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妖怪の憩いの場がオープン
水木しげるロードに新たな撮影スポットとなる
「妖怪お休み処 砂かけ屋」が、水木しげる先生の誕
生日（３月８日）にオープンしました。
夜間はライトアップし、引き戸の障子に妖怪の
影絵が映し出される仕掛けがあり、夜のロードの
魅力がアップしました。
水木しげるロードの新名所に足を運んでみませ
んか。 （２２頁関連記事）
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〜市民活動推進補助金の対象事業募集〜
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補 助 金 の 概 要
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◇緑化事業 ６万円
︵補助対象経費の５分の４︶
▼申し込み方法
申請書等の必要書類を提出して
ください︒
※申請書は市ホームページまたは︑
地域振興課窓口で配布します︒
▼申込期限 ４月 日︵金︶
※２次募集は７月︑３次募集 月
を予定していますが︑応募状況で
募集しない場合もあります︒
▼審査会
審査会は５月上旬に開催予定で
す︒申請内容を審議します︒
▼申し込み先 地域振興課企画係

補助金は、イベントや講演会開催、防犯活動、
自治会や小学校ＰＴＡの花いっぱい運動などに活
用されています。
【昨年度の補助実績】
（１８団体）
◇新規設立事業：３団体
◇一般事業
：７団体
◇緑化事業
：８団体

◎交付団体
「子どもたちと綿をつくろう会」
小学校の児童、ＰＴＡと一緒に伯州
綿の種まきから収穫までを実施

にはじめる事業
◇これまでの活動を拡充するため
の事業
◇イベント開催等の一時的に実施
する事業
※日頃行われている事業や定期的
に行われている事業は対象外です︒
▼補助金の限度額と区分
万円
◇新規設立事業
︵補助対象経費の 分の ︶
◇一般事業
万円
・１回目
︵補助対象経費の３分の２︶
万円
・２回目以降
︵補助対象経費の２分の１︶

◎交付団体
「小学校ＰＴＡ４校・高等学校１校、
自治会等３団体」
自治会や小学校、高等学校で花いっ
ぱい運動を実施

▼対象団体
団体の運営に関する規約等があ
り︑市内で活動する市民活動団体
または︑市内で営利を目的としな
い社会貢献活動を行う団体
▼対象事業
市民活動を促進するために適当
と認められる事業です︒
︵例︶
◇花いっぱい運動
◇市民活動団体の設立準備
◇すでに活動している団体が新た

◎交付団体
「青少年育成境港市民会議境地区部会」
道路にチョークを使って思いっきり
落書きをする「落書き大会」を開催

市民活動団体やＮＰＯ、自治会、ＰＴＡ等が行
う社会貢献活動を支援する
「市民活動推進補助金」
の対象事業を募集します。
よりよいまちづくりのために、市民活動に取り
組んでみませんか。

補助金活用事例

問い合わせ先
地域振興課企画係
（☎ 47 − 1102）
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市民活動を応援します
特集
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３月定例市議会報告
３月定例市議会が３月５日から２５日まで開催されました。
はじめに、中村市長が当面する課題や新年度に向けての施政方針を述べた後、
平成２６年度一般会計予算などが上程され、いずれも原案のとおり可決されました。

さかい

活力を生み出すことで︑一体的
な発展を図る︒私は︑この考え
のもと︑連携と共栄を市政運営
の柱に掲げ取り組んでまいりま
した︒
こう
境港中野地区国際物流ターミ
ナル整備事業の本格的な事業着
手や竹内南地区の貨客船ターミ
ナル整備に向けての先導的官民
連携支援事業採択︑また米子鬼
太郎空港における新規航空路線
の就航など︑圏域の共有財産で
ある海と空の港の拠点機能の充
実が着実に進展しつつあり︑手
応えを感じているところであり
ます︒
本市が目指す︑北東アジアに
向けた西日本のゲートウェイは︑
この二つの港の能力を生かしき
ることが不可欠であり︑幅広い
連携のもと一層の利活用促進に
努め︑圏域での役割をしっかり
と果たしてまいります︒
そして︑本市に上昇気
流が吹いているこのとき
を逃すことなく︑果断に
施策を講じ︑持続的な発
展につなげていきたいと
考えております︒
一方︑市民の暮らしに
根差した施策につきまし
ては︑市民の立場・視点

に立って︑これまで重点的に取
図るため︑４月から実施された
り組んでまいりました子育て支
消費税率引き上げを柱とした社
援や高齢者福祉の充実︑教育環
会保障と税の一体改革等に着手
境の整備︑そのほか︑市民の皆
し︑国家レベルでの財政健全化
さんが安全・安心に暮らしてい
に踏み出したところであります︒
ただくための防災対策などの喫
これらの国の制度改正による本
緊の課題にも適切に対応し︑市
市への影響について︑十分に注
民福祉のさらなる向上に努めて
視・検証しながら︑引き続き規
まいります︒
律ある財政運営に努めてまいり
私の政治理念である公明正大
ます︒
な市政運営に徹し︑人や物が寄
平成 年度の当初予算編成に
り集まり活気にあふれ︑誰もが
つきましては︑国の経済対策に
心豊かに安心して暮らせるまち
対応し︑一部事業を前倒しする
環日本海オアシス都市を市民の
平成 年度３月補正予算と一体
皆さんが実感できるよう︑引き
化することで︑より有利となる
続き全力を傾注してまいります︒ 財源の確保に努めたところであ
ります︒また︑引き続き︑経常
的経費および継続する政策的経
規律ある行財政運
費の見直しに努めるとともに︑
営と協働の推進
市民生活に密着したサービスの
堅持や喫緊の課題には時機を逸
平成 年度当初予算案
することのないよう最大限配慮
本市の財政状況につきまして
して編成しております︒
は︑人件費の削減など行政内部
さらに︑平成 年度の国の緊
コストの徹底した抑制による行
急経済対策による交付金を積み
財政改革が︑市債残高の大幅な
立てた地域活性化基金を財源と
縮減や財政調整基金をはじめと
して︑本市の重点施策でありま
する基金残高の増加などの成果
す子育て支援︑教育の分野や市
につながったことにより︑一時
民の生活環境の向上・充実を目
の危機的な状況から脱し︑これ
的とする投資を行うなど︑
﹁魅
まで本市が目指した自立・持続
力と活気あふれるまちづくり﹂
可能な財政基盤が整備されつつ
﹁心豊かに︑安心して暮らせる
あるものと考えております︒
一方︑国に目を転じますと︑ まちづくり﹂の実現に向けて︑
積極的な予算措置を行ったとこ
国と地方の借金が１千兆円を超
ろであります︒
える財政状況の抜本的な改善を
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中村市長の施政方針
今期定例市議会において︑平
成 年度予算案をはじめとする
諸議案をご審議願うにあたり︑
所信の一端を述べるとともに︑
主要課題等について基本的な考
え方を申し上げ︑議員各位なら
びに市民の皆さんの一層のご理
解とご協力をお願いするもので
あります︒
議員各位におかれましては︑
このたびの市議会議員一般選挙
において︑めでたく当選を果た
されましたことに対し︑お慶び
を申し上げます︒
これからも皆さんと一緒にな
って︑境港市勢の伸展と市民福
祉の向上に︑誠心誠意取り組ん
でまいりたいと存じます︒
圏域の自治体が強く連携し︑
それぞれの特性・優位性を最大
限に生かしながら一つのまちの
ように機能し合い︑圏域全体の
26

期運航が続けられ︑２万７千ト
ン余の貨物と延べ 万人を超え
トンヘ
る旅客が境港・東海間を往来し︑
この圏域と対岸諸国とを結ぶ物
流︑観光のインフラとしての地
歩を着実に固めつつあります︒
また︑懸案でありました日韓
間の貨物の取り扱いも︑新たな
物流ルートの開拓が進むなど︑
今後の利用増加が期待されてい
ます︒
しかしながら︑最近では我が
国と環日本海諸国との外交問題
や競合航路の開設など新たな問
題が生じ︑航路を取り巻く環境
は依然厳しく︑運航会社の自立
的な運航は不透明な状況であり
ます︒
本航路は開設以来︑企業の国
際物流競争力の向上や外国人観
光客の誘致など︑大きな経済効
果をもたらしており︑当圏域に
不可欠な共有の財産であること
から︑航路の定着・安定化に向
けて︑鳥取県や中海・宍道湖・
大山圏域市長会と協調し︑支援
額を減額したうえで当面１年間
の支援を継続してまいりたいと
考えております︒
その他︑環日本海諸国で行わ
れるスポーツ・文化交流に市民
団体等が参加する際の渡航費用
などへの助成や︑ウラジオスト
ク市において大学生を対象に開
催される国際青少年フェスティ

観

光

振

興

バルへの派遣など︑引き続き市
民交流の促進に取り組んでまい
ります︒
米子︱ソウル便につきまして
は︑平成 年就航以来の日本人
搭乗者が昨年９月に 万人を達
成しました︒一方で︑山陰国際
観光協議会を中心に様々な利用
拡大対策を継続して行っている
ところでありますが︑昨年４月
から本年１月までの搭乗率は︑
外交問題や円安などの影響によ
り︑ ・３％と︑前年度に比べ︑
５・６ポイント減少し︑非常に
厳しい状況となっております︒
カンウォンド
本年は鳥取県と韓国江原道が
友好提携 周年を迎えることか
ら︑交流事業も多く計画されて
おり︑山陰地方唯一の国際定期
航空路線の安定運航に向け︑関
係機関とさらなる連携を図り︑
支援を行ってまいります︒
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昨年︑誕生 周年を迎えた水
木しげるロードは︑様々な記念
イベントを実施したこともあり︑
前年を上回る２８３万人の観光
客をお迎えし︑大いに賑わいま
した︒
平成 年春には︑ＪＲ境港駅
前にホテルが開業する予定であ
り︑夜の水木しげるロードの仕
掛けをはじめ︑滞在型観光の充
実を図るため︑夜の観光案内
マップの作成や夜間イベントの
20

ていくために︑構成各市が有す
る特徴的な資源や優位性を生か
した連携を推し進めております︒
平成 年度は︑これまでの広
域観光や産業支援の連携︑環境
保全や防災対策の連携などの取
り組みに加え︑新たに若者の就
業支援などを行うこととしてお
ります︒
また︑圏域の発展には︑行政
間にとどまらず経済団体と協力
関係を築き︑ともに取り組んで
いくことが重要であることから︑
引き続き︑課題や連携のあり方
などについて︑中海・宍道湖・
大山圏域ブロック経済協議会と
議論を重ねていくこととしてお
ります︒
今後も連携した取り組みを広
げるとともに︑協力関係を強化
していくことにより︑圏域のさ
らなる発展につなげてまいりた
いと考えております︒

環日本海交流の推進
世界的に景気が低迷する厳し
い状況の中︑運航会社の英断に
より開設された環日本海国際
フェリー航路は︑当圏域の発展
に欠かすことのできない極めて
重要な海の道であることから︑
本市は寄港地として︑鳥取県や
中海・宍道湖・大山圏域市長会
と協調し︑５年間︑運航の初動
支援を行ってまいりました︒
その成果として︑開設以来定
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協働のまちづくりの推進
私は﹁自分たちの住むまちは
自分たちで考え︑自分たちで創
り上げていく﹂ことが︑まちづ
くりの原点であるとして︑市民︑
市民活動団体︑事業者などと行
政が︑役割と責任を担い︑連携・
協力しながらより良いまちを創
り上げていく︑協働のまちづく
りを提唱しております︒
現在︑市民の皆さんにもご理
解をいただき︑子どもたちへの
読み聞かせ活動をはじめ︑公園
や広場の清掃活動︑芝生化され
たグラウンドの管理︑ケヤキ並
木の落ち葉の清掃活動など︑ま
ちづくりの様々な場面で取り組
みが展開されております︒
多様化する市民ニーズに対応
していくためには︑行政︑市民
活動団体などが︑それぞれの特
性を生かし︑連携・協力し合い
ながら地域課題を解決していく
ことが︑これまで以上に重要に
なってくると考えており︑引き
続き︑協働のまちづくりを推進
してまいります︒

経済の活性化と
都 市 基 盤 整 備
中 海・ 宍 道 湖・
大 山 圏 域 の 連 携
中海・宍道湖・大山圏域市長
会では︑圏域が一体的に発展し

47
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検討など︑関係団体と連携して
取り組んでまいります︒
本年︑境港にはクルーズ客船
の寄港が昨年の 回を上回る
回以上予定されております︒昨
年に引き続き︑オプショナルツ
アーに参加されないお客様の二
次交通手段であるシャトルバス
を運行するとともに︑民間・行
政の関係団体で組織する境港ク
ルーズ客船環境づくり会議を中
心に︑公衆無線ＬＡＮの整備︑
各店舗における外国語表記の推
進︑語学研修の充実など︑外国
人観光客へのさらなるおもてな
しの向上を図ってまいります︒
スカイマーク株式会社が４月
新規路線を開設された北海道と
沖縄︑平成 年度︑中国横断自
動車道尾道松江線の全線開通を
控えた広島︑四国圏域との相互
連携を図りながら﹁さかなと鬼
太郎のまち境港﹂のＰＲを積極
的に進めてまいります︒
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農

業

の

振

が軌道に乗るように引き続き支
援してまいります︒
境港水産加工汚水処理場改築
事業につきましては︑平成 年
度の完成に向け︑平成 年度か
ら処理施設および管きょ工事を
本格的に実施することとしてお
り︑水産加工業の安定操業や地
域の生活環境の保全を図ってま
いります︒
27

興
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本市農業は︑砂地を生かした
特産白ネギ等の野菜作りが主で
あり︑この野菜産地を維持して
いくために︑引き続き︑弓浜農
業未来づくりプロジェクト事業
等の諸事業を鳥取県などと連携
しながら実施し︑生産拡大や経
営の改善を目指す農家を支援し
てまいります︒
農業への新規参入者や企業参
入につきましても︑就農条件整
備事業等︑諸事業の活用により︑
就農初期の負担軽減等︑円滑な
就農を促し︑次代の農業の担い
手育成を図ってまいります︒
また︑平成 年度から各都道
府県に農地中間管理機構が設置
されますが︑機構による農地集
積事業︑農地基盤整備事業を活
用し︑耕作放棄地の解消を図っ
てまいります︒
農業用水路につきましては︑
農家の高齢化により個人や地
域で清掃が十分に行えないた

め︑農地の十分な活用に至って
いない箇所が多く見受けられま
す︒農家による清掃を原則とし
ながらも︑困難な箇所について
は︑市が年次的に清掃を行うこ
ととし︑平成 年度は︑農家の
皆さんの意見を伺いながら計画
を策定し︑平成 年度からの実
施に向け準備を進めてまいりま
す︒なお︑緊急性がある箇所に
ついては︑平成 年度に前倒し
して実施します︒
境港市農業公社における伯州
綿の栽培につきましては︑栽培
サポーターと連携を図り︑１・
５ヘクタールの作付けをするこ
ととしております︒
新たにインターネットや大手
百貨店での販売も計画しており︑
販路拡大による収入の確保を
図ってまいりたいと考えており
ます︒
また︑昨年発足した伯州綿連
絡協議会︑伯州綿ファンクラブ
と連携して伯州綿を素材とした
ワークショップ等を開催し︑伯
州綿が市民の皆さんのより身近
な存在となるよう努めてまいり
ます︒
商 工 業 の 振 興
内閣府が発表した２月の月例
経済報告によりますと︑我が国
の景気は緩やかに回復している
とのことですが︑地方において
は未だ十分な実感がありません︒

引き続き︑国や鳥取県の金融施
策と連携して︑制度融資の充実
に努め︑市内企業の経営を支援
してまいります︒
平成 年度は︑小規模事業者
が日本政策金融公庫の小規模事
業者経営改善資金融資を活用す
る際に支払う利子の２分の１を
補助し︑経営改善を支援してま
いります︒
企業誘致につきましては︑境
港市企業立地の促進および雇用
の拡大に関する条例を改正し︑
支援措置の要件を緩和すること
で︑市内に進出する企業および
既存企業が行う設備投資に対し
て︑これまで以上にきめ細かく
支援してまいります︒着実に整
備が進む本市の物流・人流を支
える港湾・空港などの社会基盤
を積極的にＰＲし︑今後も鳥取
県などの関係機関と連携を取り
ながら︑市内への企業誘致に取
り組んでまいります︒
雇用対策につきましては︑松
江市が運営し新卒大学生に対し
て地元企業への就職を支援する
ウェブサイトまつえ就職ナビに︑
本市も米子市︑安来市とともに
運営に加わり︑中海圏域内での
定住およびＵターンの促進に結
びつくように取り組んでまいり
ます︒

平成２６年４月

5

26

27

26

水 産 業 の 振 興

ております︒
漁業就業者育成支援対策につ
きましては︑漁船乗組員や養殖
業従業員を新たに雇用し研修事
業を行う企業等への助成を引き
続き実施してまいります︒
水産加工品のブランド発信対
策につきましては︑みんなで選
ぶ境港の水産加工大賞で入賞し
た商品の魅力を全国に情報発信
するとともに︑販路開拓等を支
援するため︑県外で開催する鳥
取県フェアへの出展経費を助成
するなど︑産地としての知名度
向上を目指して取り組んでまい
ります︒
また︑子育て支援と連携した
魚食普及の取り組みにつきまし
ては︑園児たちが境漁港の見学
を行う︑おさかな探検事業や︑
実際に魚をさばくフィッシュ・
キッチン事業など︑魚に直接触
れる体験を通じ︑魚に親しむ食
育事業を引き続き進めてまいり
ます︒
美保湾で︑つくり育てる漁業
として取り組まれていたギンザ
ケ養殖につきましては︑２年間
の実証試験を踏まえ︑昨年末か
ら本格的に事業がスタートした
ほか︑ヒラメの試験放流につい
ても好結果が得られ︑平成 年
度から放流事業の再開が決定さ
れたところであります︒市とし
ましても本格的にこれらの事業
26

また︑中海・宍道湖・大山圏
域市長会や昨年世界ジオパーク
に認定された隠岐諸島︑松江市
と構成する松江・境港・隠岐観
光振興協議会などの関係団体と
ともに︑圏域一体となった観光
ＰＲ︑情報発信などに引き続き
取り組んでまいります︒
全国主要漁港の取扱高速報値
によりますと︑境漁港における
平成 年の水揚量は︑イワシ類
の増加により 万６千トン余と︑
前年比約 ％増で全国第３位︑
水揚金額につきましても︑アジ
や夏場のマグロ漁が好調に推移
し︑１７ ８億円余︑前年比約
％増で全国第８位となり︑水
揚量︑金額ともに前年を大きく
上回りました︒しかしながら︑
本市の基幹産業である水産業を
取り巻く環境は︑燃油価格の高
騰︑魚価の低迷︑漁業の担い手
の減少や高齢化など︑依然とし
て厳しい状況が続いております︒
このような中︑安全で安心な
水産物の安定的な供給に向けて︑
水産物の高度な衛生管理を実現
するための基本的な考え方と講
ずる措置等を示す高度衛生管理
基本計画の策定が国により進め
られております︒市としまして
も︑漁港機能の強化による︑供
給体制の整備拡充にできる限り
の協力をしてまいりたいと考え
10

26

26

25

い時期に工事に着手できるよう
取り組んでまいります︒

整

備

避難用道路ともなる市道渡 号
線の工事を本格化させるととも
に︑内水排除対策として︑樋門
改修と排水路改修を行うことと
しております︒
今後も地元と十分に調整を図
りながら︑国や鳥取県と連携し
て取り組んでまいります︒

湾

さかい

ぶものと考えており︑平成 年
度においては︑長期的視点に
立った基本計画と︑国の第６次
国土調査事業 箇年計画にあわ
せた︑平成 年度までの実施計
画を︑国土交通省と協議しなが
ら策定することとしております︒
また︑地籍調査を円滑に進め
るために国土交通省に要望して
いた都市部官民境界基本調査
が︑平成 年度から本市の約７
割をしめる市街地・集落におい
て︑開始される予定となってお
り︑今後も国の制度を最大限に
活用しながら地籍調査事業を推
進してまいります︒
道 路・ 橋 り ょ う 等 の 整 備
安全・安心な道路環境を確保
するため︑外浜線の舗装改修を
行うほか︑損傷が著しい道路か
ら計画的に整備してまいります︒
また︑中海干拓地へ通じる弓浜
北橋の補修工事と未点検の橋
りょうの点検を行います︒
通学路の安全対策として︑学
校︑警察との合同安全点検等を
踏まえ︑路側帯のカラー舗装や
ガードパイプ改修などを行いま
す︒
狭あい道路解消につきまして
は︑狭あい道路拡幅整備要綱を
基にモデル事業を実施すること
としており︑市民の皆さんのご
理解とご協力をいただきながら︑
取り組んでまいります︒

10

31

26

港

つきましては︑平成 年度の完
成を目標に︑昨年 月から本格
的に工事着手されたところであ
ります︒しかしながら︑港湾利
用企業からは一日も早い完成が
切望されており︑早期の供用開
始に向け︑予算の確保を国や関
係機関に働きかけてまいります︒
こう
境 港 管理組合では︑境港と
新潟港︑苫小牧港を結ぶＲＯＲ
Ｏ船による試験輸送を︑平成
年度に引き続き平成 年度も実
施される計画であります︒定期
航路の開設には貨物確保が最も
重要であり︑利用企業へのＰＲ
や︑新たな荷主への呼びかけな
ど︑境港管理組合とともに取り
組んでまいりたいと考えており
ます︒
地 籍 調 査 事 業
土地境界をめぐるトラブルの
未然防止や災害復旧の迅速化な
どを目的に実施する地籍調査事
業につきましては︑東日本大震
災において︑実施済みの自治体
で復旧・復興が迅速に進んでい
ることから︑その重要性が再認
識されております︒
本市では︑平成 年４月︑地
籍調査準備室を設置し︑平成
年度の事業着手に向けて準備を
進めているところです︒
約 平方キロメートルとコン
パクトな市域でありますが︑地
籍調査の事業期間は約 年に及

25

27

84

竹内南地区の貨客船ターミナ
ル整備事業につきましては︑国
の先導的官民連携支援事業によ
る︑竹内南地区の貨客船ターミ
ナルの機能と周辺の賑わいづく
り方策を協議する委員会による
協議が２月に終了し︑最終計画
が取りまとめられました︒今後
は︑計画に盛り込まれた岸壁や
背後の貨物ヤード等の整備を境
港港湾計画に反映するため︑境
港地方港湾審議会等の諸手続き
を経て︑本年夏頃には変更され
る予定となっております︒
環日本海国際フェリーに加え
クルーズ客船の寄港が相次ぎ︑
国内外の観光客が増加しており
ます︒これらの観光客をお迎え
する専用の貨客船ターミナル整
備は急務であり︑引き続き︑周
辺自治体や経済団体等とともに
新規事業採択に向けて国や関係
機関に働きかけていくこととし
ております︒
国の直轄事業である中野地区
国際物流ターミナル整備事業に

40

その他︑弓浜絣産地維持対策
につきましては︑第３次弓浜絣
振興計画に基づき︑鳥取県弓浜
絣協同組合の商品開発や販路開
拓を国や鳥取県とともに支援し︑
伝統的工芸品弓浜絣の伝承と産
地の維持︑発展に努めてまいり
ます︒
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28
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26

25

20

19

中 海 護 岸 整 備

ちょく

国土交通省が実施する中海護
岸整備事業のうち︑渡漁港につ
きましては︑漁港北側の護岸工
事がおおむね完了し︑現在︑平
成 年度の完成を目指して南側
の護岸工事が進められておりま
す︒
一方︑工事が未着手でありま
した外江貯木場の護岸整備につ
きましては︑２月に入札が行わ
れたところであり︑今後︑貯木
場所有者との調整を行いながら︑
しん
工事の進捗を図る方針であると
伺っております︒これにより本
市の短期整備箇所はすべて工事
に着手されることとなります︒
また︑この事業にあわせて本
市が取り組んでおります渡漁港
周辺整備につきましては︑防災
27

水木しげるロードの
リ ニ ュ ー ア ル

しげる

平成５年に水木しげるロード
を開設して以来︑本市を取り巻
く環境も大きく変化しておりま
す︒
ロードの賑わいが続く今こそ
﹁ 年・ 年先を見据えた次の
一手を打つべきとき﹂との考え
から︑水木しげるロード全体の
リニューアルに取り組むことと
しました︒
ほり
２月 日に堀繁東京大学教
授を委員長とし︑境港商工会議
所︑境港市観光協会︑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を立ち上
げ︑検討を進めているところで
す︒
また︑市職員によるプロジェ
クトチームを組織し︑検討委員
会と並行して様々な角度から検
討を進めております︒
この基本構想を平成 年度に
取りまとめ︑基本構想をもとに
平成 年度は基本計画を策定し︑
平成 年度以降のできるだけ早
27 26
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市報さかいみなと

３月定例市議会報告

整備が︑おおむね平成 年度に
完了することから︑平成 年度
に計画の変更に取り組む予定で
す︒
平成 年度以降の事業認可区
域としましては︑渡地区全域と
市道外港外江線以南の外江地区
の一部︑および米川東側の米川
町など約２０５ヘクタールの拡
大を行う考えであります︒
今後も︑効率的な整備を行い︑
下水道の普及促進を図り︑中海
などの水質保全と快適な生活環
境の確保に努めてまいります︒

12

対

と墓地の一部造成工事が間もな
く完成し︑スポーツ広場や親水
公園と連なる新たな憩いの空間
が誕生します︒なお︑墓地の供
用は︑７月から７３０区画のう
ち 区画程度を予定しておりま
す︒
今後は︑夕日ヶ丘地区におい
て︑中海の水辺空間の利活用を
推進するまちづくり計画を策定
し︑公園墓地西側につきまして
も周辺と同様に親水護岸が整備
されるよう国に働きかけてまい
ります︒

28

災

防

28

公 共 下 水 道 事 業

27

防災対策につきましては︑東
日本大震災を教訓とした災害対
策に︑引き続き取り組んでまい
ります︒
原子力災害対策においては︑
昨年 月︑中国電力は国に︑島
根原子力発電所２号機の新規制
基準適合性確認申請をするにあ
たり︑安全協定に基づく初めて
の事前報告を本市へ行いました︒
これに対して︑本市では汚染水
対策など７項目の意見を付して
回答しました︒
中国電力は︑ 月に申請を行
い︑現在審査を受けているとこ
ろです︒
この問題は︑先行地域︑国の
動向にも注視しながら︑鳥取県︑
米子市と連携し対応してまいり
たいと考えております︒
26

11

街路灯と防犯灯につきまして
は︑平成 年度から通学路を中
心に蛍光灯から長寿命で消費電
力の少ないＬＥＤ照明に順次切
り替えてまいりましたが︑地域
活性化基金を活用し︑残りのす
べてをＬＥＤ照明に切り替え︑
省エネルギー対策と維持管理費
の削減を図ってまいります︒

90

50

平成 年度の下水道整備事業
につきましては︑境地区のＪＲ
境線周辺や上道町︑中野町など
で整備を進める予定としており︑
これにより︑平成 年度末の下
水道普及率は ％を見込んでお
ります︒
第二中学校前の県道余子停車
場線では︑渡駐在所東側から鳥
取西部農業協同組合境港支所ま
での間で境港２号汚水幹線の築
造工事を行います︒平成 年度
までに幹線の整備を終え︑その
後︑渡地区の整備を進める計画
としております︒
下水道センターにつきまして
は︑平成 年度の完成を目標に︑
引き続き水処理施設の増設工事
を実施してまいります︒
また︑現在の事業認可区域の
60

夕 日 ヶ 丘 団 地 の
市 街 化 促 進
夕日ヶ丘団地の分譲につきま
しては︑子育て世代を中心に定
期借地制度の利用が引き続き好
調で︑平成 年の導入以来１月
末現在で１２１件の契約が成立
しており︑夕日ヶ丘２丁目にお
ける市・土地開発公社の分譲中
区画は︑商談中を含めると︑ほ
ぼ分譲先が決まった状況となっ
ております︒夕日ヶ丘団地全体
では︑民有地にも 件を超え
る住宅が建築されており︑約
５００世帯︑１５００人余の人
が暮らし︑市街地の形成が着実
に進んでおります︒
引き続き︑テレビ︑ラジオ︑
雑誌等によるＰＲなどを通じ︑
夕日ヶ丘団地の魅力と定期借地
制度の周知に努めるとともに︑
商業・利便施設の誘致にも取り
組み︑分譲促進を図ってまいり
ます︒
また︑墓地を併設した公園の
整備につきましては︑公園全域

26

策

平成 年度から行っておりま
す︑原子力防災訓練につきまし
ては︑住民避難訓練などを継続
して行ってまいります︒また︑
昨年策定した広域住民避難計画
等につきましては︑国の指針の
改正︑避難時間推計シミュレー
ション結果などを踏まえ見直し
を行うこととしております︒
その他︑遠隔地との情報伝達
が可能なＭＣＡ無線の整備︑さ
らに︑
ＮＴＴ西日本と協力し小・
中学校︑公民館などへの災害時
優先電話の設置︑また︑引き続
き自主防災組織の育成強化︑災
害時要援護者対策等を行うこと
としております︒
市民の安全・安心の確保は︑
最優先の課題として認識してお
り︑今後も万全を期してまいり
ます︒
環
境
政
策
ごみ行政につきましては︑平
成 年度から実施する米子市へ
の可燃ごみ処理委託に向けて︑
さらなる減量化に努めてまいり
ます︒

現在︑各地区のふれあいの家
などにおいて︑古紙類分別の徹
底や生ごみの分別などについて︑
ご協力をお願いしているところ
ですが︑市民の皆さんのご理解
をいただくため︑引き続き︑き
め細かく説明会などを行ってま
いります︒
さらに︑米子市クリーンセン
ターに可燃ごみとして持ち込め
ない発泡スチロールや︑現在可
燃ごみとして取り扱っている廃
プラスチック等について︑分別
方法などを検討してまいりたい
と考えております︒
再生可能エネルギーを利用し
た発電事業につきましては︑鳥
取県が昨年のＦＡＺ倉庫に続き︑
竹内西緑地で太陽光発電の取り
組みを進めておられるほか︑民
間事業所におきましても︑竹内
団地︑西工業団地︑昭和町など
で取り組まれております︒
その他︑民間事業所が西工業
団地において︑間伐材などを加
工した木材チップを燃料とする
木質バイオマス発電事業に着手
されております︒
今後も引き続き︑家庭用太陽
光発電システムの導入に対する
補助を継続するとともに︑家庭
用太陽熱温水器の導入に対する
補助にも新たに取り組むなど︑
再生可能エネルギーの利用促進
を図ってまいります︒

平成２６年４月
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22
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市民一人ひとりを
大切にする教育
と 福 祉 の 充 実

どの整備を含む外構工事を行い︑
本年末には改築事業に伴う一連
の工事が完了いたします︒
このほか︑体育館と武道場の
天井や照明器具などの落下防止
対策に二箇年計画で取り組み安
全性の向上を図るほか︑教職員
用のパソコンを更新し業務の効
率化と情報管理のさらなる徹底
に努めてまいります︒

子育て支援の充実

引き下げや３歳未満児の入所枠
拡大をはじめ︑夕日ヶ丘への子
育て世代の定住促進やチャイル
ドシートの購入費助成なども含
め︑子どもを産み育てやすい環
境づくりに重点をおいて取り組
んでまいりました︒
平成 年度においても︑拡充
してきた保育サービス︑地域子
育て支援センターでの親子支援︑
乳幼児健診から療育指導へとつ
なぐ母子保健など︑引き続き充
実を図ってまいります︒
保育所・幼稚園につきまして
は︑３歳未満児の入園希望者の
増加に応えるため︑美哉幼稚園
の認定こども園移行のための増
築︑栴檀保育園の園舎増築など
の整備費に助成するほか︑公立
保育所の園舎の大規模改修を行
い︑安全・安心で良好な保育環
境へと整備します︒
平成 年度から施行される子
ども・子育て支援法での新たな
保育所・幼稚園制度の開始に向
けて︑平成 年度から５年間を
計画期間とする︑
境港市子ども・
子育て支援事業計画を策定する
こととしており︑ニーズ調査の
結果や利用者・関係者の意見を
勘案しながら︑就学前の子ども
たちの保育・教育の提供体制の
確保と実施時期などについて検
討してまいります︒
また︑先天性風しん症候群の

予防のため︑平成 年度風しん
ワクチン接種費の助成を実施し
たところですが︑風しんの流行
再燃に備えて︑平成 年度は風
しん抗体検査について国と県が
助成することとなりましたので︑
抗体検査で抗体価が低かった人
に対して︑引き続きワクチン接
種費の助成を行い︑安心して子
どもを産み育てられる環境づく
りに配慮してまいります︒

25

障がい者福祉の充実

26

障がい福祉施策につきまして
は︑障害者総合支援法の制度改
正に対応するとともに︑平成
年度は障がい者のための施策に
関して基本的な方針を示す︑境
港市障害者計画と︑障害福祉
サービス等の提供体制の確保に
関して定める第４期境港市障害
福祉計画を策定することとして
います︒
また︑重度の肢体不自由と知
的障がいが重複する︑重度障が
い児者が在宅でも安心した生活
を送ることができるように︑鳥
取県と連携し︑生活介護や短期
入所等を行う福祉サービス事業
所に対し︑新たに運営費の一部
を助成して︑重度障がい児者を
受け入れる事業所の確保を進め
ることとしています︒

26

育

20

12

少子化が進む中︑子育てする
なら境港市を標榜し︑保育料の

26

27

教

文化ホールおよび海とくらしの
史料館が︑いずれも開館 周年
を迎えることから︑コンサート︑
写真展および講演会などの記念
事業を開催することとしており
ます︒
文化・体育施設につきまして
は︑安全性の確保や利用者の利
便性の向上︑生涯学習活動の活
性化を目的に︑竜ヶ山球場・陸
上競技場・市民温水プールなど
の改修︑中央テニスコートのオ
ムニ化︑文化ホールの調光設備
の更新などを行い︑施設の整備
充実を図ってまいります︒また︑
高齢者の健康づくり︑生きがい
づくり︑経済的負担の軽減のた
めに︑一部施設の料金体系の見
直しを図ることとしております︒
なお︑市民会館につきまして
は︑耐震診断の結果︑昨年 月
日からホールの使用を停止し
ております︒市民会館の今後の
方向性については︑市民の皆さ
んのご意見や利用実態を踏まえ
検討を進めてまいります︒
公民館につきましては︑年次
的に施設の耐震改修等工事を実
施しているところですが︑平成
年度は︑渡公民館の耐震診断︑
上道公民館と誠道公民館の実施
設計を計画しております︒
12

26

会

17

社
生涯学習の推進につきまして
は︑各公民館が幅広い年齢層の
皆さんが気軽に集い︑世代を超
えた交流や︑生きがいづくり︑
地域づくりの中心となるように︑
積極的に情報発信し︑学習機会
の提供および充実に努めてまい
ります︒
また︑平成 年から開催して
いる境港市読書活動推進大会が
本年で 回目を迎えることから︑
市民図書館では読書活動のさら
なる推進を目指し︑赤ちゃんか
ら大人まで読書の楽しさを知っ
ていただけるように︑
大型絵本・
大活字本などの蔵書の充実︑利
用者サービスの向上に努めてま
いります︒
文化の振興につきましては︑
市民の自主的な活動を支援する
とともに︑芸術・文化に親しむ
機会の提供や︑地域の歴史を次
世代に継承する活動などに引き
続き努めてまいります︒なお︑
10

学 校 教 育 の 充 実
学校教育におきましては︑い
じめ・不登校対策と学力向上を
義務教育の柱に据え︑引き続き
重点的に取り組んでまいります︒
いじめ・不登校対策につきま
しては︑子どもの側に立ち︑保
護者や地域・関係諸機関と連携
を図るスクールソーシャルワー
カーを新たに一名配置し︑家庭
環境等の複雑な要因を背景とし
た諸問題の解決へ取り組んでま
いります︒
学力向上につきましては︑少
人数学級の実施と各校への指導
補助員の配置を継続し︑きめ細
かで個々のつまずきに寄り添っ
た教育を実践してまいります︒
また︑地域の子どもは地域で育
てるとの考えのもと︑小中高の
連携による学びの場の創出にも
取り組んでまいります︒
施設整備につきましては︑給
食センターの建設と給食を受け
入れる各校の配膳室の設計を実
施し︑平成 年度２学期の稼働
に向け準備を進めてまいります︒
現在︑旧校舎の解体を行って
おります第二中学校につきまし
ては︑テニスコートや駐車場な
27

27

8

市報さかいみなと

３月定例市議会報告

高齢者福祉の充実

障がい者の就労支援に関しま
しては︑障害者優先調達法に基
づき︑障がい者就労施設等が提
供する物品やサービスについて
市からの発注増加に努めるとと
もに︑一般企業にも障がい者の
雇用を働きかけるなど︑働く障
がい者等の工賃向上と雇用の場
の確保に努めてまいります︒
また︑障がいへの理解を深め
る︑あいサポート運動を通じて︑
様々な障がいの特性や障がいの
ある人への必要な配慮などの普
及啓発を行い︑誰もが暮らしや
すい地域社会の実現に向けて取
り組んでまいります︒
歳以上の人の人口に占める
割合を示す本市の高齢化率は
％を超え︑他の多くの自治体
と同様に高齢化が進んでおりま
す︒
そのような中︑高齢者が︑い
つまでも健康で自立した生活が
送れるよう︑地域での貴重な交
流の場となっている高齢者ふれ
あいの家事業をはじめ︑認知症
予防対策や介護予防事業などを
引き続き実施するほか︑地域包
括支援センターや地域などと連
携しながら︑相談体制の充実や
見守り支えあい体制の構築に努
めてまいります︒
また︑平成 年度は︑第５期
介護保険事業計画の最終年度と

なりますので︑事業計画策定委
員会を設置し︑平成 年度から
３年間を事業期間とする第６期
介護保険事業計画を策定するこ
ととしております︒
さらに︑今後︑後期高齢者人
口の増大に伴い︑医療や介護を
必要とする高齢者や一人暮らし
の高齢者が今以上に増加する将
来を見据え︑高齢者がたとえ介
護等を要する状態となっても︑
住み慣れた地域で自分らしく暮
らし続けられるよう︑医療をは
じめ︑介護︑生活支援サービス
などが一体的に提供される地域
包括ケア体制の整備に向け︑昨
年 月に設立した境港市包括ケ
ア推進協議会で︑医療と介護の
連携による在宅医療・介護の充
実や︑関係機関の連携による体
系的な見守り体制の構築などに
ついて検討してまいります︒
27

市民の健康づくり

12

誰もが健康で安心して暮らす
ために︑妊産婦と乳幼児の健診︑
成人や高齢者の各種健診の実施
と健康教育や啓発活動などを通
して︑市民の健康づくりを推進
します︒
がん検診につきましては︑休
日に複数のがん検診を同じ日に
受診できる日数を増やすなど︑
検診を受けやすい環境を整える
とともに︑市内事業所へのがん
検診実施状況の聞き取り調査や

購入費２１６３万円余︑生活保
周知を図るなど︑早期発見の大
平 成
年 度 予 算
護費など平成 年度に国・県か
切さについての啓発を強化し︑ ■一般会計補正予算
ら受けた負担金や補助金等の精
受診率向上に取り組んでまいり
︽歳 出︾
算に伴う返還金４４０６万円余
ます︒
︻国の経済対策に協力するとと
などをそれぞれ増額︒
５大疾病の一つとされる精神
もに︑より有利な財源の確保策
疾患を抱える人は︑本市にも多
として国の補正予算を活用し︑ ︻民生費︼
国民健康保険費特別会計への
数おられます︒これらのこころ
平成 年度に予定していた一部
繰出金７１２８万円余︑障がい
の病気を抱える人への支援や︑ 事業を前倒しして取り組む経
者福祉サービス利用者の増加に
自死︵自殺︶の予防・啓発など︑ 費︼
引き続きこころの健康づくりに
橋りょうの老朽化対策として︑ 伴う︑障がい者自立支援給付費
４０９２万円余 生活支援ハウ
も取り組んでまいります︒
必要な整備等を行うための経費
スのスプリンクラー整備費に対
１６００万円︑経年により劣化
する助成金７５８万円余︑など
した第二夕顔団地屋上の防水改
をそれぞれ増額︒
修を行うための経費１１１７万
円余︑平成 年度 ２学期から
の稼働に向けて整備する給食
センターの建設にかかる経費
億３２３３万円など︑６事業
で総額 億７１７０万円余を増
額︒
︻議会費︼
可決された主な議案
２月の市議会議員一般選挙に
より︑新たに４人の議員が選出
されたことに伴う議員報酬 万
平 成
年 度 予 算
円余を増額︒
一般会計は１５２億円で︑前
︻総務費︼
年度に比べ１・４％の減となっ
早期退職者に対する退職手当
ております︒
４９１３万円余︑本年度事業の
また︑特別会計を含めた全会
財源としていた地域の元気臨時
計では︑前年度に比べ１・６％
交付金の一部を︑翌年度事業
増の２６３億５５８８万７千円
の財源に変更するための境港
となります︒
市地域活性化基金への積立金
１億４９８６万円︑夕日ヶ丘地
※概要については︑別冊﹁境港
区の定期借地契約の締結に伴う︑
市の予算﹂をご覧ください︒
境港市土地開発公社からの土地

平成２６年４月
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26

26
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26

13

25

27

36
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︽繰越明許費︾
︻衛生費︼
工期の関係などにより年度内
済生会境港総合病院が実施し
に事業の完了が困難である給食
ている救急医療の運営経費に対
する助成金２５００万円を増額︒ センター建設事業など 事業に
ついて︑繰越明許費を設定し︑
︻農林水産業費︼
翌年度に予算を繰り越しました︒
松くい虫の被害が拡大したこ
■国民健康保険費特別会計補正
とに伴う︑松くい虫駆除委託料
予算
万円余を増額︒
平成 年度に国・県から受け
︻商工費︼
た給付費や負担金の精算に伴う
水木しげる記念館の入館料収
返還金７１２８万２千円を増額
入に応じて負担する著作権使用
し︑予算総額を 億３６６６万
料１３２万円を増額︒
９千円としました︒
︻土木費︼
■下水道事業費特別会計補正予
さかいポートサウナの運営費
算
として︑燃油価格の高騰などに
国の経済対策としての補正予
よる燃料費や光熱水費１３５万
算を活用し︑境地区の管きょ
円余などを増額︒
整備費８５６０万円︑下水道
︻教育費︼
小・中学校の管理費として︑ センターの水処理施設増設整
備費３億円をそれぞれ増額す
燃油価格の高騰などによる燃料
る な ど︑ 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ
費や光熱水費６７５万円余︑老
３億９１４０万円を増額し︑予
朽化した市民体育館の給水管改
算総額を 億４５５５万２千円
修に要する経費７６２万円余を
としました︒
それぞれ増額︒
また︑あわせて工期の関係な
どにより年度内に事業の完了が
︽歳 入︾
困難である４事業について︑繰
歳出に伴う国・県支出金など
越明許費を設定し︑翌年度に予
を増額するほか︑財源として主
算を繰り越しました︒
に基金繰入金と地方交付税を増
■介護保険費特別会計補正予算
額︒
居宅介護サービス等の利用件
数の増加に伴う保険給付費７４
８３万余を増額するなど︑歳入
歳出それぞれ７６３３万５千円
を増額し︑予算総額を 億１３
以上により︑歳入歳出それぞ
れ 億６９５９万９千円を増額
し︑予算総額を１８５億９９０
３万３千円としました︒

３２万４千円としました︒
■市場事業費特別会計補正予算
一般社団法人境港水産加工汚
水処理公社からの指定寄附金を
積立てた基金の繰入れによる財
源振替を行いました︒
また︑あわせて年度内に事業
の完了が困難である汚水処理施
設改築事業について︑繰越明許
費を設定し︑翌年度に予算を繰
り越しました︒
■後期高齢者医療費特別会計補
正予算
保険基盤安定事業負担金の額
の確定に伴う︑鳥取県後期高齢
者医療広域連合への納付金 万
１千円を増額し︑予算総額を３
億５４７８万７千円としました︒
■境港市用品調達基金の設置及
び管理に関する条例の廃止
境港市用品調達基金を︑３月
日で廃止しました︒
■市長等の給与の特例に関する
条例の一部改正
市長の給与を ％︑副市長の
給与を ％︑教育長の給与を
％︑それぞれ減額する期間を︑
平成 年３月 日まで一年間延
長しました︒
■境港市民体育館条例等の一部
改正
市民体育館︑市民温水プール
および海とくらしの史料館につ
いて︑ 歳以上の高齢者や障が
い者の人が使用する場合に︑使
15

27

70

51

18

20

31

67

10

24

22

45

13

34

31

用料等を無料としました︒
■境港市社会教育委員条例の一
部改正
社会教育法の改正に伴い︑社
会教育委員を委嘱する際の基準
を定めました︒
■教育委員会所管嘱託員︵非常
勤︶の定数及び給与に関する条
例の一部改正
公民館長の報酬月額を︑７万
４千円から 万円に引き上げま
した︒
■境港市企業立地の促進及び雇
用の拡大に関する条例の一部改
正
企業立地を促進する支援措置
について︑投下固定資産の額お
よび新規雇用者の人数に応じて
設けている区分を︑現在の２段
階から︑３段階に細分化する等︑
企業が利用しやすい制度に改め
ました︒
■境港市公共下水道条例の一部
改正
公共下水道料金について︑そ
のもととなっている水道料金と︑
同じ算定月の表現となるよう改
めました︒
■境港市下水処理施設条例及び
境港市下水処理施設事業受益者
分担に関する条例の廃止
弥生下水処理場で受け入れて
いる汚水を︑今後は公共下水道
に接続して処理することに伴い︑
条例を廃止しました︒
15

■境港市営墓地条例の全部改正
市民スポーツ広場に隣接する
夕日ヶ丘メモリアルパークの設
置に伴う所要の改正を行いまし
た︒
■境港市空家の適正管理に関す
る条例の制定
空家の適正な管理について︑
所有者の責務や市が講ずる措置
を定め︑安全で安心な市民の生
活環境の確保を図ります︒
■米子境港都市計画事業上道中
野土地区画整理事業施行規程を
定める条例の廃止
同土地区画整理事業の全ての
業務が終了したことから︑条例
を廃止しました︒
■債務者の死亡により︑老人保
護措置費負担金の徴収が見込め
ないことから︑その権利を放棄
しました︒
のりふみ
■人権擁護委員に門 紀文さん
を推薦
■監査委員に岡空研二さんを選
任

陳情の審議結果

■不採択
◇﹁特定秘密の保護に関する法
律﹂
︵秘密保護法︶の廃止を
求める陳情
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米村

議員

市 議会議長・ 副 議 長
各委員会構 成
が決まり ま し た

章

長︼

永井

︻議

︻副 議 長︼

３月定例市議会報告

一三

議員

【常任・特別委員会名簿】
委

員

会

名

構成
人数

◎委 員 長
○副委員長

委

員

８

◎景山
○平松

憲
謙治

柊
築谷

康弘
敏雄

濵田
安田

佳尚
共子

永井
田口

章
俊介

経 済 厚 生 委 員 会

８

◎佐名木知信
○浜田 一哉

米村
定岡

一三
敏行

岡空
足田

研二
法行

荒井
松本

秀行
熙

議 会 運 営 委 員 会

８

◎田口
○柊

俊介
康弘

岡空 研二
佐名木知信

浜田
定岡

一哉
敏行

荒井
松本

秀行
熙

特

基 地・ 空 港 港 湾 問 題
調 査 特 別 委 員 会

８

◎荒井
○足田

秀行
法行

岡空
濵田

平松 謙治
佐名木知信

柊
安田

康弘
共子

別

災 害 対 策 調 査
特 別 委 員 会

８

◎松本
○築谷

熙
敏雄

米村 一三
佐名木知信

浜田
定岡

一哉
敏行

景山
田口

憲
俊介

議 会 改 革 推 進
特 別 委 員 会

８

◎定岡
○濵田

敏行
佳尚

平松
荒井

景山
田口

憲
俊介

永井
松本

章
熙

常

総 務 民 教 委 員 会

任

研二
佳尚

謙治
秀行

（一社）境港水産振興協会から平成 25 年の全国主要漁港取扱高の発表がありました。
平成 25 年の境漁港の水揚げ量は、前年と比べ約 19％増の 136,066 トンとなり、全
国第 3 位（昨年 6 位）でした。また、水揚げ金額については、前年と比べ約 10％増
の 178 億 2,293 万円で、全国第 8 位（昨年 11 位）でした。

▼

境漁港の水揚げ量・全国第３位
問い合わせ先
水産課水産振興係
（☎ 47 − 1055）

平成25年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
（2009） （2010） （2011） （2012） （2013） 前年比（％）
水揚げ量（トン）
119,072
118,535
147,948
114,258
136,066
119.09%
まいわし
6,123
3,498
28,536
16,171
39,625
245.04%
あじ
36,442
28,622
26,295
26,245
34,320
130.77%
うるめいわし
5,881
8,482
17,920
7,290
12,939
177.49%
9,132
9,219
8,765
8,605
8,912
103.57%
魚 べにずわいがに
片口いわし
11,041
15,186
15,299
12,253
8,232
67.18%
種 さば
27,862
19,013
23,146
21,865
7,488
34.25%
くろまぐろ
878
654
1,652
583
1,333
228.64%
するめいか
954
258
2,905
177
1,141
644.63%
その他
20,759
33,603
23,430
21,069
22,076
104.78%
水揚げ金額（百万円）
16,526
15,363
19,447
16,262
17,823
109.60%
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情報あらかると
と
こんげつ

しん き

しょ

かん

い

今月の新規・寄贈図書

さいこん

ちょしゃ

ちょう た

せんちゅう

せん ご は

かた

たかし

セカンドステージのデザイ
ひつよう
じ ぶん
ンに必要なのは、自分のファ
み
ーストステージをしっかり見
じ ぶん し けっていばん
つめ直すこと。自分史決定版。

あの時︑この今

〜写真で振り返る〜

誰でも知っている童話﹁浦島太

ほこら

郎﹂
︒いじめられていた亀を助け
たことで海の神様がいる龍宮城に
行けたという昔話です︒
龍宮・龍神・龍王などの意味は︑
もともとは水の神様を表し︑農業
生産に由来しますが︑漁業生産に
関わる人々が海の幸や海上の安全

わ た つ み のみ こ と

を願うため︑海岸に石の祠を建て
るようになりました︒境港では︑
この祠を﹁りんごんさん﹂などと
呼んでいます︒
左の写真は︑新屋町の﹁りんご
んさん﹂です︒神社名は龍神宮

わたつみ

︵綿積神社︶
︑祭神は少童命です︒
綿積は海の神を表し︑明治 年に

当時の「りんごんさん」
（昭和 58 年）

か

もり

古今東西の音楽の森に、さ
めいげんめい く
ひそ
しゅっ
まざまな名言名句が潜む。出
しょ
めい じ
こと ば
う
処を明示し、その言葉が生ま
はいけい
ひかり
あ
れた背景に光を当てる。
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じ ぶん し

みずしまあき お

おんがく

ふう が

﹃自分史の書き方﹄
たちばな
立花 隆

ひろし

こ こんとうざい

めいげんめい く じ てん

あさかわ

朝川博・水島昭男

し みん と しょかん

市民図書館（☎ 47-1099）
かいかん じ かん
ご ぜん
じ
ご ご
じ
◆開館時間 午前１０時〜午後６時
きゅうかん び
まいしゅうげつよう び
まいげつまつ
◆休館日
毎週月曜日・毎月末
◆ホームページアドレス
http://lib.city.sakaiminato.tottori.jp/

さくしゃ

戦中・戦後派の作者が風変
じんせい
わりなホップ・ステップ人生
かた
あじ
ぶか
じんせい も よう
を語る。味わい深い人生模様
お
あ
が織り上げられている。

おんがく

﹃音楽の名言名句事典﹄

子連れ再婚した著者は超多
ぼう
ひ び
とつぜん
忙な日々。突然やってきたほ
て おく
せんげん
ひら
なお
ぼ手遅れのがん宣言。開き直
りのユーモア・エッセイ。

い しょ

こ づ

ひめ

え び はら あき こ

海老原 暁子

◇図書館ねこデューイ （Ｖ．マイロン）
おもしろ
ほん
なる け
まこと
◇もっと面白い本
（成毛 眞）
よっ
ちい
き
◇四つの小さなパン切れ
（ラフォン）
てん き ず けっさくせん
あま の ゆうきち
◇ＣＭ天気図傑作選
（天野祐吉）
とうえいきょう と ろく
かす が た いち
◇あかんやつら〜東映京都録 （春日太一）
おお た
◇どっこい大田の工匠たち
まちこう ば
さいぜんせん
こ せきともひさ
〜町工場の最前線〜
（小関智弘）
に ほんけいざい
はなし
やまぐちまさひろ
◇日本経済ここだけの話
（山口正洋）
にち
げん ば し
ほっぽうりょう ど
ほん だ りょういち
◇日ロ現場史〜北方領土〜 （本田良一）
ほうしゃのう か
に ほん
く
しょく
◇放射能下の日本で暮らすには？食の
あんぜんたいさく
が れきしょ り
た なか
ゆう
安全対策から瓦礫処理まで （田中 優）
ざ だん
し そう
つる み た ろう
◇座談の思想
（鶴見太郎）
どくしょのう
ふか よ
さつ
き ろく
◇読書脳〜ぼくの深読み 300 冊の記録〜
たちばな
たかし
（立花 隆）
けい
さつ
ほか、計１６３冊
かしだしさつすう
き かん
ひとり
さつ
しゅうかん
☆貸出冊数・期間 １人５冊・２週間
え ほん
じ どうしょ
しんかんしょ
よ
つ
☆絵本・児童書 新刊書のほか、読み継が
めいちょ
れてきた名著がたくさんあります。
だいかつ じ ぼん
おお
かつ じ
ほん
☆大活字本 大きな活字の本があります。

﹃アンパンマンの遺書﹄
やなせたかし

と しょかん

﹃がんのお姫さま﹄

図 書 館 に 行 こう！

き ぞう と しょ

海の神様「りんごんさん」

14

建てられた記録が残っています︒

ひろし

松の木陰の「りんごんさん」
（現在）

昭和 年頃までは︑浜灘に各
村々の網元が漁小屋を建て︑網場
の確保をしていました︒カンカン
カンと地引き網漁が知らされると︑

畑作業も放り出して浜灘に駆けつ
け︑網を引っ張り︑村を挙げての
漁場となっていました︒半農半漁
の生活の中︑地引き網漁は︑かけ
がえのない仕事でした︒
大漁を祈願し︑旧暦の 月 日︑
漁業者や船頭︑網元等は赤飯を炊
いて祝宴し︑海岸でみかんを子ど
も達に分け与えました︒
伝統漁法の地引き網漁も観光
地引き網となり︑
﹁りんごんさん﹂
の前の鳥居もなくなりましたが︑
頂いたみかんの味は今も口の中に
残っています︒
こ なだ
︵市史編さん室 小灘浩︶
10

30
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消費生活相談室です
消費生活相談室（☎ 47 − 1106

FAX

143

44 − 7957）

「光回線」「プロバイダー」等の
電気通信サービスの契約に注意！
《事例１》
電話会社の代理店を名乗る業者から電話がかかり
「光回線にすれば通信速度も速くなり価格も安くなる」
等と勧誘されたので申し込んだ。しかし、よく考える
と現在の環境で十分なのでやめたい。
《事例２》
電話をかけてきた業者から「プロバイダー料金が今
よりも安くなる」と勧誘されて契約したが、実際には
サポートサービス等のオプションも契約したことに
なっており安くならなかった。契約期間内の解約には
解約料が発生することなどの説明はあったが、契約に
納得できないので解約したい。
【アドバイス】
◎電気通信サービスはクーリング・オフできません
特定商取引法が適用される訪問販売・電話勧誘販売
はクーリング・オフ制度がありますが、電気通信サー
ビスは電気通信事業法の適用となり、クーリング・オ
フの規定はありません。
◎必要がなければきっぱりと断りましょう
電気通信サービスは、割引やキャンペーンが多く、
すぐに契約を考えがちですが、電話でのやり取りだけ
でも契約は成立するため、十分に検討する必要があり
ます。勧誘されてもすぐに了承せず、契約内容や利用
料金、解約条件等を確認し、必要がなければきっぱり
と断りましょう。
■相談受付時間 毎週月〜金曜日
午前９時〜正午、午後１時〜４時

市民運動会
市内全校区で

５月１１日（日）開催
◇ところ 各小学校グラウンド
◇雨天等、中止時の予備開催日は、
５月１８日（日）です。

みんなで拓く人権文化

128

地域振興課人権政策室（☎ 47 − 1102）

基本的人権は永久の権利です

中学１年生社会科教科書「あたらしい憲法のはなし」
昭和２２年文部省発行「基本的人権」の挿絵

人権とは、
「全ての人間が人間らしく、幸せを求め
て生きることのできる、生まれながらにして持ってい
る権利」です。日本国憲法は、侵すことのできない永
久の権利として、基本的人権を保障しています。
しかし、私たちを取り巻く社会には、憲法で保障さ
れているはずの基本的人権が侵害されている現状があ
ります。その原因の一端として、現代の風潮ともいえ
る人間関係の希薄さから、
相手を不確かな情報で評価・
判断したり、相手に偏見をもったりすることがあるの
ではないでしょうか。
正しい情報でお互いをよく知り、認め合い、交流す
ることが、お互いの基本的人権の尊重、ひいては人権
尊重のまちづくりにつながっていくと思います。

混雑を避けて更新を
GW 中の免許更新は大変混雑します
運転免許の更新手続きは、誕生日の前後１カ月の２カ月間行
うことができます。西部地区運転免許センターでは、ゴールデ
ンウイーク期間（４月２６日（土）〜５月６日（火）
）は、以
下の日程で免許の更新業務を行います。
◎更新業務日（ゴールデンウイーク期間）
４月２８日（月）
、３０日（水）、５月１日（木）、２日（金）
◎ところ 西部地区運転免許センター（米子市）

※変更の場合あり

◇市民運動会は毎年５月の第２日
曜日に開催されます。
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※例年、ゴールデンウイーク期間中や前後の週は混雑します。
できるだけこの期間を避けて更新手続きをお願いします。

市提出用の口座振替依頼書に必要事項を記入・押印（金融
機関届出印）し、返信用封筒（無料）に入れて、郵送するか
窓口に提出してください。

金融機関の窓口で直接申し込む方法

▼問い合わせ先
学校教育課
︵☎ ︲１０８４︶

預貯金口座のある金融機関に次のものをご持参ください。
◇納税（入）義務者の印章
◇預貯金通帳および通帳の届出印

奨学資金の貸付

郵送で市役所へ申し込む方法

進学する人の就学援助として︑
奨学資金の貸付を行います︒希
望者は内容を確認の上︑申し込
んでください︒
▼対 象
高等学校の全日制︑定時制お
よび通信制の各課程に在籍する
生徒で︑本市に３年以上在住し
ている人
▼貸付金額
月額９千円以内
▼貸付条件 無利子
▼貸付期間 ３年以内
▼申込期限 ４月 日︵金︶

▼

お知らせ
原子力防災パンフレット配布
県が作成した原子力防災パン
フレットを市報に折り込んでい
ます︒
原子力災害は他の災害と異な
り﹁五感で感じることができな
い﹂ため︑事前に災害に関する
知識などを身に付けておくこと
が重要になります︒パンフレッ
トを確認し︑原子力防災への理
解を深めましょう︒
▼問い合わせ先
自治防災課危機管理室
︵☎ ︲１０７１︶

墓地の新設・変更許可
墓地の新設や既設墓地の区域
等を変更や廃止するときは︑市
の許可が必要です︒
許可を得ないで墓地等を新設
すると︑使用を制限または︑禁
止する場合がありますので︑事
前にご相談ください︒
▼問い合わせ先
都市整備課都市政策係
︵☎ ︲１０６５︶

口座振替の申し込みが簡単になりました

○申し込み方法は次の２つの方法があります。

済的な理由で就学が困難な世帯
に︑学用品費・校外活動費︵修
学旅行費等︶
・給食費などの費
用の一部を援助する制度です︒
▼対 象
◇要保護世帯︵生活保護法によ
り保護を受けている世帯︶
※受給申請の必要はありません︒
◇準要保護世帯︵要保護世帯に
準ずる程度に︑経済的に困っ
ていると認められる世帯︶
※受給申請が必要です︒
▼問い合わせ先
◇各小・中学校
◇学校教育課
︵☎ ︲１０８９︶

目の不自由な人を対象に︑市
報さかいみなとを録音したテー
プ版を作成しています︒
４月号から新たにＣＤ版︵デ
イジー版︶の作成を始めました︒
市報の録音版を希望する人は︑
お問い合わせください︒
▼問い合わせ先
地域振興課広報情報係
︵☎ ︲１０１０︶

声の市報ＣＤ版
を 始 め ま し た

47

市税や使用料の口座振替の申し込み手続きはこれまで、金融
機関でしか受け付けていませんでしたが、４月から新たに、郵
送（無料）でも手続きができるようになりました。口座振替に
まだ加入されていない人は、この機会に便利な口座振替を利用
しましょう。
47

※口座振替依頼書・返信用封筒（無料）は市役所窓口または金
融機関にあります。
取扱金融機関
山陰合同銀行、鳥取銀行、島根銀行、米子信用金庫、鳥取西
部農業協同組合、鳥取県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀
行（郵便局）
問い合わせ先
出納室 （☎４７−１０７９）
47

就 学 援 助 制 度
小・中学生のいる家庭で︑経

18

47

47

▼

information

有 料

広

告

14

市報さかいみなと

【学校教育課（教育委員会内）
】
◇主な業務
学校教育全般、学校給食、児童クラブ、
就学援助など
（学校教育のことは ☎４７−１０８８）

70,500 円

25,000 円

※① 平成 年３月 日以前の
修業者は︑月額 万１千円が支
給されます︒
※② 修業期間の全期間は︑平
成 年３月 日までの修業者に
限り適用されます︒平成 年３
月 日までに修業を開始した人
は上限３年です︒
▼問い合わせ先
子育て支援課育児支援係
︵☎ ︲１０７７︶
14

47

24

25

ひとり親家庭入学支度金

24

▼対象資格
︵ 准 ︶ 看 護 師︑ 介 護 福 祉 士︑
理学療法士︑作業療法士などの
就業に結びつく国家資格
▼支給金額・支給期間等

市民税課税
世帯

24

31

▼対 象
◇申請日に市内に住所があり︑
４月に小・中学校に入学する
児童を養育しているひとり親
◇平成 年分の所得税︵年少扶
養控除分を考慮した額︶が非
課税の人
※生活保護法による教育扶助の

対象者は除く︒
▼支給額
児童１人につき １万円
▼申請に必要なもの
ひとり親家庭を証明するもの
︵児童扶養手当証書等︶
︑印章︑
振込先のわかるもの
※申請書は子育て支援課窓口に
あります︒
︵ただし︑市内の小・
中学校に入学される家庭には学
校から配布されます︒
︶
※平成 年１月１日以降に境港
市に転入した人は︑平成 年分
の所得の分かる源泉徴収票など
が必要です︒
▼申請期限 ４月 日︵水︶
▼申請・問い合わせ先
子育て支援課育児支援係
︵☎ ︲１０７７︶

24

水道メーター取替え作業

25

計量法に基づき︑水道メー
ターの定期的な取替えを行って
います︒今年度は︑５月から６
月にかけ︑約１９００世帯の水
道メーターを取替える予定です︒
該当者には︑別途お知らせし
ます︒
※作業は︑米子市水道局指定の
給水装置工事事業者が行います︒
▼問い合わせ先
米子市水道局境港営業所
︵☎ ︲３０８０︶

有 料

広

告

平成２６年４月

15

修業期間の
全期間
修了日以降
（上限 2 年 ※②）
支給期間等

30

47

42

50,000 円
支 給 額

市役所代表番号 （☎４４−２１１１）

100,000 円
（※①）

31

◇市役所への問い合わせは
お気軽に代表番号にお電話ください

市民税非課
税世帯

【子育て支援課（保健相談センター内）
】
◇主な業務
児童福祉、家庭児童相談、婦人相談など
（保育所・子育てについての相談は
☎４７−１０４６、１０７７）
【健康推進課（保健相談センター内）
】
◇主な業務
母子保健、成人保健、精神保健、健康増進、
健康診査、保健指導など
（検診・予防接種のことは
☎４７−１０４１）
問い合わせ先
総務課職員係 （☎４７−１００９）

高等技能訓練 入 学 支 援
促 進 費（ 月 額 ） 修 了 一 時 金

◎子育て健康推進課が
２つの課に分かれました

25

高等技能訓練促進費等

◎新しい課ができました

ひとり親家庭の母・父が就業
する際に有利で︑生活の安定に
役立つ資格の取得を促進するた
めの費用を支給します︒
※父子家庭は平成 年４月１日
以降に修業を開始した人が対象
です︒
▼対 象
◇所得が児童扶養手当の支給水
準にある人
◇２年以上の養成期間に修業し︑
対象資格の取得が見込める人
◇仕事や育児と学業の両立が難
しい人
◇過去に本事業または同じ趣旨
の事業を利用したことのない
人
◇境港市暴力団排除条例に抵触
しない人

４月１日から市役所の
組織が一部変更になりました

31

▼

information

information
医療費の自己負担
割 合 の 変 更
タクシー利用料金の助成

口で申請してください︒
※申請書は申請窓口にあります︒
▼持参するもの
◇領収書︵申請者︑金額︑品名︑
日付︑販売店名の記載のある
もの︶
◇印章
◇申請者またはチャイルドシー
トを使用する乳幼児名義の通
帳︵補助金の振込先がわかる
もの︶
▼申請・問い合わせ先
自治防災課自治防災係
︵☎ ︲１０２３︶

覧を行っています︒
なお︑平成 年度固定資産税
納税通知書および課税明細書は
５月上旬に送付する予定です︒
▼縦覧期間 土・日・祝日を除く )
(
４月１日
︵火︶
〜６月２日
︵月︶
▼縦覧場所 税務課窓口
▼縦覧できる人
固定資産税の納税者
▼持参するもの
印章︵代理人の場合は︑委任
状と代理人の印章︶
▼問い合わせ先
税務課固定資産税係
︵☎ ︲１０１８︶

有 料

広

あつふみ

告

栄町、松ヶ枝町

高齢者実態調査

み

︻新任︼植田篤文さん
◇境地区︵大正町担当︶
︻新任︼大江勝彦さん
◇境地区︵元町担当︶
もと こ
︻新任︼村上素子さん
※隣接区域の委員が兼務して
いましたが︑新任者が決定し
ました︒
▼境地区の民生児童委員で︑次
の担当地区が変更となりました

渡辺はるみさん

下水道使用料の
月表記を変更します

市では毎年４月︑５月に高齢
者実態調査を実施しています︒
調査対象の人はご協力ください︒
▼対 象
◇ 歳以上のひとり世帯
◇ 歳以上の人のみの世帯
▼問い合わせ先
長寿社会課高齢者福祉係
︵☎ ︲１０３９︶

民生児童委員の

日ノ出町、京町

▼問い合わせ先
福祉課生活支援係
︵☎ ︲１０４７︶

渡邉壽美さん

交代・担当区域の変更

本町、末広町、
中町の一部

26

▼民生児童委員の交代
◇境地区︵米川町担当︶
︻旧任︼石橋 清さん
︻新任︼足立和子さん
◇外江地区
ゆう し
︻旧任︼遠藤祐之さん

黒田みづえさん

身体障害者手帳・療育手帳を
お持ちの人に︑通院等にタクシ
ーを利用する際のタクシーチ
ケットを交付します︒
▼対 象
次のいずれかの交付を受け︑
申請日の属する年度︵申請を行
う月が４〜６月の場合︑
前年度︶
の市民税が非課税の人
◇身体障害者手帳１・２級
◇療育手帳Ａ
▼交付枚数 １カ月４枚
︵年間 枚を限度︶
▼持参するもの
障害者手帳・印章
▼申し込み・問い合わせ先
福祉課福祉係
︵☎ ︲１１２１︶
４月請求分から︑公共下水道
使用料の納期ごとの月の表記を︑
これまでの
﹁請求月とその前月﹂
から﹁請求月の前２カ月﹂に変
更します︒
※変更直後の月の表記は︑直前
の納期のものと１カ月分重複し
ますが︑請求対象の検針期間に
は変更がないので︑二重に請求
することはありません︒
▼問い合わせ先
下水道課普及係
︵☎ ︲１１１８︶

固定資産縦覧帳簿の縦覧
自分の土地や家屋の評価額が
適正かどうかを確認していただ
くため︑固定資産縦覧帳簿の縦

相生町、中町の
一部

47

47

チャイルドシート等
購 入 費 補 助
チャイルドシート︵ジュニア
シート含む︶購入費用の一部補
助を行います︒
▼対 象
市内に居住する６歳未満の乳
幼児を養育している保護者
※乳幼児１人につき１回限り
▼補助金額
チャイルドシート等の購入費
用の２分の１︵５千円を上限︶
▼申請方法
自治防災課︵本庁２階︶の窓

塩見洋子さん

47

域

区

新

民生児童委員名

80 65

市報３月号でお知らせしたと
おり︑医療費の自己負担割合が
変わります︒
歳以上 歳未満で現役並み
所得者以外の人の自己負担割合
は︑本来 割です︒これまで国
の特例措置により︑実質１割に
引き下げられていましたが︑４
月以降に 歳になる人から本来
の２割負担に戻ります︒
︵後期
高齢者医療制度に加入した人は
１割です︒
︶

（※）１日生まれの人はその月から変わります。

▼問い合わせ先
市民課保険年金係
︵☎ ︲１０３６︶

昭和 19 年 4 月 1 日
以前生まれの人

47

47

48

47

75

2

70

１割（変更なし）
一般
低所得者Ⅰ
低所得者Ⅱ 昭和 19 年 4 月 2 日 ２ 割（70 歳 の 誕 生
以降生まれの人 月の翌月から（※））
47

す

３割（変更なし）
現役並み
所得者

70

【変更後の自己負担割合】

16

市報さかいみなと

や浴室︑トイレなどを増築・改
▼利 率 ０・４％︵３月現在︶
築︵新築は除く︶したいが︑資
※変動する可能性があります︒
金が不足している人
▼償還期限
▼貸付条件
年以内で半年賦償還です︒
◇元利金の償還が確実な人
︵３月・９月支払い︶
︵市民税の所得割が課税の人︶
▼申し込み・問い合わせ先
◇整備する住宅が借受人の所有
長寿社会課高齢者福祉係
であること
︵☎ ︲１０３９︶
◇市税の滞納がないこと
水道料金の改定
◇申請以前の着工でないこと
◇工事が確実に年度内に終了す
消費税率の変更に伴い︑６月
ること
分︵５月使用相当分︶から水道
◇連帯保証人が２人あること
料金を改定します︒計算方法は
※連帯保証人も市民税の所得割
次のとおりです︒
が課税︑市税の滞納が無いこと
▼偶数月の検針地区
が条件です︒
偶数月の検針地区は︑６月検
※借受人と同一生計にある人は︑ 針分が４︑５月使用相当分にあ
連帯保証人になれません︒
たるため︑次の計算方法で算定
▼申込期限 来年１月 日
します︒
︵合算した納入通知書
▼貸付限度額 ２５０万円
を７月納期で送付します︒
︶

①６月検針分︵４︑
５月使用相
当分︶の料金を２分の１ずつ
に分けます︒
②前半の水量分を４月使用相当
分として旧税率︵５％︶で計
算し︑後半の水量分を５月使
用相当分として新税率
︵８％︶
で計算します︒
※２分の１に分けて端数が生じ
る場合︑４月使用相当分を切り
上げ︑５月使用相当分を切り捨
てて計算します︒
▼奇数月の検針地区
奇数月の検針地区は５月検針
分は旧税率︵５％︶
︑７月検針
分から新税率︵８％︶として計
算します︒
▼問い合わせ先
米子市水道局境港営業所
︵☎ ︲３０８０︶

平成２６年４月

17

47

▼

用者には︑申請書を送付してい
高齢者への助 成 制 度
ます︒
※申請書は︑長寿社会課高齢者
︻軽度生活援助費︼
福祉係にあります︒
一人暮らし高齢者等の在宅生
※郵送による申請もできます︒
活を支援するため︑シルバー人
︻はり・灸・マッサージ施術費︼
材センターを通して︑左表の
歳以上で市民税非
▼対 象
サービスを利用した場合︑年間
課税世帯の人
時間を限度に︑利用料の５割
▼助成額
を援助します︒
利用１回につき９００円の助
※原材料費等の実費は利用者の
成券を申請月から３月までの月
負担になります︒
数分交付します︒
▼持参するもの
介護保険証︑印章
︻在宅老人介護のための紙おむ
つ代︼
おむつ利用券を交付しますの
で︑市内の取扱店︑薬店などで
ご利用ください︒
▼対 象
在宅で 歳以上の常時おむつ
が必要な人を介護し︑ともに市
民税非課税世帯である人
▼助成額
月額１２００円
※介護保険の要介護度４または
５の認定を受けている人を介護
している人には︑月額６２５０
円分を交付します︒
▼持参するもの
▼対 象
介護保険証︑介護者の印章
◇ 歳以上の一人暮らし世帯
︻高齢者住宅整備資金貸付制度︼
◇ 歳以上のみの世帯
▼対 象
▼申し込み方法
歳以上の高齢者と同居して
申請書に必要事項を記入の上︑
いる人で︑高齢者のための部屋
提出してください︒昨年度の利

農 業 委 員 会 情 報

42

５６２円

庭木のせん定（生垣、植木等）
軽微な修繕（家屋の軽微な修理・電
気修理等）

３９４円

外出時の援助（外出・散歩の付き添
い）
、家周りや墓地の手入れ（除草
等）
、家屋内の整理（大掃除等）、除
雪、季節ものの入れ替え（ストーブ、
衣類、網戸等）
、台風時等の自然災
害への防備等

16

助成後の利用者負
担金（1 時間あたり）

対象サービス

70 65

31

10

「農業委員会の目標と活動計画についての意見
募集」
農業委員会では、適正な事務実施を図るため
「平成２５年度の目標及びその達成に向けた活
動の点検・評価（案）
」と「平成２６年度の目
標及びその達成に向けた活動計画（案）
」を策
定しました。
地域の農業者や市民の皆さんのご意見を募集
します。
※素案は、市役所分庁舎の農業委員会事務局お
よびホームページで公開しています。
提出方法
持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのい
ずれかで提出してください。
※提出いただいた原稿等の返却、意見等に対す
る個別の回答は行いません。ご了承ください。
募集期限 ５月２日（金）
提出・問い合わせ先
〒６８４−８５０１
境港市上道町３０００
農業委員会事務局 （☎４７−１０５３）
FAX ４４−７９５７
Mail shokonosei@city.sakaiminato.lg.jp

▼ ▼

information

60

70

65

information

15

65

春の全国交通安全運動

10

▼運動期間
４月６日
︵日︶
〜４月 日
︵火︶

できません。

60

65

※当日は施設へのごみ持ち込みは

相

談

▼ところ １階エントランスロ
ビー︵特設︶
▼参加費 無料
▼問い合わせ先
夢みなとタワー
︵☎ ︲３８００︶

金

催催 しし

年

▼と き
４月９日︵水︶
︑
５月 日︵水︶
午前 時〜午後３時
▼ところ 保健相談センター
▼持参するもの
◇年金証書または年金手帳
◇年金特別便または年金定期便
◇委任状︵代理人の場合︶
▼問い合わせ先
日本年金機構米子年金事務所
︵☎ ︲６１１１︶

14

﹁申請による運転免許の取消
通知書﹂の写しまたは︑運転
免許経歴書の写し
◇印章
▼申請期間
﹁申請による運転免許の取消
通知書﹂に記載されている取消
日または︑運転免許経歴書に記
載されている交付日のいずれか
の日から 日以内
▼申請・問い合わせ先
自治防災課自治防災係
︵☎ ︲１０２３︶

≪家庭系ごみの受け入れ≫
４月２０日（午前９時〜正午）

清掃センター情報

◎毎月第３日曜日

47

３月 日︵日︶に予定してい
ました定期演奏会は︑次のとお
り開催を延期します︒
▼と き ５月４日︵日︶
▼ところ 文化ホール
▼問い合わせ先
生涯学習課文化体育係
︵☎ ︲１０９３︶

合唱団定期演奏会

シンフォニー少年少女

10

23

４月２９日（火・昭和の日）
５月 ５日（月・こどもの日）
５月 ６日（火・振替休日）

42

◇小中学生２５０円↓１００円
︻各種割引︼
▼時間帯割引
正午までの入館女性は割引
◇大 人 ５１０円↓３００円
◇小中学生２５０円↓１００円
▼家族割引
家族連れの小・中学生は割引
◇小中学生２５０円↓１００円
▼誕生日割引 誕生日の人は入
浴料が無料︵要証明︶
︻薬湯の日︼
◇女 湯 毎週月曜日
◇男 湯 毎週水曜日
▼問い合わせ先
さかいポートサウナ
︵☎ ︲４０６０︶

30

47

◎可燃ごみの祝日収集
≪４、５月の対象日≫

45

夢みなとタワー情報

13

▼スローガン
ゆずり合う
ゆとりと笑顔
防ぐ事故
▼運動の重点
◇子どもと高齢者の交通事故防
止
◇チャイルドシートと全座席の
シートベルトの着用の徹底
◇自転車の安全利用推進︵自転
車安全利用五則の周知徹底︶
◇飲酒運転の根絶
▼ポイント
新入学児童等に基本的な交通
ルールの遵守・マナーの向上を
家庭や地域で呼びかけましょ
う︒
▼問い合わせ先
自治防災課自治防災係
︵☎ ︲１０２３︶

65

44

︻懐かしの街頭紙芝居と
懐かしい遊び︼
▼と き ４月 日︵日︶
①午前 時 ②午後１時 分
▼ところ １階エントランスロビー
▼参加費 無料
▼出 演
あそびの玉手箱 大塚さん
︻夢みなと公園
クイズ＆スタンプラリー︼
夢みなと公園周辺施設に設置
された問題を解いて︑ガラポン
抽選会に参加しよう！
▼と き
４月 日
︵土︶
〜５月６日
︵火︶
午前 時〜午後４時
11

10 26

47

高齢者運転免許
自 主 返 納 支 援

60

運転免許を自主的に返納され
▼問い合わせ先
た 歳以上の市民に︑はまるー
ぷバス回数乗車券を交付します︒ ◇清掃センター
▼支援内容
︵☎ ︲３８０３︶
◇リサイクルセンター
はまるーぷバス回数乗車券２
冊︵１冊 枚綴り︶を１回交付
︵☎ ︲８６２６︶
▼対 象
さかいポートサウナ情報
有効期限がある運転免許を自
主返納された 歳以上の市民
︻レディースデイ・シルバーデイ︼
女性・ 歳以上の人は割引
▼申請に必要なもの
▼と き 毎月第２・３月曜日
◇警察署︵免許センター︶で自
主返納したときに交付される︑ ◇大 人 ５１０円↓３００円
65

高齢者サークル
活 動 の 支 援
次の要件にすべて該当する高
齢者サークルを支援し︑介護予
防活動を推進します︒
①市内に住所があり︑概ね 歳
以上の高齢者を５人以上含む
サークル
②月１回以上年間を通じて継続
的な活動であること
③文化的・体育的活動など介護
予防等を目的とする活動
④事業の申請︑報告などを行う
代表者がいること
⑤この事業で委託を受ける他の
サークルに重複して所属する人
以外が５人以上いること
⑥年度内に市内高齢者１人以上
の新規会員の勧誘に努めること
⑦本市の他の事業で助成を受け
ていないこと
▼活動支援︵委託︶ サークル
と委託契約を結びます︒
◇５人以上 人未満 月額千円
◇ 人以上 月額２千円
▼申込期限 ４月 日︵水︶
※以後︑随時受け付けます︒
▼申し込み・問い合わせ先
長寿社会課高齢者福祉係
︵☎ ︲１０３９︶
30

47

34

47

10

18

市報さかいみなと

します︒境港菊の会では会員も
募集しています︒
▼内 容
大菊︑盆栽等の作り方
▼日 程
〜

▼参加費 無料
▼問い合わせ先
よりん彩フォーラム２０１４
実行委員会
︵☎０８５８︲ ︲３９０１︶

▼

▼

◇当日空席がある場合のみ︑申
込がなくても入場できます︒
▼申し込み・問い合わせ先
鳥取県原子力安全対策課
︵☎０８５７︲ ︲７９７４︶

ガイナーレ鳥取

﹁境港市ホームタウンデー﹂

︻小学生無料招待︼
▼と き ４月 日︵火・祝︶
午後１時試合開始
▼ところ チュウブＹＡＪＩＮ
スタジアム︵米子市︶
▼内 容 対ＦＣ町田ゼルビア
※招待券は各学校で配布します︒
︻復活！公園遊び︼
ガイナーレの選手と︑昔なが
らの公園遊びやサッカーを通じ
てふれあいます︒
▼と き ４月 日︵土︶
午後３時〜
▼ところ チュウブＹＡＪＩＮ
スタジアム︵米子市︶
︵申し込み不要︶
▼参加費 無料
※会場へ直接お越しください︒
▼申し込み・問い合わせ先
生涯学習課文化体育係
︵☎ ︲１０９３︶

29

12

こども読書週間事業

4 月 13 日（日） 外江公民館

▼講 師
角昇さん︵境港菊の会︶
︵申し込み不要︶
▼参加費 無料
※参加者には菊苗を無料進呈
▼問い合わせ先
境港菊の会 角昇さん
︵☎ ︲３３４０︶

中央公民館

いっしょにあそぼう
▼と き ５月 日︵土︶
午後２時〜３時 分
▼ところ 市民図書館ほか
▼内 容
◇絵本の読み聞かせと紙芝居
◇洗濯のりでスライム作り
◇消しゴムハンコでブックカ
バー・しおり作り
◇水木しげる原画展示
◇中央公園で緑陰読書など
▼問い合わせ先 市民図書館
︵☎ ︲１０９９︶

菊 作 り 講 習 会
大菊作りの初心者講習を開催

9 月 7 日（日）

ぼちぼちクラブ
心の病気で治療されている人
が集まり︑仲間づくりや生活体
験を行う場です︒今回は︑ボラ
ンティアさんと一緒に絵手紙づ
くりをします︒みんなで楽しく
作品をつくってみませんか︒
▼と き ４月 日︵金︶
午後１時 分〜３時 分
▼ところ 保健相談センター
▼講 師 境港市精神保健福祉
ボランティア団体﹁あい愛﹂
▼申し込み・問い合わせ先
健康推進課
︵☎ ︲１０４３︶

よ
り
ん
彩
記念日フォーラム

▼

▼

さとる

8 月 3 日（日）

15：00
6 月 15 日（日） 外江公民館

13：30
5 月 18 日（日） 中央公民館

間
時
ところ
き
と

23

10

夜間の納税相談
平日の昼間に仕事などで︑市
税の納付や相談に来られない人
は利用してください︒
▼と き
︑
５月 日︵金︶
４月 日︵水︶
午後５時 分〜８時
▼ところ 収税課窓口
▼取り扱い税目
個人住民税︑固定資産税︑軽
自動車税︑国民健康保険税
※納税通知書等を紛失し︑納め
る金額がわからない人は︑あら
かじめ電話で問い合わせくださ
い︒
▼問い合わせ先 収税課
︵☎ ︲１０１９︶

原子力防災講演会

30

30

30

47

▼と き ４月 日︵日︶
午前 時〜午後３時 分
▼ところ 倉吉未来中心
▼内 容
◇ミニコンサート︵警察音楽隊︑
やない
柳井沙羅さん︑ひまわり倶楽
部︶
◇ベビーマッサージ講座
◇もっと楽にやっていける夫婦
関係の作り方セミナー
◇男女共同参画活動発表会など

平成２６年４月

19

30

30

15

30

26

25

47

27

30

▼と き ４月 日︵土︶
午後１時 分〜３時 分
▼ところ 米子コンベンション
センター小ホール
▼参加費 無料
▼定 員 ３００人
▼講演内容
◇テーマ 放射線の基礎とリス
クの考え方
◇講 師 遠藤暁さん︵広島大
学大学院工学研究院教授︑県
原子力防災専門家会議委員︶
▼申込期限 ４月 日︵水︶
▼その他
◇定員となり次第締め切ります︒
10

47

19

16

30

介 護 予 防 筋 力 向 上
トレーニング参加者募集

対 象
◇ 65 歳以上で介護予防を必要と感じて
いる人
◇おおむね週１回の参加ができる人
※要介護認定の区分により、参加できる
コースの制限や診断書の提出が必要な場
合があります。
コース・実施曜日・募集人数
◇器具コース（月、火曜日・各１０人）
◇介護予防コース（木曜日・２０人）
◇体操コース（金曜日・２０人）
◇ジムコース（火曜日・１０人）
◇アクアコース（金曜日・２０人）
45
◇フィットネスコース（金曜日・２０人）
※実施場所や時間など、詳しくはお問い
合わせください。
参加費 １回２００円
※器具コースのみ送迎あり
（片道４０円）
※診断書の費用は自己負担です。
申し込み方法 申請書、チェックシー
ト、診断書（対象者のみ）を提出してく
ださい。申し込み多数の場合は新規参加
者を優先します。
47
申込期限 ４月２５日（金）
申し込み・問い合わせ先
長寿社会課高齢者福祉係
（☎４７−１０３９）

▼ ▼

information

募募 集集
第 回境港市ピアノ
コンクール出場者

持って農作業︑栽培のできる個
人︑グループ
︵予定︶
▼栽培期間 ５月〜 月
▼栽培場所 農業公社が管理す
る畑の一部
▼栽培面積
申込者・グループの形態︑人
数により調整して割当てます︒
※申込多数の場合は選考︑抽選
を行います︒
▼買取価格
価格や買取りの具体的な方法
については︑後日参加グループ
にお知らせします︒
▼参加費 無料
▼申込期限 ４月 日︵月︶
▼申し込み方法 電話︑ファク
シミリ︑電子メールで代表者の
氏名︑住所︑電話番号︑参加人
数をお知らせください︒
▼申し込み・問い合わせ先
境港市農業公社事務局︵商工
農政課内︶
︵☎ ︲１０４９︶
︲７９５７
shokonosei@city.sakaiminato.lg.jp

▼参加費用 １組千円
▼申込期限 ４月 日︵月︶
▼定 員 先着 組程度
▼申し込み・問い合わせ先
商工農政課農業振興係
︵☎ ︲１０４９︶

市民農園利用者

▼申し込み・問い合わせ先
商工農政課農業振興係
︵☎ ︲１０４９︶

▼

第２回境港文化のつどい
市内の文化団体が︑合同でス
テージ発表を行います︒各団体
の日頃の活動の成果をぜひご覧
ください︒
▼と き ４月 日︵日︶
午後１時 分〜３時 分
▼ところ 文化ホール
▼入場料 無料
▼内 容
境港市文化協会加盟団体によ
るステージ発表
▼問い合わせ先
境港市文化協会事務局︵生涯
学習課内︶︵☎ ︲１０９３︶

サロンコンサート
〜ピアノトリオ＆ヴォーカルで贈る

▼応募資格
◇市内在住または在校の小・中・
高校生
◇米子市在住の高校生
▼と き ７月 日︵月・祝︶
▼ところ 文化ホール
▼参加費 ３千円
▼申し込み方法
所定の申込用紙で申し込んで
ください︒
▼申込期間
４月 日
︵金︶
〜５月 日
︵金︶
午後５時まで
※郵送の場合︑当日の消印有効
です︒
▼申し込み・問い合わせ先
生涯学習課文化体育係
︵☎ ︲１０９３︶
44

親子ふれあい農園参加者

Mail FAX

伯州綿栽培サポーター

境港こども囲碁
教 室 参 加 者

▼対 象 市内在住の幼児︵年
長から︶
・小学生
▼と き ４月から来年３月の
原則として毎週土曜日
午前９時 分〜 時 分
▼ところ 境港碁会所
︵中野町５６０１︶
人
▼人 数
▼受講料 月額５００円
▼申し込み・問い合わせ先
境港こども囲碁教室 足立さ
ん ︵☎・
︲５３１５︶

30

地 域 を 守 る 消 防 団 員 を 募 集

市民農園︵中浜・竹内・中野︶
の利用者を募集しています︒先
着順で随時受け付けています︒
▼対 象
市内在住の新規利用者
※１世帯１区画
▼利用料金︵年額︶
１８００円〜２０００円
※詳細はお問い合わせください︒

11

30

親子で野菜の植付けから収穫
までを体験してみませんか︒
指導員がいますので初めての
人でも安心です︒
▼対 象
中学生以下の子どもと保護者
▼期 間 ５月中旬〜 月末

問い合わせ先
自治防災課自治防災係
（☎４７−１０２３）

47

44

24

25

農業公社が栽培する伯州綿の
栽培を支えるサポーターを募集
します︒収穫した綿は農業公社
が買取ります︒
▼対 象
伯州綿栽培に関心があり︑栽
培期間を通じて最後まで責任を

30

20

21

境港市消防団は、仕事をもちながら「自分たちの地域
は、自分たちで守る」という精神に基づき、火災や風水
害などの災害防御、救助救出活動のほか、火災予防活動、
各種訓練を行い「地域の防災リーダー」として市民の生
命、身体、財産を守るために活躍しています。
境港市消防団では、男女を問わず消防団員を募集して
いますので、お気軽にお問合せ下さい。
20

47

懐かしのスタンダードナンバー〜

▼と き ４月 日︵金︶
午後７時 分〜８時 分
▼ところ 文化ホール
▼参加費 無料
▼出 演
◇浜田達雄︵ピアノ︶
◇近藤昇︵ベース︶
◇丸田克孝︵ドラム︶
◇ＪＵＮＫＯ︵ヴォーカル︶
▼曲 目
オーバー・ザ・レインボー︑
オータム・リーブスほか
▼問い合わせ先
境港市文化振興財団
︵☎ ︲１１０４︶

10

30

40

入団資格
境港市内に居住する
１８歳以上の健康な人

FAX

21

47

20

47

25

47

12

21

47

30

30

▼

information

20

市報さかいみなと

information

︻小グループ・個人申し込み︼
要約筆記者養成
ソフトバレーボール大会
申し込んでいただいた人を主
講 習 会 受 講 生
︵６人制︶参加チーム
催者側でチーム編成します︒
※必ず大人が代表者となってく
▼と き ５月 日︵日︶
県では︑聴覚障がい者のコ
ださい︒
午前８時 分〜
ミュニケーション支援を行う要
▼参加費・保険料 無料
▼ところ 市民体育館
約筆記者を養成するため︑講習
▼申込期限 ４月 日︵金︶
▼種 目 男女混合の部
会を開催します︒
▼申し込み・問い合わせ先
※１チーム７人以上で編成
▼内 容 パソコンコース︑手
境港ライオンズクラブ
▼参加費 ３千円
︵保険料含む︶
書きコース
︵☎ ︲５４７７︶
▼申込期限 ４月 日︵水︶
※パソコンコースは︑ノートパ
▼申し込み・問い合わせ先
ソコンを持参でき︑ある程度パ
自治会対抗ペーロン大会
ソフトバレーボール大会事務
ソコン入力ができる人を対象と
出 場 チ ー ム
局 角英幸さん
します︒
▼と き
︵☎０９０︲３６３８︲５５６８︶
▼と き ５月６日︵火・祝︶
︵金︶
〜 月 日
︵金︶
５月 日
午前９時 分〜午後２時︵予
こどもペーロン大会
︵おおむね毎週金曜日︑全 回︶
定︶
午前 時〜午後３時
▼ところ
▼と き ５月６日︵火・祝︶
▼ところ
中浜港３００㍍特設コース
◇開会式 午前９時 分
米子市福祉保健総合センター
◇競技開始 午前 時
▼参加資格
ふれあいの里
※午前９時 分までに集合し︑
１チーム 人程度︒市内の自
▼受講料︵各コース︶
受付をしてください︒
治会または自治連合会
▼ところ
３千円︵テキスト代３４００
▼参加費︵保険料含む︶
中浜港３００㍍特設コース
円別途︶
１チーム１５０００円
▼申し込み方法
▼カテゴリー
▼賞 金
福祉課窓口にある申込書に記
小学生の部・中学生の部
優勝５万円︑２位３万円︑３
入し︑
﹁要約筆記者養成講習会
▼申し込み方法 次の２通りの
位２万円
受講申込書﹂在中と朱書きの上︑ いずれかで申し込んでください︒ ▼申込期限 ４月 日︵金︶
※申し込み方法など詳しくは︑
郵送してください︒
︻チーム申し込み︼
境港ペーロン協会のホームペー
▼申込期限
◇漕 手 児童 人・大人︵ま
たは中学生︶４人
ジをご覧ください︒
５月 日︵金︶必着
◇ペーロン協会ホームページ
▼申し込み・問い合わせ先
◇ドラおよび太鼓 各１人︵児
〒６８３︲０８１２
童または大人︶
http://www.chukai.ne.jp/˜kenzi/pe米子市角盤町１︲１１６
◇舵取り 大人１人
ron
鳥取県西部聴覚障がい者セン
︵いなければペーロン協会が
▼問い合わせ先 平松謙治さん
ター
︵☎ ︲７３３８︶
担当します︶
︵☎０９０︲３７４８︲２４６７︶

子育て
支援情報

30

30

し︑未就園児にも絵本の貸し出
しをしています︒
▼問い合わせ先 美哉幼稚園
︵☎ ︲２８３９︶
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30
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19

18

44
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お は な し 広 場
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30
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30

30

30
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詳細は各施設にお問い合わせ
ください︒特に明記がない場合︑
絵本やお話を楽しみませんか︒
会場は問い合わせ先と同じです︒ ︻絵本とおはなしの部屋︼
︵おはなしポケットの会︶
にこにこひろば
▼と き ５月３日︵土︶
未就園児親子を対象に︑園庭
毎月第１土曜日
午後２時〜３時
を開放しています︒
▼と き
▼ところ 市民図書館
◇平 日 午前 時〜正午
︻絵本と紙芝居を楽しむ会︼
◇土曜日 午前９時〜正午
︵なぎさ会︶
▼問い合わせ先 聖心幼稚園
▼と き ４月 日︵土︶
︵☎ ︲２０４０︶
毎月第２土曜日
午後２時〜３時
び さ い 交 流 会
▼ところ 市民活動センター
︻おしゃべりたんぽぽ
おはなし会︼
︵おしゃべりたんぽぽ︶
▼と き ４月 日︵土︶
毎月第３土曜日
午後２時〜３時
▼ところ 市民活動センター
︻親子で絵本を楽しむ会︼
︵境港親と子どもの劇場︶
▼と き 毎週水曜日
午前 時 分〜 時 分
▼ところ 地域子育て支援セン
ターひまわり
▼問い合わせ先
生涯学習課生涯学習係
︵☎ ︲１０９１︶
10

42

▼ わくわくクラブ﹁はじめまして会﹂
たくさんのお友だちに会いに
来てね︒バルーンショーもある
よ！
◇と き ４月 日︵木︶
午前 時〜 時 分
▼和太鼓教室
◇と き ４月 日︵土︶
午前 時〜 時 分
▼アナログゲーム・囲碁で遊ぼう
◇と き ４月 日︵土︶
午前 時〜 時 分
▼子ども花まつり
◇と き ５月８日︵木︶
午前 時 分〜
※毎日︑園庭とえほん館を開放

平成２６年４月
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フォトニ ュース
放射線量を常にチェック
モニタリングポストを公民館に追加設置
万一の島根原子力発電所の事故に備えて、環境放射
線を監視する測定器（モニタリングポスト）が、これ
までの境中央公園と渡駐在所に加え、外江、余子、中
浜地区の公民館に追加設置されました。公民館設置の
測定器には、自然界から出ている放射線量の測定値を
電光表示板で常に表示しています。説明看板もありま
すので、見かけられた際にはご確認ください。

こころと食のつながりを感じる
こころと食のフェスタを開催
いのちを育む土台である「食」を通じて「こころ」
に対する関心を広げるためのイベントが、３月２日に
文化ホールで行われました。
くり き のぶかず
登山家の栗城史多さんが実体験を例に、夢を持つこ
とや人との絆の大切さを講演されました。ほかにも食
に関する対談や食育活動展示、バザーなどを通し、来
場者はこころと食の深いつながりを感じていました。

水木ロード 2500 万人突破祝う
ロードのさらなる魅力向上へ基本構想
水木しげるロードの入り込み客数が平成５年誕生以
来、累計２５００万人を突破したことを記念し、
「水
木しげるロード春の感謝祭」が３月８日に行われ、く
す玉を割って、ロード関係者や観光客らと節目を祝い
ました。
感謝祭は、大漁太鼓の演奏で幕を開け、水木しげる
記念館前では、餅つきや、きなこ餅２００食が振る舞
われ、翌日は、境港ベニガニ有志の会の協力で、かに
雑煮が振る舞われました。水木しげる先生から「面白
いから２５００万人来た。ありがたや」と祝福のメッ
セージが流されました。
現在、市民や観光関係者らで作る基本構想策定検討
委員会で、水木しげるロードリニューアルのための構
想を練っています。委員会では「誰もが安心して歩け
る道にしたい」などの意見を集約し、さらなる水木し
げるロードの発展を目指します。

© 水木プロ
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保 健 だ より
今月のげんきちゃん

お越しください

催し物名
妊産婦・乳幼児
健康相談

さ

保健相談センターへ

と

き

対

象

問い合わせ先

9:30 〜 12:00 妊 産 婦・ 健康推進課
4 月 22 日（火）
（ 受 付 9:30 〜 乳幼児と ☎ 47-1042
保 護 者 ※母子健康手帳を持参
10:30）

離乳食講習会

10:00 〜 10:40
（9カ月〜1歳6カ月児） ５カ月〜 健康推進課
4 月 22 日（火）
１歳６カ月児 ☎ 47-1042
10:50 〜 11:30 と保護者 ※母子健康手帳を持参
（5 カ月〜 8 カ月児）

カウンセリング

4 月 23 日（水）
14:00 〜 16:00
5 月 7 日（水）

市

健康推進課
民 ☎ 47-1043
※予約制

き

青木 咲希ちゃん（H25.8.9 生）

６カ月児健康診査

１歳６カ月児健康診査

３歳児健康診査

▼

▼

▼

お母さんの絵里佳さん（福定町）

4 月 23 日（水）12:45、13:15
5 月 28 日（水）12:45、13:15

平成 24 年 9 月生まれの幼児
▼

▼

平成 25 年 9 月生まれの乳児

4 月 24 日（木）12:50、13:15、13:40

平成 25 年 10 月生まれの乳児

5 月 15 日（木）12:50、13:15、13:40

平成 23 年 4 月生まれの幼児

5 月 29 日（木）12:50、13:15、13:40

平成 24 年 10 月生まれの幼児

(%)

保健師の

虫歯有病者率（平成２４年）
歯有病者率（平成２４年）
４・５歳児は県より
境港市が高い

50
40

ちょっと一言

30
鳥取県
20

子どものころから
虫歯予防をしましょう

境港市

10
0
１歳半児

鳥取県内の幼児期の虫歯の有病者率は、年々減少
なっています。
境港市の虫歯の有病者率（右図参照）は、１歳半
児・３歳児は県平均と比べ低いですが、４歳児・５
歳児では高い結果となっています。

23

平成２６年４月

４歳児

５歳児

健康な歯と口の働きを育むのは乳幼児期です。子
どものころから歯磨きの習慣をつけ、虫歯予防をし
ていきましょう。
▼

していますが、年齢が上がるにつれて、増加傾向と

３歳児

問い合わせ先
健康推進課（☎４７−１０４３）

催 し 物 スケ ジュー ル
と

き

催し物名

ところ

開催中

伯州綿と弓浜絣展
（〜 5 月 12 日（月）
）

海とくらし
の 史 料 館

9:30 〜 17:00

海とくらしの史料館
☎ 44 − 2000

大 人
400 円
小・中・高生 100 円

開催中

橋本興家版画展「花模様」
（〜 5 月 12 日（月）
）

海とくらし
の 史 料 館

9:30 〜 17:00

海とくらしの史料館
☎ 44 − 2000

大 人
400 円
小・中・高生 100 円

4 月 19 日（土） 絵本と紙芝居の会

市民図書館

14:30 〜

市民図書館
☎ 47 − 1099

無料

4 月 20 日（日） 第２回境港文化のつどい

文化ホール

13:30 〜 15:30

生涯学習課
☎ 47 − 1093

無料

4 月 30 日（水） アナログゲームを楽しむ会

渡 公 民 館

19:00 〜 20:00

子育て支援課
☎ 47 − 1045

無料

境港市文化振興財団ホームページアドレス

一

一

一

︿昭和
年 月３日制定﹀

11

男
女

：17,271 人（− 8）
：18,610 人（＋ 3）
合 計：35,881 人（− 5）
世帯数：15,237 世帯（＋ 7）
※平成 26 年 2 月末現在（）内は前月比
※数値は外国人住民を含みます
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□発行 境港市役所
〒 684-8501
鳥取県境港市上道町 3000
□ホームページアドレス
http://www.city.sakaiminato.lg.jp/
□編集 地域振興課広報情報係
（☎ 0859 - 47 - 1010）
□発行日 ４月４日（金）
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問い合わせ先

入場料

http://sakaiminato-bunka.jp

相談内容
人

行

権

政

相

相

と
4 月 10 日（木）

談

5 月 8 日（木）

談

第２金曜日

心配ごと相談

第２・４金曜日

法

第１・３金曜日

律

相

談

境港市の人口

市報

間

く ら し の 相 談 日 （祝日は除く）

健康で楽しく働き
明るい家庭をつくりましょう
互いに助け合い
だれにも親切にしましょう
きまりを守り
公共の物をたいせつにしましょう
自然の美を生かし
住みよい環境をつくりましょう
豊かな心を養い
文化の向上につとめましょう

45

一

一

市民憲章

時

年金ダイヤル

き

ところ・問い合わせ先

老人福祉センター ( 浜の里 )
13：00 〜 16：00 ( 問 ) 鳥取地方法務局米子支局
☎２２−６１６１
老人福祉センター ( 浜の里 )
( 問 ) 鳥取行政評価事務所
13：00 〜 16：00
行政相談室
☎ 0857-24-5542
13：00 〜 16：00 老人福祉センター ( 浜の里 )
( 問 ) 社会福祉協議会
☎４５−６１１６
※法律相談は予約が必
13：30 〜 15：30 要です（初回優先）

ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
☎０５７０−０５−１１６５
（月〜金曜日 8:30 〜 17:15、第２土曜日 9:30 〜 16:00）
ねんきん定期便専用ダイヤル
☎０５７０−０５８−５５５
（月〜金曜日 9:00 〜 20:00、第２土曜日 9:00 〜 17:00）

家庭児童相談

月〜金曜日

毎日
子 育 て 相 談 「きらきら」土・日曜日を除く
「ひまわり」木曜日を除く

8：30 〜 17：15

子育て支援課
☎４７−１０７７

地域子育て支援センター
8：30 〜 17：15 「きらきら」☎ 45-0116
「ひまわり」☎ 21-8103

◇心と女性の相談室 ☎３１−９３０４
受付時間：月〜金曜日 8:30 〜 17:15 ※緊急の保護には対応
談 ◇夜間休日電話相談窓口 ☎０８５８−２６−９８０７
受付時間：夜間（毎日 17:15 〜 8:30）、土日祝（8:30 〜 17:15）

ＤＶ（家庭内暴力）
電

話

相

多重債務・法律
無 料 相 談 会

4 月 16 日（水）

米子コンベンションセンター
（問）市消費生活相談室
13：30 〜 16：00
☎４７−１１０６
※申し込みが必要です

防災行政無線が聞き取りにくいときはテレフォンサービスをご利用ください！
☎０１２０−４４５−０４０（フリーダイヤル）
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