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平成 27 年６月定例議会     6 月１５日～7 月 3 日 

 

6 月 19 日（金）   各個質問 佐名木知信 

 

１．本市の水産業の現状と課題について 

  

本市の基幹産業と言えば水産業であり、この地域に根付いた産業だが、昨今の資源

状況や市況などを見ますと、水産業単体で成立が困難となっているように見受けます。

今後ますます、農商工連携や異業種とのコラボレイト、行政とのタイアップ、ＩＴ活

用に力を注ぎ、社会や地域全体で、水産業を支える構造が必要であります。 

食料産業として地産池消の普及による地域貢献、安全で健康な魚食の提供、輸出の

振興、観光業とのドッキング、異業種連携など，水産業の抱える課題と可能性は幅が

広いと考えます。 

 

①旋網によるクロマグロ漁業の資源管理について 

資源の悪化を背景に、今年から漁業種を問わずクロマグロの漁獲管理がスタートし

ている中で、日本海の旋網マグロ漁のシーズンを迎えています。これは 30 ㎏未満の

小型魚は旋網で 2000ｔ、その他の漁業で 2007ｔに抑制。沿岸ではブロック別の漁

獲管理が始まっています。成魚(３０㎏以上)も、大中型旋網全体で年間３０９８ｔに抑

制する。特に日本海産卵期の漁獲については、８月の操業を自粛、６-７月のこれまで

の２０００ｔから１８００ｔに抑制する自主管理措置の実施を表明しております。 

 

本市の旋網によるクロマグロ漁業は、昭和 57 年に始まり今年で 33 年目を迎えま

す。夏の風物詩ともなったクロマグロの漁獲時期は、端境期であることに加え、紅ズ

ワイガニの休漁期(７.８月)でもあり、まさに干天の慈雨と言えましょう。加えて２か

月間本市の動く広告塔として対外発信するＰＲ効果は大きく、その評価額は計り知れ

ません。 

 

昨年６・７月の水揚げ高は１４億７千万円であり、これが市場に上場されると卸売

の取り扱いは同額、仲買の取り扱いも同額（付加価値を加え）の計約４５億円のキャ

ッシュフローが生まれることになり、この資金の流れは、夏の資金不足環境下におい

ては利益確保以上に重要であります。 

また、卸売・仲買はもとより製氷・運送・飲食業等への経済波及効果等に与える恩

恵は幅広く、雇用の確保等社会的な役割も大きいのであります。  

 

これらは、先人が長年苦労して培ってきた漁労、処理、販売、運送等のスキルやノ

ウハウを総合的に確立したことにより、境港が全国に誇れるクロマグロ基地として認

知されたもので、一朝一夕に出来たものではありません。   



漁業界には、漁場や資源を巡り漁業間の対立がある事はご存じだと思います。特に

沿岸漁業と旋網漁業や、沿岸漁業と沖合底曳網漁業との対立は根強く、常に緊張状態

であります。 

漁村では大量漁獲が可能な旋網漁業や沖合底曳網漁業が非難される傾向が強いです

が、国民への水産物供給という立場からすれば、それぞれに役割があり、どちらも大

切な存在であると考えます。 

そのため、水産行政は中立的な立場をとってこれらの漁業対立の調整を図る役割を

果たさなければならない。しっかりとした根拠のないまま、どちらか一方の立場を優

先するわけにはいきません。漁業対立は水産業界においてそれだけ慎重を要する問題

であります。 

ところが、クロマグロについては、国際的な機関（ＷＣＰＦＣ）で公認された規制

以上の自主規制を行っているにも関わらず、また科学研究の中で公認されていない根

拠をもって、旋網が太平洋クロマグロ資源を悪化させる、という悪質なキャンペーン

があります。科学研究機関などで因果関係が明確にされていないにも関わらず、専門

を装った、科学を装った思い込みの情報をリリースするという情報汚染によって「境

港」を混乱させています。 

一般論として、魚を獲らないほうが資源を守ることになるのは誰にも分る話であり、

そのレベルの話で旋網だけが資源問題のターゲットにされている現状は、漁業調整業

務を妨害するかの行為のようにも見えてなりません。 

そこで、質問いたします。昨今は、マグロ資源の減少や国際世論に関する報道も活

発であることから、報道機関や関連団体から資源管理上の質問が出される可能性もあ

るため、それに対する回答準備が必要であるとともに、今おこなわれていること・起

こっていることを正確に把握・理解し、実効性のある資源管理を検討・提言していく

ことも、市の責任として重要であろう考えます。この件は、早急かつ具体的に取り組

まねば、クロマグロ漁業だけでなく、旋網漁業ひいては本市の基幹産業である水産業

に大きな打撃を与える事になりかねません。 

これらの事に関しまして、本市が行うべき具体的な対策など市長の見解を伺います。 

②つくり育てる漁業の推進について 

昨今、銀鮭の養殖と加工が注目を浴びていますが、「資源管理型漁業」とは別に「つ

くり育てる漁業」について、今後、本市としてどのような支援策を考えておられるの

かお聞かせください。 

 

③海外進出など販路拡大に向けた支援について 

  県営境港水産物地方卸売市場は、グローバル化に向けた考え方から、海 

外輸出に対応した市場整備をその課題の１つに位置付け、高度衛生管理型 

市場整備へ変わろうとしております。 

現在、生産者、仲買、荷受、水産加工業者、行政機関等で組織される 

「鳥取県境港輸出入促進協議会」等が、海外への市場・販路開拓及びＰＲ活動を行っ

ています。 

そこで、日本海の安心安全なさかなを内外にＰＲすると共に鮮度保持の確保と流通

販路の拡大・強化を図り、水産業の活性化につなげるための支援策をお考えならお聞

かせください。 
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２．本市の公共交通(はまるーぷバス)の在り方について 

 

  本市におきましても高齢者が年々増加していく中で、生活の足であるはまるーぷバ

スは、なくてはならない公共交通機関であることは言うまでもありません。超高齢社

会に向かう中で、自動車に乗れない方（免許証を返納する方）も増加が予想され、唯

一の公共交通機関としてのはまるーぷバスの役割も更に高まってくると考えます。し

かし、その運営には多額の費用負担が強いられることも事実であります。 

  そこで、現在のはまるーぷバスの運行に関しての収支はどのような状況であるのか

お聞かせください。 

 

  次に、利用者増大に向けた取り組みや、コスト改善に向けた取り組みについてお聞

かせください。 

 

  最後に、今後の収支状況によって値上げや路線減少などが心配されます。また、今

以上の利便性も求められてくると思いますが、本市はどのように対応していくのか考

え方をお聞かせください。 

３．地域全体で地域医療を支える取り組みについて 

 

①本市の中核医療機関「済生会境港総合病院」の現状と課題について 

地域包括ケアシステムについては、済生会境港総合病院に、皆様のお力添えで昨

年１０月より地域包括ケア病棟６０床を稼働いただきました。ご自宅や施設等での

療養に不安があり、またもう少しの入院治療で改善が見込まれる患者の方にとって

は、安心して退院まで過ごせるシステムが確立されたと皆様から喜ばれております。 

なお、地域包括ケア病棟が出来て、リハビリスタッフの方が、患者の 

在宅復帰に向けて、日夜、ご尽力され、また、専門のスタッフの方が退院後のケアに

ついて、サポートされておられます。患者のご家族の方も「安心で心強い」と好評で

す。 

このように、地域包括ケアシステムは格段とハイレベルのシステムへ となりつ

つありますが、本市の中核医療機関である済生会境港総合病院を取り巻く環境は、

医師不足、診療報酬の大幅削減などの要因から、厳しいものであることは、ご周知

の通りです。 

そこで、済生会境港総合病院の課題について、市長の見解をお聞かせください。 

 

済生会境港総合病院では、現在、主に２つの診療科が鳥取大学医学部より出張診

察を行っていただいています。産婦人科は月に１０日（午前のみ）、脳神経外科につ

いては、月に４日のみの診察です。 

   現在の診療体制での課題は、まず、産婦人科です。平成２５年の本市の新生児は、

２７５人、平成２６年度の新生児は、２３７人で、３８人減ってはおりますが、こ

うして、毎年２００名以上の方が出産されています。そして、その方々は身重の体

で主に米子市まで移動されています。 



そこで、本市が標榜する「子育てするなら境港」、これをもう一歩発展させて「子

供を産み育てるなら境港」いうことにはならないでしょうか。産婦人科体制の再生

に対する市長のお考えをお聞かせください。 

      

②医師・看護師不足と地域医療連携の必要性について 

2004 年度の新臨床研修制度開始以降、全国的に医師・看護師の不足が顕著になっ

ています。済生会境港総合病院でも、救急スタッフの不足から、休日・夜間の対応が

困難となっております。 

休日・夜間の場合、鳥取大学医学部病院の救命救急センター、米子医療センターま

たは、山陰労災病院まで救急車で搬送されていることは、ご周知の通りです。生命の

危険が伴わない症状であれば、問題は生じないでしょう。しかし、次のような症状の

方には、極めてリスクが高いと言わざるを得ません。交通事故による心肺停止、工場

で作業中に大怪我をされ、大量に出血されショック状態、急性心不全、心筋梗塞、脳

梗塞に代表される脳血管障害等であります。 

  通報から救急車の到着まで約 8 分、救急隊員によるバイタルチェック 

（血圧、脈拍等）、救急車への搬送、そして受入先を探索する時間の全て 

を計算すると、通報から受入先の病院での処置開始まで 40 分以上掛かる 

と想定され、生命の危険に至ることもあります。 

このことから、少しでも早い応急処置が出来る体制を構築することが 

急がれる課題であります。 

 

 そこで、ご提案申し上げたいのは、地域医療機関が連携して市民の 

「いのち」を守る体制を築いていくことです。 

まず、地域医療機関が連携して市民の「いのち」を守ることについて、 

 市長のお考えをお聞かせください。 

   

救急車到着後、即時に心肺蘇生措置の必要な場合かつ救急車に AED が装備されて

いない場合、また救急救命士が同乗していない場合においては、受入先の病院に搬送

するまでに、近隣の AED を常備している医療機関で、心肺蘇生措置が行えるような

体制を構築することを提案致します。 

境港消防署には、現在２台の AED がありますが、救急救命士以外の消防隊員によ

る AED の使用については、医師法１７条により認められておらず、境港消防署、地

域の医療機関との統一見解を策定しなければなりません。また、近隣の医療機関に

AED を常備することを提案して頂きたいと思いますが、市長のお考えをお聞かせく

ださい。 

 

先に挙げました事故以外の症状の突発性の心肺停止状態に至る方は、高齢化が進む

ほど頻繁に起こり得る事なので、近隣の医療機関と境港消防署との連携を市がイニシ

アティブを持って進めて行かなければなりません。これが、まさしく、「地域医療連携」

の一つであり、市民の生命の安全に大きく寄与すると考え、市民が安心して暮らせる

まちづくりを目指すものと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。 
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6月 19日（金）  各個質問   築谷敏雄 

 

１、 公共施設等総合管理計画について 

 

地方公共団体において過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎

えるが、本市においては、これまでの公共施設や道路、側溝等を含めまさに、この時

期に老巧化が集中してきているところであり、義務教育施設以外は大変多くの公共施

設が老朽化し、今後多大な財政負担が生じることになります。 

地方公共団体の財政は厳しい状況が続き、また、人口減少・少子化等により今後の

公共施設等の利用需要が変化していくことが見込まれるところであり、このような状

況にてらした場合、地方公共団体においては、公共施設等の全体を把握し、長期的視

点をもって更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより財政負担を軽減・

平準化するとともに、その最適な配置を実現し、時代に即したまちづくりを行ってい

く必要があるため、早急に公共施設等の総合的な管理による選択をして行かなければ

ならないと考えます。このことについて、市長はどのようなお考えなのか何点かお聞

きします。 

 

① 本市における、公共施設等総合管理計画は現在どのような作業を行っているのか

進捗状況をお聞かせ下さい。 

② これまで策定した既存の計画や現在進行中のまちづくり関連の計画について、公

共施設等総合管理計画において、どのように関連して行くのか、市長のお考えを

お聞かせ下さい。 

③ 地方公会計制度への移行に当たり、かねてより本市の公共施設等総合管理計画の策

定にあたって、どのような構築をして行かれるのかお聞かせ下さい。 

 

２、市民会館の改修について 

 

① これまで議会において、市長は単なる会館の再生ではなく、市民が集える複合的な

施設を目指したいと、発言されておられますがその後の検討状況をお聞かせ下さい。

また、今年度中には基本計画が策定され、より具体化されて行かれると思いますが、

市民の意見をどのように取り入れられるのかお聞かせ下さい。 

② 市民会館機能の停止状態が長引いており、平成 30年度に整備の段階に入りますが

利用者のフォローをどのように考えておられるのかお聞かせ下さいます。 

 

３、水防法の一部改正について 

 

   昨今、全国においてゲリラ豪雨等、多発する浸水被害の対応を図るために水防

の一部が改正（平成 26年 2月に閣議決定）され、改正案の概要として多発する

浸水被害への対応を図るため、想定しうる最大規模の洪水・内水・高潮への対



策として、１）現行の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模

の降雨を前提とした区域に拡充。２）新たに、内水及び高潮に係る浸水制度区

域を設け想定し得る最大規模の降雨・高潮を前提とした区域の公表や、比較的

発生頻度の高い内水に対する地域の状況に応じた浸水対策等の推進が上げられ

ている。本市において本市において豪雨災害が発生する可能性が生じた場合に

おいても、従来通りのマニュアルでは対応できないと思いますが、そこで、質

問を２点程いたします。 

   

① この水防法の改正について、本市としてどのような対応や方向性を考えているの

かお聞かせ下さい。 

② 本市におけるゲリラ豪雨が頻繁に発生した場合の、避難勧告、避難指示についての

マニュアルをご説明下さい。 

 

 

 

 

 

 

6月 22日（月）    （個別質問）荒井秀行 

１、境港市総合戦略の策定につて 

 昨年秋に、国は「まち・ひと・しごと創生本部」を発足しました。 

 この「地方創生」が目指すものは、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少の克

服と成長の確保であり、それに合致する地方からの施策には、国が予算付けをするとい

うもので、２０１５年度中に、「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を作成するこ

とを地方は求められています。 

 

 又、国は地方にたいして自立につながるよう、自ら責任をもって戦略を推し進めるこ

とを求めています。 

 このことを受けて、境港市においても、平成 27 年 5 月 1 日「第 1 回境港市総合戦略

推進会議」を開催されました。推進員会は委員 30人で組織し、5月 1日～９月に総合戦

略を決定し、10月下旬ごろには国に報告するスケジュールであります。 

 

 この本市における地方総合戦略の目指すものと進め方について数点質問いたします。 

1点目に、本年 5月に発足した「境港市総合戦略推進会議」は 6月 13日までに、計 3回

開催されていますが、その内容は 1回目の会議はホームページで確認しましたが、その

後の内容は見えてきませんが、現状をお聞かせください。 

 

2点目に、「まち・ひと・しごと」の全てを同時に取り組めないと思いますが、その中で

本市の目的は何か、又何を重点的に考えるのか、お示しください。 
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3 点目に、境港市が今後目指すべき将来の方向や実現に向けた、今後 5 年間の目標や施

策等を示す「総合戦略」を策定されると思いますが、5 年間で結果の出るものは少ない

と思います。5年でどのような効果を目指し、5年以降はどのような方針で、5年後に国

の補助金がなくなった場合どのように望まれるのか、市長の考えをお聞かせください。 

 

４点目に、このような計画を策定する上では、一番重要なことは、住民参加で住民との

対話でじっくりとして策定すべきものだと思います。当初のスケジュールでは公聴する

という時間が足りないと思いますが、どのようにして広く住民の声を吸い上げられるの

か、お聞かせください。 

 

 

２、竹内団地の港湾整備と環境整備について 

 

 先の 3月議会において港湾整備として、貨客船ターミナル整備事業の計画にあたって

の境港市の臨み方についてお聞きしております。本議会では、先の事業の状況が一歩前

進したようですので、貨客船ターミナル整備事業についてお聞かせください。 

 

 さて、この竹内団地 128.6haで、土地の用途は工業と工業専用地域となっており、団

地の地 88.1％は販売され、未分譲の土地は余りありません。（平成 26年 4月現在） 

 

 今後、団地の東側に大型船舶用バースとそのターミナル棟が建設されると、関連した

施設や商業系建物が建設され、宿泊施設も必要となってくるでありましょう。団地全体

のあり方について、建物を建設されていない方も含めて、検討・準備をする必要がある

と思います。空いた土地に、税金対策で太陽光パネルを設置するだけではなく、団地全

体の土地利用計画や団地の町づくりプランの検討も必要と考えます。 

 

 又、ターミナル周辺を中心に人が集まり、竹内団地内も多くの観光客が回遊します。

多くの観光客の方々に気持の良い環境で迎え為の対策も必要と思います。 

 ここで数点質問いたします。 

 

1 点目に、竹内団地全体のゾーニング計画とターミナル周辺のまちの概要プランを市民

に提示をし、その上で土地所有者との意見交換会を開催することが必要と考えますが、

市長はどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 

 

2 点目に、この町で観光客に、市民として本当の意味のおもてなしをする為に、又綺麗

な環境を作るためにも、竹内団地を既存の自治会に組み入れ、企業と地域住民の協働に

より団地全体で、生き生きとした町づくり行うことを提案します。団地の全体を既存の

自治体に組み入れることについて、市長はどのようにお考えるか、お聞かせください。 

 



３点目に、団地内で一番大きな公園「夢みなと公園」の整備が必要と思います。管理組

合に要請していただきたい。市長はどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 

 

４点目に、431号から竹内団地に入り道は、新屋、高松、竹内町の 3本があります。 

（国道からそれに並行した高松川まで８０ｍ程度）この両脇の雑木林の整備する必要が

あると思います。市長はどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 

 

５点目に、ターミナルビル付近での「水族館」の構想についての有無も含め、現状につ

いて、お聞かせください。 

 

 

３、もっと海に親しもう 

 

 境港市海のスポーツ活性化調査検討会議が「スポーツ振興くじ助成によるスポーツと

地域の活性化に関する調査研究事業」の委託を受けて、境港市「海のスポーツ」活性化

調査事業が平成 27年 3月出来上がりました。 

 報告書の中で、色々な提案がおります。 

この報告書は、教育委員の生涯学習課で取りまとめておられます。具体的で、実行可能

なことも多々ありますし、計画・実施に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

 

1 点目に、境港市「海のスポーツ」活性化調査事業報告書について、どのような感想を

お持ちでしょうか、お伺いします。。 

 

2 点目に、境港公共マリーナ付近で実施されている事業と今後の展望についてお聞かせ

ください。 

 

3 点目に、海に親しむ方法として、一番先に思いつくのが海水浴だと思います。竹内団

地が出来る前の時代の人の夏の遊びは、大人も含め海での遊びでした。 

 三方海に開かれたまち境港、海水浴場の設置を要望します。市長の考えをお伺いしま

す。 

 

 


