
平成２３年度「市民の声提案箱」回答状況

番号 受付日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

1 4月2日 電子メール 商工農政課

　東日本大震災では、地震と津波による甚大な被害により漁業関連をは
じめ、仕事ができない会社も多くあるようです。竹内工業団地のかなりの
部分が遊休地となっている様子なので、企業誘致の斡旋とか暫定雇用も
災害救済措置として検討してみてください。

　東日本大震災で被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げま
す。現在、境港市では、宮城県からの要請に応えて、物的支援として備
蓄物資の放出、市民の方から提供いただいた水・保存食品・毛布などの
救援物資の輸送、義援金募金箱の設置、避難された方の一時受け入れ
体制の整備、また人的支援として宮城県石巻市に避難所応援要員職員
の派遣などを行っております。
　ご提案いただいた企業誘致の斡旋につきましては、被災された企業が
地元に残って再建をすすめることが地域復興に欠かせないと考えますの
で、被災された地域からの斡旋は考えておりません。
　震災避難者就業支援につきましては、避難される方が安心して生活し
ていただけるよう「鳥取型雇用の受け皿プラン」により鳥取県が就業支援
をする予定ですので、ハローワークと連携して情報提供したいと考えてお
ります。

2 4月18日 文書 環境防災課

道路標識について、工事（止まれの標識の前に電柱が設置してある）
が正常に実施されていないように思われます。

受注者（工事業者）は誠実な仕事をしていなく、発注者（誰かは解かり
ませんが警察？）は、監督を誠実に実施されていないと推測します。つま
り、税金も正常に使われていないものと推測します。市長として、御指導
よろしくお願い致します。税金は血税です！

ご指摘のありました道路標識は、警察署が設置したものでございます
ので、境港警察署に連絡し、対応をお願いしたところです。

3 5月19日 電子メール 地域振興課

先日、孫たちをつれて夢港公園に行きました。広くて見晴らしがよくて、
大変楽しみましたが、ひとつ気になりました。海側に植えてある何本かの
松の添え木が根元から宙に浮いていました。添え木を針金でまかれた枝
木に針金がくいこんで痛々しいかぎりです。たぶん木を植えられたまま放
置されて、木が大きくなってもそのままで木が添え木をもちあげたので
は・・・と推測します。「孫たちも木が可愛そう」と・・・。

近くには県外の観光バスから多くのお客が腰をおろしていました。これ
をみられたらどうおもわれるでしょうか。この場所が境管理組合の管理下
だと聞きましたが、だれも境港市のものと思うでしょう。恐れいりますが、
管理組合に対処をぜひぜひお願いしてください。孫たちに腕を針金で縛
り上げたような姿を見せたくありませんので、どうかよろしくお願いいたし
ます。

ご提案いただきありがとうございました。今回の事案につきましては、
当方から境港管理組合に早速連絡を取り、状況を伝えましたところ、添
え木が必要無い自立可能な樹木については、添え木を撤去し、添え木
が必要でまだ自立していない樹木については、添え木が浮き上がらない
様、適正な形で管理を行うという回答がありましたのでお伝えいたしま
す。

4 5月19日 電子メール 管理課

家の前の道路ですがトラックの往来が激しくスモッグが酷いですし、振
動もすごいです。江島大橋ができてからです。交通量が増えて昼間はテ
レビの音が聞こえません。なんとか大根島から内浜産業道路に直通の
道路を検討してもらえないでしょうか？通学路なのでとても危ないのもあ
ります。

江島大橋が開通してから、トラックの交通量が増えたことにより、騒音
や振動で不快な思いをされていると察します。

ご提案の直通道路の検討については、費用対効果や必要性から判断
しても、現実的には難しいものと考えますが、自宅前の道路は県道であ
りますので、県に対して騒音、振動の調査や対策及び通学路の安全確
保について伝えました。県では、周辺地区住民や自治会等から要望があ
れば対策について検討したいとのことでした。



番号 受付日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

5 5月26日 電子メール 環境防災課
今年の3月中頃だったと思いますが、既設の建物を利用した災害時の緊
急避難先、アマチュア無線の活用ETCを提案、質問等をメールしておりま
すが、進捗状況をお知らせください。

既設の建物の利用につきましては、先行してNTTの施設について協議
を進めているところです。また、その他の施設についても、順次、可能な
ところからと考えております。また、アマチュア無線につきましては、出雲
市等の状況もお聞きし、研究したいと考えております。

6 5月27日 電子メール
環境防災課、
地域振興課

昨日、当町に於いて市長と語る会があり私も意見、要望を述べさせて
いただきました。
もし、仮に３，１１が平日の昼間に起きたとしたら、保育所、幼稚園、小学
校、中学校、高校にいる子供たちを誰が、どの様な方法で、何処へ避難
させるのか、マニュアル化が必要であり市民に周知徹底が必要ではと要
望しました。もう一つ、この市民の声提案箱に関してですが、提案履歴が
１年前のものしか掲載がなく、今現在、市民が何を思い、どういう意見、
要望を提案してるのかをリアルタイムで知りたい、それでないとあまり意
味がないと思います。以上２項目を質問させていただきました。改めて検
討下さい。

・ご指摘の通り、誰が、どのような方法で、何処へ避難させるのか、防災
計画を見直す中できちんと整備し、訓練等を通じて検証していきたいと考
えております。また市民に周知することも当然必要であります。（6/23環
境防災課 回答） ・市民の声提案
箱の更新が遅れましたことはお詫びいたします。これまでの上期・下期
の掲載を改め、概ね1ヶ月毎で期間を区切り、回答済のものを掲載してま
いりたいと存じますので、何卒ご理解をいただきたいと思います。（6/8地
域振興課 回答）

7 5月27日 電子メール 環境防災課

　地域防災計画の見直しを策定中との事なので提案します。
１．原子力災害対策の強化
　福島原発事故を教訓とし、事故が起こってからでは全てが遅い。この程
やっと中電との話し合いのテーブルにつく事が出来るとの事、島根原発
が出来て３７年たつ。余りにも遅いと言わざるおえない。ＥＰＺにお構いな
く強制的に立ち入り調査でもやると言う強い態度、行動が必要ではと思
います。その為には、中電と渡り合える原発に対する高い知識、能力が
必要と思います。その為には学識経験者を招き市民を交えた講演会を
開催する事も必要では。決して原発は安全、安心ではないのです。境港
市が無人の町にならない為あらゆる方策を考え、実行すべきです。
２．津波対策の見直し

新聞紙上に民間の高い建物を避難場所として指定するとなってました
が、誠道町には民間の高い建物はありません。しかし、国、県の持ち物
である高い建物があります。この建物を緊急避難先として整備を行った
らいかがか。外からすぐ屋上に上がれる様、非常階段を設け、小型の自
家発電、保存食の備蓄、毛布ＥＴＣの設置を行う。東北がそうであった様
に、電気、無線、電話が使えなくなり各地区との連絡がとれなくなり、被
害状況が全く把握できない状況になると思われる。適切な指示、命令系
統が破壊される。ではどうするのか。各地区の公民館を耐震補強し、屋
上に建屋を作りそこに小型自家発電機、無線機を設置する、勿論、市役
所の屋上にも同様の建屋を作り、各地区の公民館と連絡を取り合う。出
雲市でアマチュア無線クラブと非常時に協力体制をとる協定を結んだと
報道されました。地域にいるアマチュア無線愛好家と災害時に協力体制
をとる事が出来れば情報が瞬時に把握出来、次に打つ手が速やかに出
来るのでは。東北で起こった事はもう想定外ではなく想定内になったので
す。境港市もそれに備えなくてはなりません。

原発の講演会のご提案ですが、このことにつきましては、市民を対象と
した研修会を開催したいと考えております。
また、津波対策の見直しにつきましては、通信体制や、緊急の避難先の
ご提案ですが、初めの進捗状況の質問でお答えしたとおり、避難先につ
いては一部協議を進めておりますし、通信体制については、研究したい
と考えております。



番号 受付日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

8 6月1日 電子メール 管理課

余子駅近くの踏切ですが、出雲にあるような信号式でノンストップで通
過出来るようになりませんか？信号が赤になってから踏切の遮断バーが
おりるようになればなお良いです。

それから出来ましたら第２中前の道を広げて４３１へ通ずるメイン道路
にはならないでしょうか？

ご要望の場所については、境港市としてＪＲ境線の立体化要望を鳥取
県に対し行っているところです。
　また、指摘の踏切は、JR境線の高速化に伴って遮断機の下りる時間が
長くなりました。安全の為の措置ですのでご理解をお願いいたします。第
二中学校前の県道拡幅については、鳥取県で交通量調査を行っており、
拡幅が必要なまでの交通量ではないと伺っております。

9 6月3日 電子メール 総務課

以前にも職員の態度の件が掲載されていますが、注意喚起したちょっ
とした期間だけ効果あるのではないでしょうか。市民をどういうふうに見
て接客しているのでしょうか。市民と接する機会の多い市民課などの窓
口は前に立っていても声をかけない。たまたまかもしれませんが、そのた
またまがあってはならないと思います。多分市民と接することが少ない部
署については余計にこちらから声をかけないと反応しないのではないで
しょうか。何度もこういう書き込みがあることは、恥ずかしいことだと思い
ませんか。

職員の窓口対応について不愉快な思いをされたことにつきまして、誠
に申し訳なく心よりお詫び申し上げます。

市民の方々への対応は、細心の心配りをして行うよう指導しており、毎
年接遇研修を行い、接遇マナーの向上を図り、市民の皆さま一人ひとり
を大切にした対応を心がけているところです。

この度のご提案内容にあることは、あってはならないことでありますの
で改めて注意喚起を行い指導徹底いたします。
　今後とも、ご意見・ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

10 6月7日 電子メール 地域振興課
提案履歴は現在回答できてない提案も全て記載してください。
回答は後でも構いません。

未回答の提案内容の公開につきましては、回答の公開の時期に併せ
て実施したいと存じます。何卒ご理解をいただきますようお願いいたしま
す。

11 6月7日 電子メール 環境防災課

①災害時の避難場所について
中浜地区”市長との懇談会”にて提案いたしました災害時の避難場所

として自衛隊の内官舎の選定につて、安田県議より「独自に調査した結
果、建物の構造上屋上には上がれないため無理」との発言がありました
が、屋上に上がれなくても例えば階段の踊り場等にスペースがないか、
あるいは空室になっている部屋や１棟全体が空いていいて、そこが避難
場所として使用できないか等調査していただきたく提案します。夕日ケ丘
周辺には、堅固な高層建造物は極めて少なく、全住民が１か所に避難す
ることは無理で、少人数が分散してでも避難できる場所を確保しておく必
要があります。県営夕日ケ丘住宅も対象になります。
②夕日ケ丘西側の墓地公園に防災用として高台の造成を要望

計画されている墓地の周辺の一部に高台の造成を要望します。(イメー
ジとしては２丁目の親水公園ですが、スペースがなければより小規模の
もの）今回の東北規模の津波に対応できるものは無理があり、ある程度
の津波の一時避難場所として利用できる程度のものをと考えます。以上
２項目ご検討の程お願いします。

災害時の避難場所につきましては、ご提案の点も踏まえながら、現在
検討を進めているところです。
県営夕日ヶ丘団地につきましても、避難場所として確保できるよう検討し
たいと考えております。
検討結果につきましては、避難場所として使用できるか、使用できる場
合は、踊り場等でどの程度の方が避難できるかなど詳細についてご報告
したいと考えております。

高台の造成につきましては、近くに竜ヶ山公園もございますので、現状
では考えておりません。また、既存の施設等の活用を優先し、避難場所
の確保をしたいと考えております。



番号 受付日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

12 6月14日 電子メール 管理課

　誠道小学校児童の通学路についてお願いです。
誠道町の真ん中を北と南に突き抜けている幅広道路から誠道小正門

前に直進する道路がありますがまっすぐ行けば小学校に入り、左折する
と幸朋苑方面、右折すると誠道公民館方面になります。ここには一時停
止の標識がない為、朝の児童の登校時の交通事故が心配です。（大半
は幸朋苑の従業員さんの様ですが）。

公民館方面から登校する児童が大半ですが歩道がない為、車道との
区別がなくとても危険です。小川側にはつつじが植栽してあり花も咲き季
節によりとても綺麗です。しかし花より児童の安全が優先ではないでしょ
うか。植栽するスペースがあるのであればそこにガードレールを設置して
ほしいのですが。渡小学校は大きな道から正門までガードレールがあり
児童の安全に配慮してあります。そもそも、小学校のすぐ隣に幸朋苑の
ような大きい施設を作るのであればアクセスする道路も併せて作るべき
ではなかったのでは？幸朋苑が出来てから飛躍的に交通量が増えてき
ました。

誠道小学校正門の前南北道路は、両方が一時停止であり、要望の箇
所を一時停止にすると、３方が一時停止になるため、境港警察署と協議
の結果、地元自治会からの要望として、境港警察署へ提出していただく
ようお願いいたします。

また、南北の道路は歩行者用路側帯（白線2本）で区別はしてありま
す。植栽は五ヶ井出川用地であり道路用地でないため、ガードレールの
設置は困難です。

13 6月20日 電子メール 都市整備課

境港市が管理運用されている公園駐車場について、提案というよりは
苦情をもうしあげます。米子空港脇に整備されている「サントピア」の駐
車場照明が毎朝９時頃まで点灯されています。夕方も１７時頃には点灯
しています。現在日本中が節電対策を実施し不要な電気使用を控える
活動をしているところですが、明るい昼間までも照明をしている理由をお
聞かせください。電気使用量も併せて教えていただきたいと思います。不
必要な照明料金を私の市民税から支払われていることに不満を感じてい
ます。ひょっとしたら境港市の管理ではなく、鳥取県又は国の管理区分
かもしれませんが取りあえず境港市に意見質問申し上げます。

ご指摘ありがとうございました。6月21日に現地（空港北側駐車場照明）
を確認したところ、停電等により、照明の点灯・消灯をセットするタイマー
の時間にズレが生じていました。このズレを修正し、照明時間を19時から
22時までとするようセットいたしました。今回、昼間に点灯していることは
確認できませんでしたが、境港市の管理であり今後適切な管理をしてま
いります。またお気づきの点がありましたらご指摘ください。なお、電気使
用量は月毎でばらつきがありますが、駐車場水銀灯は年間4,121ｋｗとな
ります。（平成22年度）

14 6月28日 電子メール 商工農政課

農林水産省が、下水処理場の放射能で汚染された汚泥を、肥料として
全国に流通させる事を決定したようですが、とんでもない話だと思いま
す。

鳥取、境港の綺麗な大地も、心無い人間のために汚され、大切な子供
達が被曝するのかと思うと悔しくてたまりません。

今、西日本にまで汚泥が運ばれてしまえば、東日本の方達（特に母親）
にも大打撃だと思います。

この件について、受け入れを拒否したり、制度自体を無くす方法は無い
のですか？
　教えて下さい。許せません。

ご提案いただいた放射能で汚染された下水道肥料の流通については、
６月１６日に原子力災害対策本部が下水道などの汚泥について、放射性
セシウム濃度に応じたルールを定め、汚泥を製品として利用する際に
は、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いとの方針を決定し
ました。

これを踏まえ、農林水産省が下水道汚泥肥料の放射性セシウム濃度
が２００ベクレル／kg以下の場合は汚泥肥料の原料として使用できると
いう原則を６月２４日に定めたものです。

この２００ベクレルという値は、３月１７日に定められた、食品衛生法に
おける、食品中の放射性物質に関する基準値（暫定規制値）のうち、放
射性セシウムにおける飲料水や牛乳・乳製品の基準値と同じであり、内
閣府の食品安全委員会は、「相当な安全性を見込んだもの」、「かなり安
全側に立ったもの」との見解を公表していますが、詳細なリスク評価は今
後行うとの課題も示しています。

また、原料汚泥の排出事業者と汚泥肥料の生産業者は、放射性セシ
ウム濃度を定期的に測定し記録、保管し、搬出先等についての報告を国
に行うことが義務付けられています。

以上のことから、境港市が独自にセシウムの基準値を算定し、また肥
料市場の流通を制限することは実質的に不可能で、国より厳しく規制す
ることは困難ではありますが、今後も関係機関に対しましては、機会を捉
えて国民の不安を払拭するよう現行規制の厳格な運用、一層の情報開
示を求めて参りたいと思います。



番号 受付日 回答方法 担当課 提案内容 回答内容

15 7月7日 電子メール 貿易観光課

鬼太郎空港を利用していて常々思っていたことがあります、くだらない
事は重々承知の上で提案させてください。

せっかく鬼太郎空港に名称が変わりましたが実感として空港に着いて
も感じられません。

例えば、ターミナルビルが妖怪屋敷のような建物とか、空港内あたりに
にもミニ水木ロードのようなものでもあればもう少し実感がわくのでは？

そこで今回の自分の提案ですが、滑走路、中海に向かって右側にかな
り広い空き地があるようですが、（たぶん国有地かと思いますが。）あそこ
にナスカの地上絵のような鬼太郎などのキャラクターを設置するのはど
うでしょうか？

例えば、500メートル位ある一反木綿などが描かれていれば着陸前ま
たは上空を通過する航空機などから見えますので面白いのでないでしょ
うかさらにgooglEarthなどの地図からでも十分検索できますので話題性
などあると思います。

告知など一切しなくても実際に見えるわですからかなりのインパクトは
あります。多分、空港に関わる事ですので境港市としては管轄が違うの
で現実は無理でしょうが、世界のどこにもない事なので話題性は期待出
ると思います。

ただ、その絵を見るために鬼太郎空港を利用するとか、利用促進にも
なると思います。

境港市では平成２２年度、観光地としての賑わいの継続、更なる発展
のため「境港市観光振興プラン」を策定したところであります。

その中で、米子鬼太郎空港につきましても、「米子鬼太郎空港の観光
資源化の推進」として、滑走路周辺への鬼太郎の地上絵の設置や、鬼
太郎の壁画の設置など盛り込んでおります。

この事業を含めた１６項目を新規アイデア重点施策とし、事業の一部
は、境港市、鳥取県において今年度予算化され、順次実施に向けて取り
組んでいく予定でございます。

ご提案いただきました米子鬼太郎空港に関するプランの実現に向けて
は、鳥取県や米子空港ビル株式会社の協力が不可欠となります。特に
地上絵につきましては、国の機関との協議等、許可の有無も含め諸問題
も想定されますが、実現に向けて努力して参りたいと思います。

また、その他ご提案いただいた妖怪屋敷の設置等につきましては、今
後、米子鬼太郎空港を活用した観光推進の中で参考にさせていただき
たいと存じます。

16 7月22日 電子メール 都市整備課

日之出公園横の駐車場ですが、外壁のコンクリートブロックの穴に水
が溜まり、ボウフラが大量に発生しています。
消毒などを入れて、個々で駆除したりもしてるのですが、穴を埋めていた
だければ、毎年発生も少しは防げるのではないかとおもいます。

あと、夜間の駐車場の街頭に大量の羽アリが集まり、近隣住宅にまで
大量に飛んできます。

街頭そばにでも害虫駆除のライトでもあれば少しは改善しないでしょう
か？？

　ご指摘ありがとうございます。
日ノ出駐車場の外壁ですが、コンクリートブロックの穴詰めを早急に対

応いたします。
また、駐車場内に害虫駆除ライトを設置すると、駐車場内に虫が落ち

利用者の車を汚すなどの弊害もあることから現在のところ駆除ライトの
設置は考えておりません。別の対策を調査・検討をしていきたいと思いま
す。
　何卒、ご理解を賜りたいと存じます。

17 8月12日 電子メール
子育て・健康

推進課

母子家庭高等技能訓練促進費についての意見です。今までこちらの事
業に3回申し込ませて頂き、対象者としての要件は満たしておりますが、
いずれも残念な結果でした。

最初と2回目は博物館学芸員資格希望で申し込みましたが「ハロー
ワークや関係機関に問い合わせても求人がありませんでした」と断られ
ました。

資格取得と学業に対する意欲がありますので3回目は教員免許希望に
修正して自分でハローワークで検索した教員の求人情報も参考資料とし
て持参しましたが、窓口では状況等の聞き取りもなく、ただ「難しいと思い
ますが、せっかく来られたので協議はします」と言われ、翌日の朝には連
絡がありました。「他の市町村にも問い合わせをして、この資格では厳し
いと判断した」と返答されたのですが、米子の担当者に問い合わせをし
ましたら特に問題はないようでした。

断られた理由を明確にして納得できる回答を切望しております。大変お
手数ですが、宜しくお願い申し上げます。

ご質問をお受けし、鳥取県および県を通じて国にも確認しましたところ、
当該事業を運営するにあたり、就職に結びつきやすいか、つきにくいか、
何を判断にするのか等、各市町村が地域の実情を考慮し、決めることと
のことでありました。

求職状況を調査したところ、私立校で０名、平成２３年度鳥取県公立学
校教員採用志願状況においては、倍率は２５倍、高校に関しては社会科
関係の募集は０人でありました。また、公共職業安定所においも教職員
の募集は、０名であり、学習塾等で教員免許を条件として募集していると
ころもありませんでした。
　上記を受け、当該事業には合致しないものと判断いたしました。
　なお、窓口等の対応につきましては、改善に努めてまいります。
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18 8月13日 電子メール 市民課

　消防署横の墓地について、墓参りするたびに感ずる事です。墓石の清
掃、花への水やりに使用する地下水ですが、今は手動のくみ上げポンプ
にて地下水をくみ上げ、使用してますがこの地下水がとても臭く使いにく
いのです。
  墓参りされる方の中には自宅からペットボトルで水を持参される方もお
られます。過日の市長と語る会の時、中央の広場を改修して墓用地にす
る予定だとお聞きしました。この際、同時に水の問題を解決する事を検
討下さい。例えば、遊園地にある様な蛇口が数個ついたものにすると
か。墓の下でこの水は大変臭いと嘆いているのでは。ぜひ、前向きに検
討下さい。

ご指摘を受け、８月１６日（火）に墓園内の全てのポンプについて確認を
したところ、同じ中央墓園内のポンプであっても２種類の臭いがあること
がわかりました。一つは微かな金属臭の様な臭いで、こちらの臭いはあ
まり気になりませんでしたが、もう一つは泥臭い臭いでこちらは場所に
よっては結構気になる臭いでした（ご指摘の臭いはこちらではないかと思
います）。ただし、８月２３日（火）、二日ほど雨が降り続いていた日です
が、再度確認したところ、個人差があるので一概には言えないと思いま
すが、水を手にとって鼻に近づけても臭いが気になるということはありま
せんでした。

臭いが気になったポンプは墓園の北側に集中しており、特に消防署寄
りのポンプほど臭いが強かった様に思います。この確認結果を地下水ポ
ンプの設置業者に相談し、臭いも現場で確認してもらったところ、ポンプ
を設置した頃は、臭いはしなかったはずなので、何かの原因で地下の水
脈が変わったのではないかとのことでした。臭いが少なくなる方法の助
言を求めましたが、手押しポンプに取り付けるような脱臭装置的なものは
無いとのことでした。また、ポンプを打ち直し、地上から打ち込む距離（通
常５ｍ位を）を変えたとしても、場所が同じであれば、臭いがなくなるかど
うかは判らないとのことでした。

「中央の広場を改修して墓用地にする際、同時に水の問題を解決する
事を検討して欲しい」とのご提案ですが、現時点では広場改修時に遊園
地の様に蛇口（上水道）が数個ついたものの設置は、水道水の管理の問
題もあり計画していません。

今後、ポンプを新たに設置するときは、水質をよく確認し、臭いの出な
いところに打つようにいたします。申し訳ありませんが、当面は、臭いの
気にならないポンプから給水していただきますようお願いいたします。

19 9月3日 電子メール 都市整備課

① 夕日ヶ丘2丁目にある緑地に植えてある木に電線が接触している。
風が強い日は危険な状態であると思いますので、対応よろしくお願いし
ます。他の木も、大きな枝が折れて家に被害が起こらないか心配ですの
で、そちらの対応もよろしくお願いします。
② 以前８月に夕日ヶ丘２丁目にパン屋ができると聞いていましたが、そ
のような様子が全く見当たりませんがどのようになりましたか？
③ 以前に倉吉のなしっ子ランドに遊びに行った際に、そこの施設にあっ
た公園と噴水がとても良く、子供達も楽しく遊んでいました。境港にもそ
のような施設を作っていただけるととてもうれしいので検討よろしくお願い
します。

① 緑地の現況を十分に調査し、周辺の住宅に危険のないよう対応いた
します。
② 当初の予定より大幅に遅れておりますが、引き続き出店に向けて準
備をすすめていると伺っております。
③ 現在境港市には大小様々な街区公園・近隣公園等があり、なかでも
特に市民に親しんでいただける公園として、水の流れる滝（夏季限定）や
遊具、クロスカントリーコースなどを整備した竜ケ山公園を設置しており
ます。また、噴水設備はシンフォニーガーデン（文化ホール）の中庭に設
けており、市民の憩いの場となっておりますので、これらの施設をご利用
していただきたいと思います。

今後の計画としましては、家族や友人同士で多目的なレクリエーション
が楽しめる約２．５haの公園墓地を夕日ケ丘に整備する予定にしており
ます。
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20 9月13日 電子メール 環境防災課

上道町内の有線式放送システムが廃棄されてから、防災行政無線放
送がとても聞こえ難くなりました。というより、ほとんど聞こえない状態で
す。

二階で窓を開けておれば「放送がされている」ことに気が付き、テレビを
消音にして窓辺によれば、所々判別できる程度には聞こえますが、音波
の干渉などにより、内容を把握することが出来ません。窓を閉じる季節に
は、放送に気づくことさえ出来ない状態です。階下に居るときは、ほとん
ど聞こえません。屋外にいても明瞭に聞き取れることは少なく、今では聞
く気が無くなりました。近所の人もそう言っていますが、『葬儀のお知ら
せ』、『公民館からのお知らせ』など、頼りにしていた情報が得られませ
ん。中野区の放送は時々明瞭に聞かれることがありますが・・・・・

実家のある南部町では全戸にスピーカーが設置されていて、町の広報
が明瞭に聞き取れます。それでも、南部町境地区の一部では『避難勧告
を聞いたときには逃げようとしても腰の高さまで浸水していて逃げ切れな
かった。もっと早く知らせろ』など、非難の声も有ったとか。

津波、強風下の火災など、万一の災害時に役に立たなくては無用の長
物であり、防災の役には立ちません。なんとか改善を図って下さい。

防災行政無線は、広域的かつ同時に情報を伝達できるという長所があ
るものの、高層建築物による音の反響や雨風等放送時の気象条件等の
影響を受けやすく、難聴地域が存在してしまうのが現状であります。
市では難聴地区対策として、平成１７年度より携帯電話等のメール配信
サービス、平成１９年度よりテレフォンサービス、平成２１年度より防災ラ
ジオの無料貸与を行っております。

まずは、現地でお話を聞かせていただくのと併せて、スピーカーの方向
調整などが可能かどうか検討させていただきたいと考えております。

21 9月17日 電子メール 都市整備課

　サントピア公園駐車場の利用についての問い合わせです。
米子空港隣接のサントピアP１駐車場を海上保安庁職員が毎日の出勤

で私有車を駐車させておりますが、市役所と利用協定を結んでいるので
しょうか。

他にも「わ」ナンバーのレンタカーが恒常的に使用しているようですが、
空港を利用してもらうために特典を与えているのですか。
　協定等がないようであれば、何らかの処置を要望します。

本来ならばサントピア公園駐車場の管理者として市が把握しておくべき
事でございます。ご指摘ありがとうございます。

海上保安庁職員の私有車の駐車につきましては、市役所と利用協定
は結んでおりません。海上保安庁美保基地にご指摘の事実を確認し、今
後は職員の駐車をしないよう徹底していただくことといたしました。

レンタカーにつきましては、米子空港ビル内に５社のレンタカー業者が
入っておりますが、特典を与えるようなことはしておりません。マツダレン
タカーの車が恒常的に駐車しているのを確認しましたので、米子営業所
長に連絡し、早急に撤去してもらい、今後は駐車することのないよう徹底
していただくことといたしました。
　今回はどちらも厳重注意ということに留めております。


