくる

と思います。 

  

 公共施設は「設置条例」によって縦割りの管理に成っています。学校や庁

舎のように限定された目的の為の施設と、公民館や体育館のような住民の福

祉増進の為の施設があります。 

 ここで、この福祉増進の為の施設の公民館と体育館の利用状況を見てみま

すと、公民館は社会教育の拠点であるが、その目的で利用されているのは平

均 1 割程度であり、地元住民のサークルへの貸館機能が主になっています。 

体育館等のスポーツ施設は、特定の団体の利用がほとんどで、住民の為の気

軽なスポーツ施設は公民館です。複合施設として公共施設を考えると、利用

率が上がると思います。 

 文化財施設は、観光的要素はあっても、社会教育施設として、「収益」は

「付随的」という考えであったが、財政難の時代では、文化財の価値を損な

わず、観光施設として活用している例は多々あります。 

  

 以上公共施設等総合管理に関して考えを、述べさせていただきました。 

時代の変わり目、公共施設の有り方・運営について縦割りの管理ではなく、

機能を軸にした施設の管理・運営をしていくことが必要と成ってきています。 

公共施設等総合管理計画は、施設の総面積の圧縮が基本です。 

 当市においても、公共施設の老朽化の調査やその機能調査を行い、最適な

維持管理と公共施設の利活用の検討に早急に取り組み、これからの当市のま

ちづくり計画に沿った公共施設の改修・建替えを行わねば成らないと考えま

す。 
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ここで、数点質問をいたします。 

１点目、固定資産台帳の整備の取り組みの進捗状況について、お聞かせくだ

さい。 

 

２点目、今度、実施設計をして耐震改修をする行う予定の「市民体育館」に

ついて、建替えでなく、改修にした理由は何でしょうか。その判断基準につ

いてお聞かせください。（今、使用できる市民体育館が他にないからという

理由を除いて） 

 

３点目、この公共施設等総合管理計画の運用は、市の存続をも左右する事業

で、専門的に取り組む部署の設置が必要と思いますが、市長の見解をお聞か

せください。 

 

４点目、人口減少が続き、公共施設等の更新財源の確保が難しくなると思い

ますが、どのようなことに重点を置き、市長は取り組まれるのかをお伺いし

ます。 

 

５点目、２８年度より、市のゴミ焼却施設を廃止し米子市にお願いすること

になりましが、２７年度末で焼却場を閉めることを実施する為の判断基準は

何であったのか伺います。又将来のゴミ行政に関する考え方についてもお聞

かせください。 

 

６点目、９月から稼動した給食センターの収支計画をお聞かせください。 

 

 

 

 次に、米子市～境港間の高規格画道路について質問いたします。 

 境港市総合戦略骨子（案）平成２７年７月は８月３１日までのパブリック

コメントを終えて、計画作成段階に入っていると思います。その社会基盤の

整備の中で、竹内南地区貨客船ターミナル整備や境漁港の高度衛生管理型市

場に向けての整備、米子市～境港間の高規格道路の早期実現等を挙げておら

れます。又西日本有数の貿易港で国際定期航路のある境港、日本有数の漁獲

量を誇る第３種漁港、国際定期空路を持つ米子鬼太郎空港は、宍道湖・中海・

大山圏域の皆様にとっては共有のインフラであり財産であります。圏域にと

ってなくてはならない施設であると、認識されていると確信しております。 
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 したがって、地域の発展にとっては、第一番に取り組むインフラの整備は、

境港から米子ＩＣに直接繋ぐ高規格道路の建設が必要だと考えます。 

 ここで質問いたします。 

米子市～境港間の高規格道路整備について、市長のご認識をお伺いします。 

 

 

 次に、耕作放棄地対策について質問をします。 

この耕作放棄地対策については、幾度となく繰り返し取り上げられる課題で、

色々と境港市においても対策を打ってこられました。生業として農業が成り

立たない上、農業従事者の高齢化、担い手不足、米の価格の下落、その他の

作物も低価格であり、作付け面積が減少し、それに反比例して荒廃農地が広

がって来ました。 

 当市での対策を振り返って見ますと、新規就農者に対する支援、荒廃農地

の有効利用を図るため農業公社による農地の流動化の促進、伯州綿の栽培、

地域おこし協力隊による伯州綿の特産化への取り組み、特産品「白ねぎ」へ

の助成、市民農園の運営、等々があります。 

  

 私自身も、１０年以上荒廃していく農地と当市の対策を見てまいりました。

微力ながら伯州綿も栽培しています。荒廃農地の開墾もしてまいりました。

特産野菜の栽培にも取り組みました。しかしながら、決定打になるような対

策が見つかりません。 

 農業を持続していくためには、大規模の専業農家を生み出すことと、生き

がいの為の農業・農園を増やすことだと思います。 

  

 最初の大規模な専業農家は、農地を集約して効率よく栽培をしてもらう環

境を作ることが重要だと思います。現在公社ではこのことを進めています。

この専業農家を法人化へ推し進めて、さらに持続性を持たせることが重要だ

と思います。 

  

  

 次の生きがいの為の農業・農園作りは、維持させるための色々な障害を取

り除いていくことが必要です。趣味の範囲の農業ですから、裾野は広い。草

の生い茂っている農地はたくさんあります。この趣味の農業では、収益はほ

とんどありません。農業用機械を購入する資金もあまりありません。 
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 また多少収穫量が増えても、販売する場所がありません。この障害を払っ

ていくことを考えないと、持続は出来ないと考えます。 

 この裾野を広げるための、受け皿と成る組織が必要となります。公社指導

型なのか、ＮＰＯ法人等の育成又は連携なのか、何らかの組織を作り、取り

組む必要があります。 

  

 以上のような考え方を元に数点質問をいたします。 

①市民農園のあり方について 

 市民農園は、農業に親しんでもらうために、重要なものだと思います。 

標準的な市民農園は、１０坪位の農地と駐車スペースと給水装置（井戸）が

あり、現在中浜、余子、中野３箇所に市民農園があります。野菜作りを楽し

んでおられると思います。余子農園においては、雑草・不要野菜置き場があ

るようですが、今年からなくなると聞いております。必要と思いますが、そ

の理由についてお聞かせください。 

又、現在３つの市民農園の利用状況と新規申込み者数もお聞かせください。 

 

②直近５年の荒廃農地面積の推移についてお聞かせください。又その間市が

執ってきた対策についてもお伺いします。 

 

③耕作放棄地（荒廃農地）の雑草対策について 

 全国各地で、色々な方法で取り組んでおられます。 

当市においては、地主へ勧告書を送る、草刈機の貸し出し、そばの栽培、伯

州綿の栽培等があります。家畜の放牧は何度か提案がありましたが実行され

ていません。一つ提案します。農業公社が間に入り、開墾や除草を請け負う

農業団体（企業）等を育成し、その作業を委託する。 

 

④農業公社より重機等の貸し出しを行う。 

 

⑤給食センターに野菜等を供給するＮＰＯ法人を立ち上げ、市内の農家と野

菜の契約栽培し、食材を給食センターに納める。供給会社の育成と市内農家

の野菜等の買取を行う。このことにより、雇用の場の確保と農業収入を上げ

る。 

 

③～⑤について、提案いたします。市長のご所見を伺います。 

   以上です。 
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   平成 27 年 9 月定例議会  一般質問     築谷敏雄 

  

 

１、 小・中学校の不登校の問題について３点質問いたします。 

 

① 不登校の背景には、複雑かつ多様化した家庭環境の変化や核家族

化、また子供相互のコミュニケーションが図れない、そしていじ

め、虐待、非行、生活困窮、ネット依存といったさまざまな環境の

変化によるところが大きいのではと推察するところですが、平成１

７年度から全市的な取り組みをされ、家庭、学校、教育委員会相互

の連携を一層強化し、市教委による不登校対応マニュアルの作成や

不登校ケース会議の開催、そして市の適応指導教室であるやすらぎ

ルームの充実等、子どもたちのケアに取り組まれてきたと伺ってお

りますが、最近の不登校者数の推移や状況について、またどのよう

な取り組み、指導をされているのかをお聞かせください。 

 

 

② 本市において、現在中学校区に 1 名のスクールソーシャルワーカー

がおられ、不登校の児童、生徒に対する支援等についても対応をされ

ておられますが、医療など関連機関との連携を図ることも大切な役

割ではないかと思います。また現状にたいして、医療的、教育的にど

うなのかと言うことを検証、解析をすることが必要だと思いますが、

本市としてはどのように考えておられるのかお聞かせ下さい。 

 

 

③ 不登校の児童、生徒に対する地域の関わりが非常に大切ではないか

と考えます。 

他の自治体においては、地域福祉コーデネィター制度を導入し、制度

の狭間や、生活困窮等、複数の困難をかかえ、既存の福祉サービスだ

けでは支援が困難なケース等、地域で困っている家庭、子ども・若者

を発見し、支援につなげる活動を行うが専門性を必要とせず、気軽に

相談が出来る存在として地域に根差した活動を行っている。スクー

ルソーシャルワーカーや地域福祉コーデネィター、民生児童委員（主
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任児童委員）、地区青少年育成委員など、支援を必要とする児童、生

徒たちを地域、教育、福祉行政、学校との連携し繋げていく仕組みが

必要であると考えますが本市としての御所見をお伺いいたします。 

 

 

 

   本年度の施政方針にもこの不登校について引き続き重点的に取り組

むと載っておりますが、今後ともぜひこういったさまざまな、事業だ

けではなくて、子供一人一人にどれだけの配慮とか対処ができるかと

いうのが、その子共にとって非常に大きいと思います。また引き続き

よろしくお願いします。 

 

 

 

２、自死予防対策の取り組みついて 2 点質問をいたします。 

 

① 全国において、平成 10 年以降１４年間、自死で亡くなった方は毎年

3 万人台で推移して来ましたが、平成２４年は 27,858 人と 15 年ぶり

に 3 万人を下回り、平成 25 年は、27,283 人、平成 26 年は 25,427 人

と続けて減少してきており、国全体の取組みにより、少しずつ成果が

表れてきているようです。しかし、なお全国で毎日 70 人近くの方が

自死で亡くなっておられます。また、平成 26 年に交通死亡事故で亡

くなった方は 4,113 人で、自死で亡くなった方はその 6.18 倍にもな

っています。鳥取県では年間１３０～２００人の方が、本市において

は、１年間で平均１０名程度の方が自死によりなくなっている状況で

す。自死は自由な意思や選択の結果ではなく、健康問題、経済・生活

問題等様々な要因が複雑に関係し、心理的に追い込まれた末の死とい

われています。このような状況の中、先月、報道機関により鎌倉市図

書館から配信された一文の内容ついて誰もが衝撃を受けたことを記憶

にまだ新しく鮮明に残っていると思います。本市において安心できる

第 3 の居場所と言われる所があるのか、考えさせられました。そし

て、児童・生徒に対する自死予防対策について、本市は平成 24 年度

より、「いのちとこころのプロジェクト事業」に取組んでおられます

が、現在までの大まかな取組み状況と運営内容をお聞かせ下さい。 
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② 学校・保護者・行政や他の関係機関、地域の方々との協力体制を構築

して行く上で情報の共有や、研修会、啓発活動についてどのように行

っているのかお聞かせ下さい。 

 


