
第３回境港市みんなでまちづくり推進会議録 

日時：平成 27年 8月 6日(木) 18：30～20：00 

場所：市民活動センター 

 

日程 

１．開会 

２．平成 27年度境港市市民活動推進補助金の審査 

３．その他 

４．閉会 

 

出席者（敬称略） 

石橋文夫 植田建造 遠藤恵子 梶川恵美子 門脇紀文 門脇京子 

土田良和 徳尾 勝 松本幸永 渡部敏樹 

 

欠席者（敬称略） 

水田浩司 

 

<開会> 

（事務局） 

それでは、定刻となりましたので、平成２７年度第２回の境港市市民活動推進補助金審査

会を始めます。 

 

 本日は、お忙しい中、またお暑い中、ご出席いただき、誠にありがとうございます。い

つも貴重なご意見や熱心なご議論をいただき、感謝申し上げます。 

 本年度、２回目の募集をしましたところ、新規設立事業に１団体、一般事業に１団体の

申請がありました。今回の募集後、まだ約３０万円の予算残がありますので、１１月に第

３回を予定したいと考えておりますので、引き続き委員の皆様には、広報のご協力をお願

いいたします。 

 

 また審査員の皆様には、事前に書類審査をお願いいたしました。お忙しい中、ありがと

うございました。審査表の審査基準を基に、申請書のみでの審査をしていただきましたの

で、この後行われるプレゼン後に修正を行っていただき、審査と総評を行いたいと考えて

います。 

 

 それでは、本日の審査会の進め方及び審査の視点について説明いたします。 

 本日の審査ですが、審査員を推進委員の中から３名選出し、地域振興課長と合わせて４

名で行います。推進委員から選出する審査員については、こちらからあらかじめ会長と相



談して決定した委員の方にお願いしたいと思います。 

 

 続きまして、審査の仕方を説明いたします。本日はプレゼンを２つの団体に行ってもら

います。新規設立事業が１件、一般事業の継続が１件となっております。１団体１５分で、

まず最初の３分間で申請団体から申請概要説明をしていただきます。その後、残りの１２

分間で審査員の方に質疑をしていただきます。その間ですが、審査員以外の方には、傍聴

をしていただきますようお願いいたします。 

 

 ２団体のプレゼン終了後、１９時１５分から皆様で討議をいたします。審査表などを参

考に一件ずつ採択、不採択、修正の確認及び決定をしていただきます。 

 なお、本日は審査会の終了後に、「その他」で本市の地方創生の今後５年間の指針となる

「境港市総合戦略」骨子案が出来上がりましたので、委員の皆様にご説明をさせていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 以上で説明は終わりますが、何かご質問等ございますでしょうか。無いようでしたら、

審査会を開催いたします。 

 

<申請団体によるプレゼンテーションの開始> 

◇1団体目 門脇重綾遺品一般公開実行委員会 

・申請事業 門脇重綾遺品一般公開 

・事業内容 8月 20～22日 境港市文化ホールにて開催予定。 

ふるさとの偉人「門脇重綾」の遺品・文献等を展示・公開する。（一財）國學

院大學院友会の公益事業として講演会、アトラクション（佐陀神能）を同時

開催する。                                  

 

(委員) 

 門脇重綾さんというお名前を恥ずかしながら初めてお聞きしたのですが、具体的には何

をなされた方なのでしょうか。 

 

(門脇重綾遺品一般公開実行委員会) 

 中野村の景山塾に学ばれた方で勤王の志士であった方になります。景山塾の依頼で因伯

の歴史を調べたり、後に藩を代表して国政に参加、裁判官を務めたりもされました。境港

が郷土に誇る偉人であり、その方の遺品、古文書などが数多く残っておりますので、この

機会に知っていただきたいと思い、準備しているところであります。 

 

(委員) 

 開催が暑い時期になりますのであまりご無理をなさらないように体調に気を付けて実施



してください。私も門脇重綾さんを存じ上げておりませんでしたのでこの機会に勉強した

いと思います。 

 

(門脇重綾遺品一般公開実行委員会) 

 國學院大學院友会主催で共催しますアトラクションについては、当初鳥取市の麒麟獅子

を考えていたのですが、メンバーに会社員も多く、平日（8月 21日金曜日）の開催のため、

駄目でした。他に日野高校の神楽も考えたのですが、こちらは既に学校が始まっており駄

目でした。その後、松江市の武内神社のご尽力もあり、松江市の佐陀神能をアトラクショ

ンで実施することとなりました。 

 

(委員) 

 遺品をショーケース等に並べ、展示するだけで、門脇重綾さんを知らない方々に遺品の

意味、重綾さんの功績などが分かるでしょうか。 

 

(門脇重綾遺品一般公開実行委員会) 

 分かりやすいものを選択して展示することにしています。また私自身も当日会場に居て、

必要あれば説明等を行いたいと思っていますし、紹介のパンフレットを作成します。 

 

(委員) 

 今後、遺品などを常設展示したり、記念碑を建ててはどうかといったような声が出てき

た場合、金銭面含めて対応できるものでしょうか。 

 

(門脇重綾遺品一般公開実行委員会) 

 重綾さんの遺品等は本来、個人が保管していていいものではないと思っています。資料

の保管含めて、教育委員会とも話を行っていきたいと思いますし、今回作成するパンフレ

ットを使って、重綾さんについてもっと知っていただけるようにしたいと思います。 

 

(委員) 

 何人くらいの来場者を想定していますか。 

 

(門脇重綾遺品一般公開実行委員会) 

 文化ホールの定員も考えて、300人を想定しています。 

 

(地域振興課長) 

 広報はどのようにされますか。 

 

 



(門脇重綾遺品一般公開実行委員会) 

 市報に掲載しております。また渡地区にはチラシを全戸配布致します。中海テレビ、日

本海テレビ等のメディアにも後援いただいておりますし、國學院大學の島根県のＯＢ会に

もかなり宣伝していただいております。 

 

◇2団体目 一般社団法人境港青年会議所 

・申請事業 マリンフェスタ２０１５ 

・事業内容  8月 30日に公共マリーナ及び周辺で開催予定。公共マリーナでのヨット体験、

干物づくり体験、アクアボールなどのアクアレジャー体験など、「海」、「マリ

ンスポーツ」に触れる機会を提供する。 

 

(委員) 

 申請書内で参加者について「市近郊の一般市民」とありますが、必ずしも境港市民でな

くてもいいとのことでしょうか。 

 

(一般社団法人境港青年会議所) 

 境港市を中心として、近郊の方々にも来ていただきたいと思っております。広報につい

て市内の小学校、保育所等にチラシを配布して集客を図っていきたいと考えています。 

 

(委員) 

 前回の審査会で会場が米子市で多数の境港市外者の参加が想定されるものがありました。

境港市の補助金、つまり市の税金を原資としたものが市外の方にも使われるということは

あまり好ましくないのではないでしょうか。 

 

 (事務局) 

 前回そのような案件がありました。イベントを開催し、結果として市外の方が参加され

たということは起こりうることで、仕方がないと思いますが、参加者の主体は境港市民で

あるべきという見解で各委員の皆様の意見を集約しました。その後、その案件については、

申請者に状況を確認、参加者の主体は境港市民であるとのことが確認できたため、採択と

させていただきました。 

 

 (委員) 

 青年会議所さんは何度も当補助金を申請、採択されているので基本的に問題はないと思

いますが、少しその点が引っ掛かりました。 

 

 (委員) 

 若い人が主体となる事業が少ないので、この事業に期待をしております。事業費 57万の



内、市の補助金が 20万で、自己負担が半分以上を占めておりますので、私は逆にどんどん

市外の人を呼んできていいと思いますし、特に若い人を呼んできてほしいと思います。人

口減少の中で、青年会議所さんは以前婚活パーティーもやられていたと思いますが、開催

時期は、大学もまだ休みの時期ですのでどんどん若い人を呼んでいただいて、それが少し

でも若い人たちの出会いの場にもなればいいなと思います。 

 

(委員) 

 毎年イベントを開催されてご苦労さまです。毎回のことですが、けがや事故のないよう

に十分注意していただきたいと思います。毎年楽しみにされている子どもたちもおります

ので盛大に開催されることを期待しています。 

 

 (地域振興課長） 

 アクアボール、チューブは海の中ではなく、設置したプールの中で行われるのでしょう

か。 

 

(一般社団法人境港青年会議所) 

 プールの中で行います。ボール 2 個、チューブ 1 個を、安全面を考慮して、レンタル業

者の専門スタッフの方を 1名配置し、青年会議所メンバーが補助する形で運営致します。 

 

（委員） 

 体重制限はありますか。 

 

(一般社団法人境港青年会議所) 

 特に体重制限はありませんが、希望者が殺到することを想定して、利用年齢を４歳から

１２歳とさせていただきます。アクアチューブについては、大人と子どものペアで利用と

いったように考えております。 

 

<プレゼンテーション終了> 

 

 (会長) 

それでは審議に入りたいと思います。みなさんプレゼンをお聞きになりまして感じたこ

となどがあれば発言していただけたらと思います。まずは「門脇重綾遺品一般公開実行委

員会」から意見をお願いします。 

  

(委員) 

 文化講演会が入場無料とありますが、申請書に講演会の経費はありませんが、この経費

はどこから出てくるのでしょうか。 



 

（事務局） 

 今回は國學院大學院友会主催事業との同時開催となり、講演会が大學の事業となります

ので所要経費は大學負担となり、申請書には記載されておりません。 

 

（会長） 

 内容的には非常に良い事業だと思いますが、大學主催事業と今回の申請事業との区別が

申請書内できっちりと整理されておらず、分かりにくいです。予算と添付の見積書の関係

性が分かりづらくなっているため（一部、大學が負担してくれる経費があるが、負担分も

合わせた見積書になっているので、申請書の予算との整合が分かりにくい）、審査をする立

場としては困ります。また当補助金に関して、市民の方などから公開請求があった場合に

この申請書ではわかりづらいと思います。公開請求がある場合も考えて、一般の方が見て

もわかりやすく、疑義のない申請書、見積もり等の添付資料にしないといけないと思いま

す。 

 

（事務局） 

 申請書を受理し、審査会にかけるまでの段階で書類等の不備については、修正して審議

いただくべきものですが、事前修正が不十分でございました。申し訳ありません。 

 

（会長） 

 公開請求あった場合に申請書類等に不備があれば、誤った書類を指摘せず、審査、採択

を行っていると判断され、私達自身に審査の資格があるのかを問われかねません。そうい

った点には十分注意していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 門脇重綾さんは紛れもなく郷土の偉人と呼べる方であり、その方を知ってもらうための

当事業自体はとても良い事業だと思います。 

 

（委員） 

 郷土の偉人である方ですので市民に広く知ってもらう、このような機会は重要なことだ

と思います。 

 

（委員） 

 4年ほど前に一般公開で見せていただいたが、すばらしいものであり、個人で保管してお

くものではないと感じましたし、良い機会になると思います。 

 

（委員） 

 今回、1回展示を行うだけでなく、今後、継続的にどこかで展示を行っていかなければな

らないと思います。 



 

（委員） 

 開催チラシには講演会やアトラクションが載っていますが講演会費用や会場費がありま

せんがどうしてでしょうか。 

 

（会長） 

 それらは大學主催の事業になりますので予算に載っていません。添付の開催チラシにつ

いては大學主催行事がメインで記載してありますが、今回の申請はあくまで展示部分のみ

なので分かりにくくなっています。繰り返しになりますが、一般の人が見てもすぐにわか

る申請書にしていかないといけないと思います。 

 

（事務局） 

 内容がわかりにくい申請書となっており、事前修正が不十分なこと申し訳ありません。

今回の申請は、申請者が担当される遺品の一般公開に係る部分のみとなっております。同

時開催されます講演会、アトラクションの佐陀神能は國學院大學院友会の主催事業であり、

開催に係る会場費用等の経費については全て大學側の負担となるため、経費の申請書への

記載はありません。 

 同時開催事業との関係性や見積もりなどわかりにくい部分もございますので、助成の申

請金額は変更ありませんが、申請書類についてはご指摘を踏まえて修正いたします。 

 

（会長） 

 門脇重綾さんを知っていただくためには 1 回きりの開催では意味がないと思いますので

今後の事業の展開についても考えていっていただきたいと思います。 

 

※後日、申請内容について、同時開催事業との区別を図り、申請書を修正。（助成申請金額

は変更なしのため、当初助成申請額で採択） 

 

＜採択＞ 

 

(会長) 

 続いて、「一般社団法人境港青年会議所」です。 

長年いろんな事業を展開されており、当補助金でも継続的に支援を行っています。初め

の頃は事業内容、申請内容に不備や疑義があり、注文をつけさせていただいておりました

が、事業内容、申請内容も充実してきていると感じます。開催事業を見学にもいきました

が、かなりの賑わいがある事業となっていました。境港市の補助金を使っているので、原

則市民対象であるべきですが、境港市のＰＲのためにも市外から多数の方が参加されるの

は良いことだと思います。 



 前回の審査会で申請があった事業は米子市が会場であったため、審査会で意見分かれる

部分がありましたが、今回は会場が境港市であり、境港市民を主体としながら、市外から

も参加してもらえるようにしていくということで問題はないと思います。 

 事業内容も充実して良い事業であると思いますが何かご意見ありますでしょうか。 

 

(委員) 

 申請の事業内容の中にカレー、かき氷、飲料の飲食ブースを展開（有料）とありますが、

この収支が予算上に記載されていませんが、どうなっていますでしょうか。 

 

 (委員) 

 青年会議所ではなく、別の業者などが実施していくのではないでしょうか。 

 

（会長） 

 飲食ブースの内容について、事務局は申請者に確認をしてください。 

 

（事務局） 

 内容を確認して、申請金額等、申請内容に修正が必要であれば修正するように致します。 

 

(委員) 

 クルーザーのレンタル料の見積もりの中に燃料費込とあるが、別途需用費でガソリン代

が計上されていますが、重複した経費ではないでしょうか。 

 

（委員） 

 おそらく発電機に使うガソリン代ではないかと推測されますが、事務局から確認しても

らったらいいと思います。 

 

（事務局） 

 飲食ブースの件と併せて確認して、必要あれば修正したいと思います。 

 

（委員） 

 事業内容にヨット体験もありますが、他の委員さんもご指摘のとおり、安全には十分に

気を付けて行っていただきたいと思います。良い事業を行っているのに、何か事故等あれ

ば台無しになってしまいますので。 

 昨年も公共マリーナで実施して 1,500 人の参加者があり、公共マリーナの利活用も図れ

ていました。去年はゲタ飛ばし大会も同時開催したことありますが、四国からの参加もあ

りました。公共マリーナを知ってもらう、活用していく新たな形として大変良い事業だと

思います。 



 

（委員） 

 アクアボール、アクアチューブのレンタル業者が宮崎県の業者であり、運搬費もレンタ

ル料の見積もりに含まれているが、市内、県内の業者がなかったのでしょうか。 

 

（会長） 

 事業内容については、採択に問題ないと思いますが、細部に疑義ある点がありますので、

委員の皆様のご指摘内容について事務局は確認をお願いします。 

 

（事務局） 

 内容について、申請者に確認し、不適切な経費であった場合には除外するなどの修正を

行いたいと思います。 

 

※後日、申請者に疑義の点を確認。下記の通りの内容で申請内容の修正は必要なかったた

め、当初の申請通りで採択。 

・飲食ブースについては会場周辺の賑わいづくりとして、別事業で実施するため、申請書

より削除（事業費、助成申請金額変更なし）。 

・ガソリン代については、エアーポンプ、音響機材用の発電機の燃料費のため、重複経費

ではないため、申請書の修正なし。 

・アクアボール、アクアチューブのレンタル業者については、県内で対応できる業者がな

く、宮崎県の業者しか対応できなかったとのことであり、申請書の修正なし。 

 

＜採択＞ 

 

(会長) 

 その他について、事務局からありますでしょうか。 

 

（事務局） 

 地方創生に向けた境港市総合戦略の骨子（案）が出来上がりましたので説明をさせてい

ただきたいと思います。 

  

※「境港市総合戦略骨子（案）」について概略を説明。 

 

 骨子（案）については、７月 31 日から８月 31 日までパブリックコメントを実施してお

りますので、ご意見等ございましたら事務局までご提案をいただけたらと思います。 

 パブリックコメント終了後、修正等行った上で、10 月末までに人口ビジョン、総合戦略

を策定予定でございますので、出来上がりましたら委員の皆様にまたご提示したいと思い



ます。 

 

（会長） 

 パブリックコメントはいい機会ですので、意見がありましたら事務局へご提示いただき

たいと思います。 

 以上で今回の審査会は終了したいと思います。 

 

＜閉会＞ 

 


