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平成 28 年 3月定例議会報告   

 

港みらい代表質問  佐名木 知信 議員 

    関連質問  荒井 秀行  議員 

    関連質問  築谷 敏雄  議員 

 

 

（ 代表質問  佐名木 知信 議員 ） 

１．将来に向けた行財政運営について 

 

①平成２８年度当初予算案について 

 中国経済の失速による世界経済の鈍化傾向が顕著になり、本年１月には日銀

がマイナス金利を導入し、わが国においても先行きの不透明感が急速に高まっ

ています。 

 本市の平成２８年度当初予算案によると市税は３７億５千万円と対前年比１．

５％増となり、地方交付税は対前年比４．５％減、約１億 2 千万円の減額とな

っております。 

 このような状況の中で、平成２８年度当初予算案における市長の予算編成に

係る基本的な考え方や強調したい点をお聞かせください。 

 

②基金の運用・在り方について 

 次に、基金の在り方について、お尋ねします。毎年の予算編成で示される基金

については、平成２７年度の基金残高、実質 37億６千６百万円、平成２８年度

予算では３３億円となって、平成２５年度の基金４８億５千５百万円をピーク

に、基金は減少傾向にあります。 

 先にも述べましたが、世界経済鈍化の兆候により、いつ急激な経済変動が起こ

るかも知れない情勢にあります。また、度重なる自然災害に加え、全国的に起こ

る２０２５年問題、近い将来更新時期を迎える公共施設の維持管理費等、数々の

財政面での負担、地方財政の危機が予測されるところです。 

 そこで、本市の基金の運用・在り方ついて、市長の見解をお聞かせください。 

 

③ふるさと納税について 

 ふるさと納税は、現段階で市が独自に外部から寄付という名目で収入を得る

唯一の手段であり、本市にとっても減少する市税の穴を埋めてくれる大切な浄

財であります。 
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そこで、先ず今年度のふるさと納税の見込み額をお示しください。 

 

◇また、その見込み額を前年度と比較すると共に、これまでの推移も踏まえ、本

市がどのように分析しているのかお聞かせください。 

 

④公共施設マネジメントについて 

公共施設等総合管理計画の策定については、平成２８年度までに公共施設の

現状及び今後の計画の基本方針を作成するよう、国(総務省)の方から要請されて

いますが、本市における現況をお示しください。また、県内並びに中海圏域各市

の状況もお聞かせください。 

 

◇私たち会派「港みらい」は、公共施設マネジメントに関し、「拡大」から「縮

充」へとの考え方を申し上げておりますが、今後、全ての建物をどのようにして

いくのか、存廃・統合も含めて、本市の方針をお聞かせください。 

 

◇また、存廃・統合の議論の際、地域住民の皆さんの声をどのようにくみ取り、

反映させていくのかお聞かせください。 

 

◇仮に存続するとした場合、当然の事ながらインフラ長寿命化計画の作成が必

要となってきますが、現在この計画の作成に関する検討状況を伺います。 

 

◇公共施設の現状把握と維持管理については、現在それぞれの部署で受け持っ

ていますが、公共施設の３つのリスク「安全性の確保の困難さ」「公共サービス

維持・向上の限界」「次世代への負担増」以上の理由から、公共施設の維持・管

理の一元化を提案いたします。 

今まさに、次々と発生している本市公共施設の現状を見ますと、市民会館・市

民体育館・市民温水プール等が現実のものとして、そのリスクを表しています。

この提案に対して、市長の見解を伺います。 

 

⑤行政サービスと市職員数の減少について 

この 10年間で行政における仕組み・法律も大きく変わり、また一方で、地方

分権が進む中、市町村における行政事務量は確実に増加し、かつ複雑・多様化し

てきている事は言うまでもありません。 

そのような中、本市の職員数の推移をみると大きく減少しています。この理由

は財政難から職員数を極限まで減少させ人件費を削減し、財源に充ててきたと

の説明を伺ってきたように思います。 
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そこで、今の状況から見た時、今後の税収の伸びが見込み辛い中にあって、ま

た職員を削減されるのではないかと心配するところでもあります。職員数は確

かに人件費に直結し財政面でも大きなウエイトを持ちます。一方でサービスの

質にも影響がないとは言い切れません。ご存じの通り、今、その差を生まないよ

う職員は懸命に働かれています。 

 

しかし、そこには 8 時間という壁を越えた残業や休日出勤という世界で、隙

間を埋めている実態があるのではないでしょうか。この手法をすべて否定する

ものではありませんが、今後高齢化社会に突入する中で、増加するサービス内容

や量を考えると、残業や休日出勤で賄うことの限界を感じるところです。 

そうなれば人員の削減は市民サービスの低下に直結することになりますが、

今後どのような方策を取られるのか、市長の所見をお聞かせください。 

 

また、職員数の減少は組織全体のガバナンス(統括)機能の低下にも影響します。

今でも多々見受けられますが、例えば部下のいない係長、係長と課長の兼務、相

当数の職務を兼務する職員が多く存在することになります。 

 こうなれば統治するチェック機能がぜい弱化し、見えるはずの事が見えずト

ラブルやサービス低下の原因となるのではないでしょうか。 

 また、一人の職員が休むと、その影響は多岐に及ぶといったマイナスの要因が

あることも事実であります。これらの事を鑑みて、今後 5 年後 10 年後を見据

えた本市の取るべき施策をお答えください。 

 

 

２．「地方創生」と経済活性化について 

 

①「境港市総合戦略」について 

 来年度に完成する見通しの「中野地区国際物流ターミナル整備」や、現在、進

められている「竹内南地区の貨客船ターミナル整備」「境漁港の高度衛生化衛生

管理型市場・漁港の整備」等は、国の多額の補助金による大規模工事であります。

このような大型公共事業によって、本市を取り巻く環境も変化していくと考え

られますが、地域経済をつくり、地域社会を維持する最大の経済主体は、地域を

生活基盤としている多くの中小企業や商店、事業者、あるいは漁師、農家の方々

であります。はたして大規模な公共工事により、この地域を生活基盤としている

多くの方々の生活が改善し、幸福度が増すのでしょうか。 

昨年、策定された「境港市総合戦略」を、人口減少と地域経済の縮小を克服し、

地域に活力を生み出す指針にするとの事ですが、この総合戦略を基に、どのよう
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な施策を実行していかれるのか、市長の見解をお伺いします。 

 

②新しい公共経営（ニュー・パブリック・マネジメント）について 

新しい公共経営（ニュー・パブリック・マネジメント、略して NPM）とは、

民間企業における経営理念、手法、成功事例を出来る限り行政分野に導入するこ

とで、効率的で質の高い行政サービスの提供を目指すものです。現在、日本でも

導入する自治体が増えてきています。 

 NPMの特徴は、顧客満足度を重視した行政サービス、数値目標の設定と行政

評価による事業評価の実施、競争原理の導入、公営企業の民営化、民間委託、敏

速な意思決定が出来るように事業推進責任者に権限を委譲して、組織を簡素化

等する事です。 

そこで、重要な事は中長期的なリスクを想定して、あらゆる環境の変化にも対

応し得る事業企画・立案能力が、今後の地方自治体には不可欠であると考えます

が、このニュー・パブリック・マネジメント（NPM）を境港市に導入すべきだ

と考えますが、市長の所見を伺います。 

 

③中小企業基本法について 

 今般、地域の実情に合った独自の産業政策を地方自治体が持たなければなら

ない時代となりました。１９９９年、中小企業基本法が改正され、地方分権化の

流れになっていることは、周知の通りです。 

中小企業基本法第６条の条文を読み上げますと「地方公共団体は、基本理念に

のっとり、中小企業に関し、国と適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体

の区域の自然的・経済的・社会的要件に応じた施策を策定、および実施する責務

を有する」と定められています。 

 本市において、法令にある「区域の自然的・経済的・社会的要件」について、

どのような認識でおられるのか、お考えをお示しください。 

  

また、地域の原動力とも言える地元中小企業・小規模事業者に対する活性化策

として、このような中小企業基本法に基づいた本市独自の「中小企業・小規模事

業者振興基本条例」等の条例制定が望まれるところですが、市長の見解をお聞か

せください。 

 

④観光施策について 

 本市は観光の目玉として「さかなと鬼太郎のまち」を謳い文句にし、今や山陰

を代表する観光地となった感もありますが、今後持続的な観光地としてステッ

プアップを図るために、重要なアイテムが２つあります。 
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それは、「景観」と「地元に根付く特産品（土産物）」であります。本市は、今

後この重要なアイテムに、もっと目を向けなければなりません。 

さらに言えば、この２つの要素を確立しなければ、観光振興策は成り立たない

とも考えます。 

 本市への観光客の入り込み数はピーク時に比べ減少傾向にありますが、この

２つのアイテムに目を向け、さらに磨きあげて行けば、訪れる方々の満足度が上

がり、リピート率向上や滞在時間の延長、観光収入にも繋がるのではないでしょ

うか。 そこで、本市の観光施策においてカギを握るこの２つのアイテムを、今

後、どのように見直し磨いて行かれるのか、市長の見解をお聞かせください。 

 

⑤市役所の機構改革と人財育成について 

今後、少子化対策・超高齢化対策・地域振興対策・防災対策等ますます需要が

高まる事が予想される中、授業主体である市役所の組織体制強化と、「地方創生」

に社会へ挑戦する人財の育成こそ、本市の最重要課題であると考えます。 

中村市長は、就任以来強烈なリーダーシップの下「行財政改革」を断行されま

した。次は、「地方創生」という課題に立ち向かっていく「チーム境港」を構築

する時です。企画制作部門の強化も合わせ、人員配備の見直し、組織強化のため

の機構改革が必要な時期に入っています。市長の所見をお聞かせください。 

また、地域活性化のために現場で活躍している職員が、市民を思い必死に考え、

問題解決のために知恵を出し合い、実効性あるプランを作成する。 

自分たちが主体的になって策定したからこそ、それを実行していく事にも力

が入るのだと思います。 

そこで、次世代を担う若手職員の創意をくみ上げ、政策につなげる事の出来る

環境づくりや、将来に向けた人財育成の取り組みについて、市長の所見をお聞か

せください。 

 

⑥「海に生きるまち境港」の未来予想図について 

現在、人口減少・超高齢社会に向け、早くから危機感を持ち、人口定住対策を

自治体と住民が協働で取組み、人口を維持・増加させている自治体を多く見受け

られます。例を挙げますと、北海道東川町、長野県原町、島根県海士町、宮崎県

綾町などです。 

 また、２０歳から４０歳のまさに、働き盛りの世代が移住したい候補先として

島根県が全国都道府県の中で、第３位となりました。この海士町の勢いが、島根

県全体を動かしたと言っても過言ではないでしょう。 

 そこで、人口減少を大前提に考えているコンサルタントに依頼するのではな

く、海士町のように自治体と住民が協働で総合計画を策定し、実効性ある施策を
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展開して効果を上げている事例からも、本市においては、幅広く民意を汲み上げ、

現在策定が止まっている「まちづくり総合プラン」を一刻も早く策定し、市民誰

もが共有できる明確なビジョン、つまり、境港の全体像の描かれた「未来予想図」

に向かって、市民と共にこのまちを創り上げて行こうと思われないでしょうか。

市長の所見をお聞かせください。 

 

 

３．本市の防災対策と危機管理について 

 

①地震津波対策について 

東日本大震災から５年を迎えようとする今、私は、防災に対する意識や取り組

みについて、発生直後と比較するとどうであろうかと、日々自分自身に問いかけ

ているところであります。 

避難場所の確認、防災マップ、防災組織の立ち上げ、避難ビルの登録等々、こ

のような取り組みが一段落して安心してしまったのではないか、大規模な防災

訓練も実施されているが、はたして有事の際にどうなるのかと不安を感じる人

も多いのではないでしょうか。 

そこで、本市ではハザードマップの作成や避難ビルの指定を行った後これら

を活用してどのような取り組みを行ってきたのか、その成果と課題をお答えく

ださい。 

 

②給食センターの危機管理体制について 

本市待望の施設として昨年秋に完成した給食センターですが、先般の大寒波

襲来時の低温により、残念ながらオープンして半年余りで一時機能停止を余儀

なくされました。 

この事は、全学童への給食提供という大変重要なサービスにおける危機管理

体制が、ぜい弱であったことを露呈する事となったともいえます。 

そこで、今回の急激な低温に関わらず、様々な外的要因により被害が発生した

場合の、給食センターの危機管理体制と、その復旧対応にも関わる代替供給体制

についてお聞かせください。 

 

 

４．市民を大切にする教育と福祉の充実について 

 

①学校教育の充実について 

 教育は「知・徳・体」つまり学力向上と徳育と体育、この３つの基本を上げま
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すが、本市における特徴的な取り組みを伺います。 

 

また、地域の将来を担う子どもたちには、なるべく早期より境港市の歴史や文

化を学んでもらい「地域愛」を育む事が、地方創生に大変重要だと考えますが、

教育長の具体的な展望をお聞かせください。 

 

②社会教育の充実について 

市民会館を含む文化・体育施設の今後の管理及び運営については、公共施設等

総合管理計画作成を待って、10年 20年先を見据えたハード・ソフト両面の将

来展望が示されると思いますが、本市における考え方をお聞かせください。 

 

③超高齢社会に向けた取り組みについて 

本市も例外なく超高齢化社会に向かって進んでいるわけでありますが、改め

て人口に占める 65 歳以上の方の人数・割合はどのくらいか、また、今後 5 年

間でどのように推移をするのかお答えください。 

 

◇次に、この 5年間で就業者人口の推移はどのように予測されているのか、 

また、税収への影響等の見通しもお聞かせください。 

 

◇単刀直入にお聞きします。向こう 5 年 10 年のレベルで、本市の自主財源の

見通しをどのように予測されるのかお聞かせください。 

 

◇本市としても、このままでは行政サービスの削減が否めないのですが、市民に

どのような影響を及ぼすのか、その対策や今から行える施策は何かお示しくだ

さい。 

 

④公共交通はまるーぷバスについて 

 先に述べました超高齢社会到来に向けて、現実の問題として自動車の運転が

出来なくなる方の数が増加し、日常生活における移動手段の確保が必要となり

ます。 

 そこで、この市民の生活の足の確保について、10年 20年先を見据えた対策

に今から取り組むべきと考えますが、市長の所見をお聞かせください。 

 

⑤地域包括ケアシステムの充実について 

 本市では地域包括ケアシステムの構築に向けて、本年 10 月よりこれまで委

託により、2 か所で委託運営していたセンターを、市直営により 1 か所で運営
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するとの事であります。 

それらも含め、医師・看護師・保健師・介護職員・薬剤師等の専門職や地域の

方で高齢者を支える仕組みづくりを進め、高齢化率は高いが、その事を強みとし

て、団塊の世代が 75 歳以上(後期高齢者)となる「2025 年問題」」に対応でき

るまちづくりを、スピード感を持って進めなければなりません。 

 そこで、この地域包括ケアシステムの充実及び、「2025年問題」の対応につ

いて、本市の具体的な施策と進め方をお聞かせください。 

 

⑥国民健康保険について 

今議会において国民健康保険税の値上げ案が上程されています。高齢社会が

進行する中ではいたしかない事と思う一方で、今後どのようにして行くのか、真

剣に市民と共に考えていかなければならないと思います。 

 楽観的に今後、国保は都道府県という大きな枠で経営されるから全体として

は安定し、安くなるなどと言う方もいますが、それも一時的なものであります。 

今後ますます高齢者が増加する中で、県内で最も高い本市の実状を十分検討

し、何が原因なのかを分析し、どうしていけば良いのかを次世代の運営者の鳥取

県に伝えていく必要があります。 

そこで、過去５年の状況と将来の高齢者増加を考えた場合、保険税の推移をど

う予測しているのか、また、対策についてもお答えください。 

 

 

 

（ 関連質問 荒井 秀行 議員 ） 

 

１、水木しげるロードのリニューアルとその周辺整備 

水木しげるロードのリニューアルも、昨年の１１月に６００ｍのロード内に、

リニューアルで計画している道路の形状をプランター等で区切り、その間を一

方通行にして、車の流れや人の動きを調査されました。道路本体のリニューアル

事業を実施するための、予備の調査の為の実験・検証をしたことになります。 

通常では、なかなか出来ない社会実験を経て改善計画を折り込み、より良いリ

ニュアルが出来るものと期待をしております。 

そこで、この実験やアンケート調査の検証されて、今後の進め方について質問
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をいたします。 

①初めに、社会実験によるアンケートの結果とその分析結果について、お聞かせ

ください。 

②次に、リニューアル事業の今後の日程についてもお聞かせください。 

③この度、この水木しげるロードに多額の公費を投入するわけですが、境港市内

見渡していった時、まだまだ整備すべ場所や箇所が思われる方も多数有ろうか

と思います。ここに集中して投入する意味を改めて、お伺いします。 

 

次に、この周辺の活性化を考えた時、２月にオープンした駅前の滞在型ホテル

との連携が考えられます。またロードの賑わいを線から面に広げ、拡充していく

施策が必要でしょうし、クルーズ船のお客さんを市内に誘導するために施設や

ものを考えないといけないと、大方の人が考えているのではないでしょうか。境

港が持っている資源をフルに引き出す施策を推し進めることが必要と考えます。 

 

④市長の考えておられる、水木しげるロードやクルーズ船のお客、水産資源や美

しい自然を含め、この資源を活用する計画をお聞かせください。 

 

 

２、ふるさと納税について 

 市の税収を増加させる上で、市税等の増加は地域の活性化に掛かっており、懸

命の努力はしているものの極めて厳しい状態で推移しております。27 年度の市

民税の予算額は、37 億円余ですが、最近の当市においてのふるさと納税額は 1

～4億円位あります。 

 ちなみに、20年度から始まったふるさと納税は、20年度は寄付件数 26件、寄

付金額は 480 万円でスタートして、24 年度は 2 億 7500 万円、25 年は 1 億 2000

万円、26年度は 4億 2000万円となり、税収だけでいえば、タバコ税の 2億 5000

万円よりも多くなってきております。 

 平成 26 年度は、境港市は全国の自治体の中で 12 位と検討しておりますが、

各自治体とも納税者に対してのお礼の品を色々工夫をしております。1位は長崎

県平戸市で 14 億 6000 万円で、6 位に浜田市で 7 億 2000 万円、10 位に米子市 4

億 7000万円と続いております。 

 当市でも、納税者の増えてきた分析もされています。しかし、全国の自治体で

も同じ様に検討工夫をしております。 

 

①当市において魅力あるプレゼントの発掘・開発についてどのように、取り組ま

れる 
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 のか、お聞かせください。 

②ふるさと納税の制度、境港をどのようにＰＲするのかお聞かせください。 

 

 

３、危機管理について 

 災害は思わぬと時、思わぬ場所で発生するもので、今年の正月２日には市内

全域で停電がありました。また１月下旬にはあまり経験のない寒波で水道管が

破裂して、断水が発生しました。自然災害や構築物等の劣化等による事故も起

きております。 

 

（１）◎防法３法に対応について 

 この度国の水防法３法が見直されました。最大規模の洪水・内水・高潮により

現在の想定を超える浸水被害が多発しているために、その対策をしなければな

りません。 

当市は、平成 27年度に境港市地域防災計画の震災・風水害等対策編の一部修正

をされています。この中では、平成 27 年 2 月 20 日閣議決定の水防法の一部改

正は含まれていません。今後の対応についてお伺いします。 

①この改正により、何を検討しなければならないのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

②次にこのことを市民にどう伝えるのでしょうか、お伺いします。 

③下水道の対策など、今後どのように取り組まれるのか、お伺いします。 

 

（２）公共建築物の維持（危機）管理について 

 現在、当市においては、公共建築物等総合管理計画の作成準備をされていると

思いましす。準備が良ければ、固定資産台帳を整備し、建物の維持管理や改廃、

長寿命化などを計画し、公共建築物の個々に対応が出来るのですが、当市の公共

建築物とその老朽化が同時期に起きれ、大きな施設が使用禁止となっています。 

 大きな施設の使用禁止の経緯を振り返ってみますと、 

○市民会館の場合は、平成 25年に耐震診断をし、構造耐震指標（IS値）0.1で

判定指標 0.75以下で、25 年 12 月 12日より使用禁止とした。竣工年 S48年 

○市民体育館の場合は、アリーナ棟・武道場棟を耐震診断し、（IS値) 

0.172 と 0.223 で判定指数 0.75 以下で、平成 27 年 2 月 1 日より使用禁止とし

た。 

竣工年は S55年 

この 2 件は、耐震診断により使用禁止となりました。なお建築物の耐震基準は

昭和 56年に改正があり、56年以前に設計したものは、旧基準で構造計算をして
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おります。 

○市民温水プールの場合は、竣工年は S62 年 12月で、新耐震基準で当然設計し

てあ  

 ります。がこの度、28年 2 月 12日に天井材（コンクリート片）がポールサイ

ドに 

 落下し、早急に改修工事するために平成 28 年 3 月 1 日より使用禁止とする。 

 

 以上の 3 件の使用禁止になる事例を見てまいりましたが、公共建築物の維持

管理が計画的に行われていなかった思われても仕方がありません。また使用禁

止にする基準もあまりはっきり判りません。現在固定資産台帳の整備等も行っ

ておられると思いましが、建物の使用禁止する基準も明確にする必要があると

思います。 

  

 ここで、2点質問いたします。 

①建物の維持管理は、どこの部門が責任を持って行うか。 

②使用禁止にするために基準とその禁止の判断は誰かするのか。 

 

 次に、今後計画されている新築建物については、維持管理がしやすい構造・省

エネルギーのシステムを考慮したモノを計画したください。市長のお考えをお

聞かせください。 

 

 

 

 

 

（ 関連質問 築谷 敏雄 議員 ） 

 

〇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 

  平成 27 年度の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の学校質問紙

調査では、授業で「児童生徒自ら学級やグループで課題を設定し、その解

決に向けて話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動を取り入れたか」

どうかの問に対し、[よく行った」と答えた学校ほど平均正答率が高い傾

向にある。これは課題を発見して整理して文章にするといった経験が、特
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に応用力を問う問題に効果が出ていると思われます。そこで、こういった

学習指導などや、家庭における学習指導について質問いたします。 

 

① 本市の小中学校の授業で児童生徒自ら学級やグループで課題を設定し、

その解決に向けて話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動を、どのよ

うに指導されているのかお聞かせ下さい。 

 

 ② 英語教育の充実における、小学５・６年生を対象とした留学生などと楽

しく英語を学ぶ「土曜学習」に新たに取り組むとのことですが、どのよう

な学習指導を行うのかお聞かせ下さい。 

 

 ③ 家庭の学習指導については、「家庭学習の手引き」を活用し定着に向け取

り組んでいるが、先の学校質問紙調査（中学校）において、1 日当たりの

テレビやビデオ・DVD の視聴が 2 時間以上６９.1％（全国比＋13.4％）ま

た、テレビゲーム（スマホも含む）の使用時間が 2 時間以上 44.1％ （全

国比＋.8％）となっており、家庭学習に大きな影響を及ぼしている。この

ことについて、どのように取り組んでいくのかお聞かせ下さい。 

  

 

２、高齢者福祉の充実について 

 平成 2５年度から市内に北、南地域 2 か所に委託型の包括支援センターとし

て設置さ  

 れ、高齢者の総合相談、介護予防のケアマネジメントや関係機関との連携、

介護予防事 

 業など高齢者支援の拠点としてまた、地域包括ケア体制の構築を推進すると

いう観点か 

 ら、その中核となる機関として運営されていましたが、運営体制の見直しに

より、平成 

 28 年１０月から、本市の直営型１カ所のセンターに運営が変わります。そこ

で、地域包 

 括支援センターの一本化について質問いたします。 

 

 

① 地域包括センターの現在の業務状況と、本市直営型１カ所になった経緯

をお聞かせ下さい。 
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② 以前の委託型 2 か所と本市直営型 1 カ所とのメリット、デメリットはど

うか。 

 

③ 委託型で築いてきた地域の方との関わり体制が、直営になることで体制

が維持できるのか、関係が薄れるのではないか懸念されますが、高齢者

に対するサービスや事業が今まで通り混乱なく移行できるのか、新しい

拠点の場所や、職員の雇用体制はどのように考えておられるのかお聞か

せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 


