
平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

1 4月 3日 4月 23日 郵送 教育総務課 

提案内容 

●中学校生徒へのＳＮＳの利用に関する指導について  市内中学生に対し、ＳＮＳの利用について正しい使い方を教え、人を傷つけないよう
指導してほしい。また、中学生による保育園の職場体験を中止してほしい。 

 

回答内容 

市内小・中学校の児童生徒のみならず、保護者、地域の方も含めて、SNS やインタ

ーネットの正しい使い方や功罪について学ぶ機会を積極的に設け、SNS 等のトラブル

の未然防止、また人に迷惑がかからない、また傷つけることがないよう、引き続き様々

な取り組みを進めてまいりたいと考えております。  中学生による保育園での職場体験につきましては、生徒が園児たちと関わり合うこと
で、コミュニケーション能力の基礎を学び、いのちの尊さや感謝の気持ちを育むなど、

大変意義のある活動であると考えております。本年度も実施する予定ですが、園児たち

の安全はもちろん、プライバシーの侵害が犯されないよう最大限に配慮するよう学校に

申し伝えます。また、実施する際には、生徒に対する事前指導を十分に行います。何卒

ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

2 4月 5日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

水木しげるロード 

リニューアル推進課 

提案内容 

●水木しげるロードのリニューアルについて  水木ロード改修中、歩道部分にバラス・砂を敷き成らしている状態であり、先日車椅
子の観光客が非常に不便を感じていた。また、店舗内に砂が入ってきて玄関口が汚くな

るなど、境港市が観光地としているイメージや意識がとても悪く、低いと感じる。  ロードを改修して綺麗にすることは良いけど、其の工事過程でのお客（特に、身障・
老人・子供）に対しての配慮が感じられません。ハード面のみを重要視する行政の面が

出て、ソフト面の訪れる人への「心使い」が全く見受けられない。観光に対する意識が

薄いのではないでしょうか。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

4 4月 10日 5月 15日 電子メール 自治防災課 

提案内容 

●原発事故に係る避難先および避難経路確認訓練について  先日、原発事故時の避難先の見学会に参加しました。岩美高校の体育館が指定避難先
になっていましたが確認してよかったなと思っているところです。避難先は体育館なの

で当然冷暖房はなし、フロアーは板張り、プライバシー保護の段ボールの仕切りなどは

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

3 4月 9日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

議会事務局 

提案内容 

●議員について  ４月７日、自衛隊美保分屯地において美保分屯地編成完結行事が催されました。この
行事には国会議員をはじめ、各自治体の長が参加され、市長も忙しい公務を縫って参加

されました。  ところが、ある市議は 30分も遅刻して来たそうです。そのくせ式がつつがなく終わ

ると、何食わぬ顔で出入口に立ち、来賓と笑顔で挨拶まで交わしていたそうですが、自

衛隊関係者への遅刻の謝罪はされたのでしょうか。  知人によると、式の最初に「君が代斉唱」があり、国会議員の挨拶があったので、そ
れが嫌でわざと遅れたのだろうとの事ですが、ならば欠席すれば良かったのではない

か。  自衛隊は議員に国会議員の後ろの席まで用意してくれていたと言うではないですか。  大体、美保分屯地部隊自体、県の防災などへの強い要請で実現した極めて珍しいケー
スだと聞いています。  そんな県民の為にわざわざ作られた部隊の編成完結行事を遅刻するほどの重要な公
務があったのでしょうか。国会議員ですら定刻に来ている。  遅れて入ってくる市議を国会議員はじめとする来賓の方々はどのような気持ちで迎
えたのでしょうか。境港市民として恥ずかしくてなりません。  こんな県民の安全をないがしろにし、自衛隊の皆さんを愚弄する様な人が市議会議員
でいる事に驚きを禁じえません。  自衛隊への謝罪と、遅刻の理由をきちんと公表させて下さるようお願いいたします。 
 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
全て避難してから準備をするとの事。真夏、真冬に避難してきてそれから準備するので

しょうか。  愕然としたのは境港市民の避難先として地元の同意をいまだ得ていないとの事、まっ
たくしてない事はないとは思いますが避難先として地元から拒否されたらどうするの

でしょうか。まったく順番が逆では。地元の同意を得る事がスタートラインでは。 

 

回答内容 

原子力災害が発生した場合、県及び避難先となる県東部の市町では、当市に避難指示

が出される可能性が生じた段階で避難所の準備を始めていただきます。   避難所の資機材につきましては、県にストーブ等が備蓄されていますし、間仕切り段
ボール等は県が災害時応援協定を結んでいる業者から取り寄せることになっています。

そのほか県内市町村で連携して備蓄している食料や物品を提供いただくことになって

います。  広域避難先につきましては、当初から県東部の市町に了解をいただき避難施設を提示
していただいているところです。しかしながら、県東部の市町において、住民への広域

避難に関する理解が十分ではない状況もあります。そこで今年度から県では県内全市町

村と連携して「原子力防災ハンドブック」を全戸配布され、原子力災害時の広域避難の

理解促進を図っています。 

 

 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

5 4月 12日 提案箱に投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

総務課 

提案内容 

●本庁舎１階多目的トイレについて  １ 「使用中」のランプが点灯しなかったりする。  ２ 鍵がしっかりかからないことがある。  ３ 鍵の位置が低すぎて、かけ辛い。  ４ ごみ入れの位置が遠い。移動して物を捨てるのが大変である。 

 

回答内容 

１と２については、修繕をいたしました。なお３と４については、身障者用のトイレ

でもあるため、位置を変更すると、車いすをご利用の方が不便になることから、現状の

ままとさせていただきました。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

6 4月 20日 6月 25日 郵送 都市整備課 

提案内容 

●最近のトイレの使用状態について  Ⓐ台場公園 3/20 の提言で、取り上げましたが、身障者用の使用禁止、期間はいつ

までの予定ですか。利用者のマナーが悪く、時々汚れています。  Ⓓ弥生公園 時々、自転車で、来られる、利用者の人と出合います。常連の人で、空
芯が床に置いてあることが多いです。この人かどうか、判りませんが。 

 

回答内容 

台場公園の多目的トイレにつきましては、便器を含めた水洗に関わる設備の全体的な

交換が必要な状況でありますが、部品が納入され次第、修理を行うこととしています。  なお、台場公園、弥生公園を含めた、市内の都市公園のトイレにつきましては、引き
続き適正な維持管理に努めてまいります。 

 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

7 5月 11日 訪問により説明 子育て支援課 

提案内容 

●なかはま保育園の給食施設換気扇騒音について  巨大な換気扇の音が大きく、響きわたっている。  給食は必要で止めて欲しいとは思わないが、清音のものに取り替えるなど検討いただ
きたい。 

 

回答内容 

この度は、なかはま保育園の給食室換気扇の音で大変ご迷惑をおかけいたしました。 

ご指摘の換気扇は、園舎屋上に設置されており、遮るものが無く、直接ご自宅まで音

が届くような状態になっておりました。 

ご意見を受け、対応策を検討し、最も効果の高いと考えられた「遮音壁」を設置する

ことにより、音が直接届かないよう対策をさせていただきました。 

遮音壁は、共振などを起きにくくするため鉄板でなく木材としたうえで、内部に吸音

効果のあるグラスウールを入れ、全体の厚さが１５センチメートルという、しっかりし

た構造にすることで遮音に配慮させていただいております。 

ただし、換気扇という目的上、周囲を完全に密閉した構造にすることはできず、その

ため遮音壁を回り込んだ音が聞こえることがあるかと存じますが、ご理解、ご容赦いた

だければ幸いに存じます。 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

8 5月 11日 6月 15日 電子メール 福祉課 

提案内容 

●タクシーチケット利用について  90 歳代で身体障害者手帳１・２級をお持ちの方ですが、タクシーに乗車拒否をされ

ています。 

障害者用のチケットの問題なのか、距離が近いからなのか、個人に問題があるのかは判

りませんが、体に不自由があるのでチケットを配布しているはずが、タクシーの利用を

断られては意味が無いのではありませんか。  今回は雨も降っており、私が家まで送りましたが、車の乗り降りも不自由されていま
した。  割引ではなく、無料のチケットを配られているのは、境港市特有とお見受けしましが、
地元のタクシー会社が協力的でなければ、意味がないのではないでしょうか。  今回は地元４社全てに断られましたので、報告させて頂きました。 

障害者を優先しろとは言いませんが、雨や雪などでタクシーの需要がある時であって

も、普通に利用出来る環境を整備して頂きたく思います。 

 

回答内容 

本市の障がい者福祉タクシー料金助成事業は、障害者手帳の提示でタクシー運賃の 1

割引きを行う運賃割引制度と併用して、本市が対象の方に交付するタクシーチケットを

利用されると、初乗り料金が無料になるもので、重度の障がいのある方の日常生活の利

便性の向上や、積極的な社会参加の支援を目的に実施しております。  この度のご報告を受け、市内のタクシー事業者に対し、改めて本事業の趣旨とご協力
のお願いをさせていただきます。  また、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会になるよう、引き続き、障がい
への理解を深める取り組みを進めて参ります。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

9 5月 21日 6月 25日 郵送 通商観光課 

提案内容 

●トイレについて  ①大正川新トイレについて  外国船の入港後は女性用トイレのゴミ入れが山盛りです。  原因は、便座を拭いた時に使用したものではないかと思います。  吉林省からの国際交流員にお願いして、市職員の女性の方と２人で、人出の多い日曜
日と大型客船の入港時に、１日３→４回見回りをして頂けたら良いと思いますが。 

 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答  ②大正川トイレの利用について    数年前から指摘させて頂いていますが、水木通りの松ヶ枝町の橋の上から判りにく
く、川沿いの車道２車線を１車線にして、遊歩道にする案はどうですか。無視をしない

で回答してください。 

 

回答内容 

①大正町のトイレの清掃及び見回りにつきましては、社会福祉法人まつぼっくりに業務

委託しており、年末年始を除いて１日１回（午前）、繁忙期（連続休暇、夏休み期間）

には１日２回（午前と午後）の清掃を行っております。  また、中国籍の方が多いクルーズ船が寄港する際は、通常の清掃に加え、通商観光課
の職員で清掃、見回りを行うようにしておりますが、今回は、見回りのタイミングが合

わず、ゴミ箱があふれてしまったと考えられます。再度、清掃、見回りの効果的な時期、

回数を検討いたします。 

 

②大正川のトイレは、バスで来られた観光客の方が利用されることが多く、水木ロード

の歩行者は大正川のカドにあるロード沿いのトイレを利用されると思います。車道２車

線を１車線にすると一方しか通行できなくなり沿線にお住まい方の出入りに支障をき

たすこともあり遊歩道の整備は考えておりませんが、トイレをお探しなる方もおられる

かと思いますので、トイレの案内板の設置等で対応したいと考えております。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

10 5月 21日 6月 25日 郵送 水木しげるロード 

リニューアル推進課 

提案内容 

●水木しげるロードの樹木の表示の違いについて  大正町郵便局前の「枯れているカシの木」の表示はアラカシになっていますが、シラ
カシが正しいです。（アラカシは葉が厚く、巾広い、シラカシは葉がうすく、細長い） 

回答内容 

ご指摘のカシの木につきましては、改めて、樹木の産地に確認したところ、形状はご

指摘の特徴が見受けられるものの、種別としてはアラカシの分類に入る樹木であるとの

ことです。 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

11 5月 21日 6月 25日 郵送 生涯学習課 

提案内容 

●境港市民交流センター（仮称）について  女性用トイレは２０ヶでは不足です。  私は、女性は６割以上、男性は４割以下と判断しています。５００人対３００人位で
す。  女性用は３０ヶ位は必要と思いますが。 

 

回答内容 

現在、整備を進めている境港市民交流センター（仮称）内に設置するトイレの数につ

きましては、以前、回答いたしました際には、女性用トイレ数２０、男性用トイレ数１

２で計画しており、比率は５：３で設定しておりました。 

いただいたご意見をもとに、昨年度から行っている実施設計の中で、現在のところ、

女性用トイレ２７、男性用トイレ１６と変更したところです。比率についてもおおよそ

５：３で設定しております。 

今後も引き続き、実施設計の中で検討してまいりたいと考えております。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

12 6月 5日 6月 25日 郵送 環境衛生課 

提案内容 

●ごみ焼却施設を再稼働について  市のシンボルである焼却施設の煙突から煙が出なくなり、さびしく感じている。  莫大な税金を使って建設した最もエコな施設だったと記憶しており、老朽化したから
使用しないのではなく、改修してなぜ再使用しないのか。  一部の観光客のために税金を使うのも一つだが、市民の生活に直接関わるごみ処理に
重きを置いてほしいと思う。  いつか、シンボルである煙突からきれいな煙があがることを夢見ています。 

 

回答内容 

境港市の焼却施設は、昭和 62 年に竣工し、平成 27 年度末に停止するまで、およそ

30年間、境港市の可燃ごみを処理してまいりました。 

平成 13、14年度にダイオキシン対策と同時に延命化工事を行いましたが、主要部の

老朽は否めず、30年を超えて使用するには、新設と変わらない経費（40億円以上）が

必要となり、これ以上の延命化は困難であると判断いたしました。 

また、国が示した「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」（平成

9 年 1 月）において、ダイオキシン類の発生抑制を図るためには、24 時間連続運転す

るための一定規模以上の施設（100t／日程度）で安定的な焼却処理が必要であるとさ



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
れており、境港市の施設では、この条件を満たすことは困難であることから、本市での

可燃ごみ焼却を断念いたしました。 

さらには、地球温暖化対策の観点からも、焼却施設の広域化が求められており、環境

に十分に配慮がなされた可燃ごみ焼却施設（高効率発電設備）を有する米子市へ可燃ご

み処理を委託することといたしました。 

現在、境港市では、米子市への可燃ごみ処理委託を契機に、軟質プラスチックの分別

収集を開始するなど、さらなる可燃ごみの減量化を行い、処理費用の削減に努めていま

す。 

今後のごみ処理行政については、境港市のみでなく、鳥取県西部圏域全体の環境に配

慮した取組みが必要になると考えますので、近隣自治体とも協力しながら地域全体とし

てごみ処理行政に取り組んでまいります。 

なお、境港市の焼却施設はすでに廃止手続きを完了しており、平成 32年度までを目

標に施設の解体を行い、枝木や刈草、衣類・布団などのリサイクル可能な廃棄物を安定

して一時保管が可能なストックヤードとして、整備していく計画としています。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

13 6月 12日 7月 11日 電子メール 長寿社会課 

提案内容 

●介護保険の納入通知書について 

１ 父宛に介護保険料納入（変更）通知書（特別徴収変更通知書）が郵送されて来まし
た。読んでも保険料の支払い方法がわかりません。通知する書類には受け取った人が

どうすれば良いのか、普通の老人が一目でわかるようにして下さい。 

 

２ この通知書では４月、６月、８月の保険料が記載されていますが、その後の保険料  の記載がありません。未定なら決定通知時期を記載して未定と明記してください。 

 

３ この通知書の保険料算定の根拠欄がなしになっています。根拠なしに特別徴収額を  決めているのですか？教えてください。 

 

４ 所得段階も記載がありません。受け取った人に何を伝えたいのか教えてください。 
 

５ このように書類を受け取った人は混乱します。次回郵送分からの修正をお願いしま  す。 

 

６ 同封されていた保険料特別徴収（年金天引き）納付額を平準化しますで、４行目に 

皆さんが２か月ごとに受け取られる年金額ができるだけ均等になるようにとありま 

すが、これは父と他人の年金額を均等化するということでしょうか。教えてください。 

７ この書類の●平準化とは？で、仮徴収額は、原則として前年度２月分の特別徴収額 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答  と同額になると書かれていますが、変動のある人は原則から外れるということでしょ  うか。もしそうなら、原則から外れたと目立つように明記して下さい。原則から外れ 

るのは滅多にないことと思っています。また前年度２月分の特別徴収額はいくらなの 

か書いて下さい。 

 

８ 年寄が受け取る可能性がある郵便物は、老人が読みやすい文字の大きさ、分かりや  すい言葉で、知るべき内容を強調したものにして下さい。 

 

回答内容 

●（回答１、５、８について） 

既に年金からの天引きで介護保険料をお支払いいただいている方（特別徴収対象者）

は、引き続き年金から天引きさせていただきます。介護保険制度自体が大変複雑であり、

保険料とその徴収方法もひとりひとりで異なるため、すべてを網羅するのは難しいです

が、通知させていただく内容につきましては、同封するお知らせの文字の大きさを工夫

したり、説明を加えたりすることで、内容が少しでも分かりやすいものになるように努

めてまいります。 

 

●（回答２、３、４について） 

今回、通知させていただいた４月、６月、８月の保険料は、前年度保険料段階をもと

に暫定的に仮に徴収させていただく保険料であり、「保険料算定の根拠」と「所得段階」

も未確定のため空欄にさせていただいています。保険料は、前年の収入等の確定をもと

に決定されるため、そのお知らせ時期は 7 月中旬になりますが、その際にお送りする

介護保険料納入通知書（特別徴収決定通知書）には、保険料の決定額とともに、確定し

た「保険料算定の根拠」と「所得段階」を記載させていただいています。 

 

●（回答６、７について） 

特別徴収納付額の平準化は、一回あたりの介護保険料の引き去り額をなるべく均等に

することで、２ヶ月ごとにお受け取りになる年金受取額をなるべく均等にするためのも

のです。よって、他の方々が受け取られる年金額と均等にするものではありません。 

前年度以前から特別徴収をさせていただいている場合、４月の仮徴収額は、２月の特

別徴収額と同額になります。参考までに、原則から外れる方の一例としましては、４月

から特別徴収が始まる方などが該当します。 

いずれにしましても、いただいたご意見を、次回のお知らせに反映させることができ

るように検討してまいります。 
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番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

14 6月 18日 7月 18日 郵送 教育総務課 

提案内容 

●中浜小学校への通学について  小学生が徒歩 50分以上かけて通学する光景を見て大人でも大変なのに子供達には過

酷すぎるのではないでしょうか。子供達の本業は学校で学ぶことであると思います。バ

ス通学をお願いします。  最近とても治安が悪いので子供達が無事に家に帰ってこれるかとても心配です。はま
るーぷバスの時間路線などの検討もおねがいします。 

 

回答内容 

●市内小学校の児童の通学距離は、国が規定する距離の基準である４キロメートルより

短い、概ね２キロメートル以内であることから、徒歩での通学を基本としております。  しかし、２キロメートルを超えている地域が一部あり、ご指摘のとおり通学時間が長
くなっている状況があります。  この状況を少しでも緩和するために、中浜小学校区の通学距離が長い地域である三軒
屋町、夕日ケ丘１丁目、小篠津町（防衛省小篠津官舎）に居住する児童につきましては、

冬季（１２月から２月）に小学校１年生を対象に、下校時にスクールバスを運行してお

ります。  今後、予定する小中一貫校の開設を含めた小中学校の再編成を検討していく中で、児
童の通学について、スクールバス、はまるーぷバスの活用等の検討をしていくこととし

ております。 

 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

15 6月 19日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

自治防災課から 

境港市自治連合会へ 

報告 

提案内容 

●市長と語る会について   公民館で開かれる市長と語る会は質問時間が短すぎます。 市長の説明はパンフレッ
トを読めば分かるので省略し、全時間を質問時間にあててください。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 
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番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

16 6月 19日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

建築営繕課 

提案内容 

●ブロック塀について  今回の大阪の地震で子供がブロック塀の下敷きになって亡くなりましたが、境港市に
も危険なブロック塀が多数あります。   40 年くらい前に建てられたものですが、学童通学路で道路際に建てられているもの

だけでもチェックするべきです。  危険や要注意と判断されたものには、危険近づくな、等の貼り紙をして注意喚起する
べきです。  名古屋市では道路際の老朽化したブロック塀については撤去費用を半分負担して、市
民の安全に務めています。 年間 50 件くらい申し込みがあるそうです。 1 年で 50

か所 10年で 500か所、街から危険が無くなることは良いことです。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

17 6月 20日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

自治防災課 

提案内容 

●市民の声提案箱について  メールフォームの画面を見て、おやと思ったのが住所、氏名、等、必須項目が並んで
いることです。たしか、以前に市長給与が高すぎると書いて送った時は、提案内容と回

答方法のみの記入だったと思いました。だから、わざわざ本文に住所氏名を書いて送っ

たと記憶しています。  この方法は良くないです。私は平気ですが、住所氏名を書きたくない人もいるでしょ
う。 その人を拒否しています。迷惑行為もする人もいるでしょうが、甘んじて受ける
くらいの度量は必要です。所詮、テキストでしかないのですから。 
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回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

18 6月 20日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

地域振興課 

提案内容 

●合併問題について  境港市は米子市と共に島根県に編入してもらったほうがいいと思います。  山陰地方の経済圏はこの周辺（松江、安来、米子、境港）であって鳥取市周辺ではあ
りません。 

道路網、鉄道網も同様です。であるにも関わらず、安来-米子間、松江-境港間に県境が

あり、県政として別のものになってしまっています。 これはこの周辺地域にとってマ
イナスにはなってもプラスにはなりません。  境港市周辺を山陰地方の中心として発展させるには同じ県政であるべきです。よっ
て、冒頭にあることを提案します。  ちなみに、法的には全く問題なく実際に隣の県に編入された市はあります。 東海地
方ですが。 

一番いいのは、鳥取県と島根県が合併することですが、鳥取市の石破茂事務所に相談

したところ、鳥取市には何のメリットも無い、境港市が出て行けばいいとの見解でした。 
実際、県庁所在地とはいえあんな東の端で兵庫県に近い市ではそういう見解になると思

います。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 
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番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

20 6月 22日 7月 5日 郵送 水木しげるロード 

リニューアル推進課 

提案内容 

●水木しげるロードにある植木鉢や自販機、のぼりなどの設置について  道路に設置しないように指導して欲しい。 

 

回答内容 

道路の占用物につきましては、これまでも適正な管理をしていただくよう指導を行っ

ているところですが、この度の水木しげるロードのリニューアルを機に改めて指導を徹

底してまいります。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

21 6月 22日 7月 18日 郵送 通商観光課 

提案内容 

●大正川トイレについて  大正川の新トイレ、女性用５ヶ所全てゴミが散乱していました。 

オムツ交換台にも、６／１９に観光客船、スカイシー・ゴールデンエラ、７万２千トン

が上海から２０００人を運んで来て、文化の違う人が使用された為です。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

19 6月 21日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

議会事務局 

提案内容 

●市議会について 

市議会ですが、何をやっているのか良く分かりません。 傍聴しようにも日中では仕
事があるので行かれません。市役所館内では放送しているので、録画して市役所 HP

で公開してはどうでしょう。  議会を夜間に開催して仕事が終わってからでも傍聴できるようにするとういう方法
もありますが、一番、簡単なのは上記（録画して市役所ＨＰで公開）でしょう。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 
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回答内容 

外国人観光客に対するマナーの啓発は、現在もトイレに貼り紙をすることで取り組ん

でおりますが、ご指摘のとおり、なかなか改善できていない状況です。外国人のマナー

問題は、全国の自治体でも大きな課題となっております。他の先進地等の事例を研究し、

今後とも改善に向けて取り組んでまいります。 

また、大型のクルーズ船が寄港する際は、通常の清掃に加え、通商観光課の職員で清

掃、見回りを行うようにしております。こちらも、清掃、見回りの効果的なタイミング、

回数を再度検討いたします。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

22 6月 22日 7月 18日 郵送 都市整備課 

提案内容 

●公園トイレの使用について   弥生公園、女性用 5/23（水）朝 6 時 30 分 5/25（金）6 時 20 分 5/30（水）6 時

15分掃除をしていない。   台場公園 男性用、便器の外に便がはみ出している事が多いです。 

6/18（月）朝 6時 55分 6/18（月）弥生公園男性、後方汚れ。6時 10分  使用者のマナーが悪いです。ふるさと納税で、8000 万円収入があったようですが、

男性用便器を 10 ㎝位長いサイズと、女性用を１ヶ所洋式に変更はできませんか。（15

→17万円位） 

 

回答内容 

ご指摘ありがとうございます。利用者の皆様に極力不快感を与えることがないよう、

トイレの維持管理に努めてまいります。 

男性用の大便器を 10㎝程度長いものと取り換えてはどうかとのことですが、過去、

和式便器は JIS 規格に基づいて製造されていました。和式便器の需要の減少に伴い、

平成 26年に和式便器の区分は JIS規格から削除されましたが、現在でも当時の規格よ

り大きな和式便器は存在しないようです。 

また、女性用の便器の一部を洋式便器に変更してはどうかとのことですが、台場公園

には障がいの有無などにかかわらず、どなたでも利用することができる多目的トイレが

ありますので、現時点ですぐに和式便器を洋式便器に取り換える予定はありません。し

かしながら、便器の故障や老朽化などにより設備の更新が必要となった際には、和式便

器から洋式便器への変更を行いたいと考えておりますので、ご理解をお願いします。 
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番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

23 6月 26日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

総務課 

市民課 

自治防災課 

提案内容 

●市役所の土日の開庁と自治会の加入について  私は 3年ほど前に名古屋から戻ってきたのですが、自治会は加入しませんでした。 

理由は、有料でも役に立たないからです。  半年ほど前に元町の自治会長と話をしたときに聞いたのですが、自治会に入らないと
ゴミだしは町内のゴミ出し場に出せなくて集積場まで持って行かないといけないこと

を知りました。  転入時に市民課の窓口でそのような説明もなく貰ったパンフレットにも記述は無か
ったです。  ゴミだしで集積場まで行くわけにもいかず自治会には入りましたが、転入時に教えて
もらえればこんな赤っ恥はかかなくてよかったです。  翌日、市民課窓口でその旨伝えて、何故言わなかったかと問い詰めると、何やら詭弁
をたれて言い逃れの責任逃れをするだけでした。  転入時に渡すパンフレットを作っているのなら、その事を記述しておけ、と言ってお
いたのですが、実行したのでしょうか。  また、市民課窓口だけは土日も開けたほうが市民には便利です。 職員は代休とれば
いいのですから。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

24 6月 27日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

環境衛生課 

提案内容 

●ごみ処理と電力について  電力自由化について調べて分かったことですが、 

境港市民が出している可燃ごみは電気に還元され中海電力の電気として契約者へ供給

されています。フローとしては下記になります。  ゴミ出しと収集→米子クリーンセンターで焼却→発電機で電気生成→ローカルエナ
ジーに送電→中海電力が契約者へ供給販売 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 

 

 理屈としては火力発電と同じです、燃料が天然ガス/重油が可燃ごみかの違いだけで

す。 

さらに調べると、中海電力の発電内訳は、47.5％が廃棄物を使ったバイオマス発電、 

24.3％が可燃ゴミ、9.7％が非公開の廃棄物、5.3％がソーラーパネル、12.3％が中国電

力から購入、となっています。  驚くべきことに 81.5％がゴミを燃やして発電してることになります。太陽光はたっ

たの 5.3％、足りない分を中国電力から買っています。最終的な電気代は中国電力より

若干安い程度ですが、ゴミがリサイクルされ電気となって還元されています。  市職員や境港市民はこの事実を知っているのでしょうか。足りない中国電力購入分
12.3％をゴミで賄えば、さらにその分安くなります。当然、競争原理が働き中国電力も

値下げせざる得なくなり、消費者として大助かりです。  しかし、境港市の進めているゴミ減量はこの流れに逆行するもので最終的に経済の停
滞を招きます。ゴミ減量はモノを買わない消費しないになりますから。逆に、ゴミ増量

は燃料増量、発電量増量に繋がり、モノを買って消費することにもなるので地域経済は

活性化します。  既に石油資源は限りある資源ではないことがバレてしまってしまっていますので、消
費を気にする必要は無いでしょう。  何しろ 40年前はあと 40年で石油は枯渇すると言われましたが、40年たった今でも、

あと 40年とか寝言をたれてますから。  この理由は、40 年分しか油田を探さないからと、中部大学教授の武田先生が公言し

ています。  これらの事実を公表し、ゴミをどんどん出して安い電気を供給してもらうようにする
べきです。 

なにしろ、中国電力の電気代は日本で一番高くて、東海地方の中部電力の倍の電気代

ですから。 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

25 6月 27日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

環境衛生課 

提案内容 

●リサイクルセンターについて  市内に 2か所もあるリサイクルセンターですが、リサイクルの内容が不明です。  年間で何をどれだけリサイクルしてどれだけの収益を上げたか、また、リサイクルに
かかった費用はいくらかの収支決算も不明です。 
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番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

27 6月 28日 7月 5日 電子メール 環境衛生課 

提案内容 

●ハエ対策について  例年あることですが、今年はハエが異常に多くて困っています。何らかの対策はとら
れているのでしょうか。 

 

 清掃センターHPにも記述はないようです。  ペットボトルのように新品 10 円で作れるものを 40 円かけてリサイクルするという

無意味なことをしているのでればしないほうがマシです。  プラスチック類は燃えるので可燃ごみとして出して発電の燃料にしたほうがいいで
しょう。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

26 6月 27日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

秘書課 

提案内容 

市長は市民が訪ねてきたら気軽に会うべきである。 私の時は秘書課の職員が応対し
たが、秘書課の職員と話をするために出向いたのではない。  6 月のスケジュールを見る限り、毎日朝から晩まで予定が詰まっているわけではな

い。  市長不在なら副市長、二人とも不在の時だけ秘書課の職員が応対するべきだ。  服装は、スーツネクタイ革靴ではなく漁港の市長らしく作業服に長靴が相応しい。  また、現市長は既に 3 期目らしいが、もう十分貰っているので残りの期間は給与返

上して無報酬で市民のために貢献してほしい。  退職金も返上して、余った予算で市内の道路沿いにある危険なブロック塀撤去の予算
にあててほしい。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
回答内容 

小篠津町周辺におけるハエの異常発生の原因といたしましては、地区内にある養鶏事

業所からの発生が、主たる要因と考えられます。 

境港市では、従来からハエの発生を防止するため、鶏舎内外の消毒及び鶏糞の清掃の

徹底など、年間を通した計画的な対策を取るよう、事業者に指導を行っておりますが、

近年は温暖化などの影響もあり、ハエの発生が増えてきております。 

このような状況から、本市では、当該事業者が設置するハエの発生を抑制するための

設備に助成を行い、平成 28年４月から運転を開始しております。 

また、同時に「事業者周辺地域の環境改善に関する指導書」をもって、当該事業者に

対し、周辺地域の環境改善について指導を行ったところです。 

現在、年間を通して、定期的に事業者を訪問し、ハエの発生を抑制する設備の稼働状

況の確認や、消毒及び鶏糞の清掃の徹底などの指導を行っており、今後も、県の家畜保

健衛生所や農業改良普及所などと連携を図りながら指導を継続してまいります。 

 

 

 

 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

28 7月 2日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

通商観光課 

管理課 

提案内容 

●境港～松江間の道路について、バス路線について  境港市から松江市まで行くルートで大根島まではバイパスもあり快適ですが渡って
からが最悪のグネグネ道です。 ノンストップで真っ直ぐ走れるようなバイパスを作る

ように松江市長と島根県政に掛け合ってください。  双方、観光資源もあるので行き来がし易くなるような道路の整備をすべきです。 

また、米子市へのアクセスですが、JR境線が最悪で 18キロを 50分かけて行くという

自転車並みのスピードになっています。 JR西日本に掛け合っても改善できそうにあ

りません。  そこで、境駅-米子空港-米子駅にしか止まらないバス路線を提案します。  途中 1か所しか止まらないのであれば 30分くらいで行くと思います。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

29 7月 5日 9月 20日 電子メール 水木しげるロード 

リニューアル推進課 

提案内容 

●水木しげるロードリニューアルについて  ６月末で「水木ロードリニューアル」が完成しましたが、この事業の取り係りから完
成までの総事業費を教えていただけませんか。  ●講演会・基本構想委託  ●一方通行試験調査費  ●基本設計・実施設計  ●歩道・車道改良工事費  ●付帯工事費・ブロンズ制作設置 など総事業費及び、それに対する財源内訳をお願
いします。 

 

回答内容 

水木しげるロードの整備に要した総事業費は以下のとおりです。  総額 11億 476万 2千円（今年度末見込）でありその内訳は、  

「項目」            「金額」    「財源」 

●講演会、基本構想         3,275,000円（単市） 

●一方通行試験調査費             ０円 

（官民連携の実行委員会が実施、国土交通省補助金） 

●基本設計            11,620,000円（単市） 

●実施設計             48,573,000円（国庫補助 40%） 

●歩道・道路改良費       968,313,000円（国庫補助 40%） 

●付帯工事費、ブロンズ制作設置費 32,367,000円（単市） 

●その他（事務費、水道移設補償費等）  40,614,000円（単市、県費）  

合計 1,104,762,000円 

＊市が負担する部分の財源につきましては、市債、一般財源となっています。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

30 7月 13日 7月 30日 電子メール 自治防災課 

提案内容 

●自治会について  総会、自治会費、清掃、市報等がない自治会がある。昨年度の会計監査はどうなって
いるのでしょう（誰が会計監査か調べてください）。地区のスポーツ大会の参加もでき

ません。市民運動会のプログラムも届きませんでした。この現状を打破してほしいです。 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
回答内容 

市ではご提案を受け、7月 20日に自治会長に直接お会いし、自治会活動の現況等に

ついてお伺いしました。 

自治会長からは、諸事情から活動が停滞していましたが、7月末に会計監査を実施し、

8月上旬には総会を開催するご意向であることを伺いました。 

また、市といたしましても、自治会運営についてご心配があれば、ご相談いただくよ

うお伝えしました。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

31 7月 23日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

商工農政課 

提案内容 

●市民農園について   6年くらい前から市民農園を利用している。これまで多少雑草が伸びることがあった

がそれなりに管理されていた。しかしながら今年度は全くされない。電話でお願いして

も対応してもらえない。周りの利用者もみんな不満を言っている。担当者が変わったの

でしょうか。  変えるのは仕方ないですが、きちんとした職員にしてほしい。過去最低の担当者です。 
 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

32 8月 21日 電子メールによる投書 

※提案者から回答不要の希望により、

ホームページ公開 

生涯学習課 

提案内容 

●境港市図書館について  図書館の職員の態度が悪すぎる。 

・先日、本を借りたくカウンターに行くと職員は読書中で「はーい。」と目も合わせず 

に言われ、しばらく待たされた。その後も事務的すぎる対応。せめて相手の目を見て 

話してほしい。 

 

・別の日は、孫が分館にある本を借りたくお願いすると明らかに面倒そうな対応をされ 

30分も待たされた。 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

33 8月 23日 9月 19日 郵送 都市整備課 

提案内容 

●台場公園トイレについて  台場公園 7/2（月）朝 7時 5分に行った時身障者用の便器が新しくなり、天井灯も

明るくなっていました。  8/15（水）朝 6,45分  男、女  女、 天井灯切れ  8/17（金）  6,40分 身    女   〃  8/20（月）  6,35分 身  女     〃  8/22（水）  6,30分 身  女     〃   知り合いの人に話したら、プロの人が、部品を持って行くのでは。という話でした。 
回答内容 

台場公園トイレの天井灯については修繕を完了いたしました。 

引き続き、公園の適正な維持管理に努めてまいります。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

34 8月 23日 9月 20日 郵送 通商観光課 

提案内容 

●駅前トイレ、松ヶ枝町トイレについて 

①②駅前トイレ、松ヶ枝町トイレ  男性用トイレのトイレットペーパーが、床に直に置いてあることがあるので、ホルダ
ーを１つ増やしたらどうか。 

 

③松ヶ枝町トイレ  体の大きい人は、便所（大）の個室が狭いため、便器の外にはみ出している。洋式に
変えるか又は、壁から 40cm位離して作り直したらどうか。 

 

・職員同士で大声で談笑する場面も何度も見かけた。 

 

・子供たちの憩いの場になるべき図書館だが、子供たちの姿がいつも少ない。なぜでし  ょう。 

 

回答内容 

ご意見は市長まで報告を行いました。 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
回答内容 

①②駅前トイレ、松ヶ枝町トイレ ペーパーホルダーについて 

今年は水木しげるロードリニューアルもあり、ロードを訪れる観光客が例年に比べ増

加しております。それに伴いロード内のトイレについても利用が増加しており、利用者

の利便性等を勘案し、ホルダーを 1 つ増設することといたします。これにより、市が

管理しているロード内のトイレは全てホルダーを２個設置することとなり、トイレット

ペーパーを床に置く不衛生な状況が解消されると考えております。 

 

③松ヶ枝町トイレ 和式便器の位置、洋式便器の設置について 

松ヶ枝町トイレをはじめ、市が設置しているロード内のトイレ全てに「みんなのトイ

レ」として多目的トイレを設置しております。体が大きいなどの理由で和式便器の利用

にご不便がある方は、この「みんなのトイレ」をご利用いただきたいと考えております。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

35 8月 23日 9月 20日 郵送 水木しげるロード 

リニューアル推進課 

提案内容 

●水木しげるロードについて 

①水木しげる記念館前のブロンズについて  入口付近の左右のブロンズ像は高さが低すぎて危険。７月１４日（土）のリニューア
ルオープンの夜、境港大漁太鼓の演奏中に水木しげる記念館への出入りができなかっ

た。今後の催事を行う際に、鉄柵の一部を撤去して出入りをし易くする方が良いのでは。 

 

②水木しげるロードの樹木について  ８月２２日（水）に通った時に、タイサンボクの大木を始めとして１１本が枯れてい
ます。どうされますか。 

 

回答内容 

① の回答 

ご指摘のブロンズ像につきしては、平常時には特に危険がないと考えますが、今後、

水木しげる記念館前庭でイベントを行う際などの混雑時においては、注意を促す表示等

を行ってまいりたいと考えております。 

 

② の回答 

今年は、例年と比較し異常高温が続いたことに加え、降雨も少なかったことから、水

木しげるロードの樹木への灌水の回数を増やす一方で、沿線の皆様のご協力をいただき

ながら、対策を行ってまいりましたが、残念ながら、数本の木が枯れている状況です。 

ご指摘の樹木につきましては、幹線に枯れてしまっているものと、養生を行えば壱岐



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
を吹き返すものとの見極めを、現在、専門業者に依頼しております。 

今後、この結果を踏まえ、適切な養生を実施するとともに、枯れた木につきましては、

植え替えを検討していきたいと考えております。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

36 9月 3日 9月 19日 郵送 管理課 

提案内容 

●市道沿いの樹木について  余子公民館入口の合銀手前の外浜線の枝木が車の出入りに見づらいです。伐採できれ
ば良いのですが。 

 

回答内容 

土地所有者の方へ連絡し、状況についてお話したところ、樹木の伐採を行うと返事を

いただきました。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

37 9月 7日 9月 19日 郵送 水産課 

提案内容 

●海岸緑地（旧渡船場）トイレについて  男性用トイレのトイレットペーパーホルダーの抑え蓋に紙を丸めて詰めてあり、注意
書きを貼ってもらったが、まだ改善されていないので、もっと大きい字の貼紙を貼った

らどうでしょうか。 

回答内容 

いつも気を掛けていただきありがとうございます。 

貼紙を貼り、利用者の方に周知を図ったところですが、いまだ改善されていないとの

事ですので、早速、注意書きの文字を大きくした貼紙を貼り、トイレットペーパーホル

ダーのバネの確認を行ったところです。 

今後も、定期的に点検を行い、利用状況を確認し、改善に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

38 9月 7日 10月 10日 郵送 通商観光課 

提案内容 

●大正川トイレについて  大正川トイレの注意書きが剥がれているので、新しいものに張り替えたらどうか。ま
た、中国人が見やすいものを、相談して作り直したらどうか。 

 

回答内容 

ご指摘いただいたとおり、注意書きの一部が日焼けにより見づらくなっているものも

ありましたので、大正川トイレの注意書きにつきましては全て新しいものに張り替えを

いたします。 

また、注意書きの内容につきましては、中国人に限らず、境港市を訪問する外国人観

光客が増加していることから、外国人の方でも理解しやすいものを掲出する必要がある

と考えております。他の先進地等の事例を研究し、今後も改善に向けて取り組んでまい

ります。 

 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

39 9月 7日 10月 10日 郵送 都市整備課 

提案内容 

●公園ベンチの使用方法について  8/15（水）7時過ぎに、馬場崎町公園のトイレを見回り中に、ベンチの上に、犬をの

せて、手入れをする人がいた。 

 

回答内容 

ご連絡ありがとうございます。 

本件につきましては、明らかに不適切であるとまではいい難いものであると考えま

す。ご不快に思われたかとは思いますが、このような個々の利用方法についてまで禁止

することは考えておりませんので、ご理解をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 市民の声提案箱 回答 
番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

40 9月 12日 9月 26日 電子メール 生涯学習課 

提案内容 

●竜ヶ山陸上競技場について  鳥取県内の各市に所在している陸上競技場において、タータン・トラックになってい
ないのは境港市のみとなっております。境港市だけ整備が遅れている状況にあると思い

ます。 

夕日ヶ丘は健康シティとしてこの競技場を取り囲むように立地もしています。野球

場、サッカー場もあり素晴らしい環境が整っているとは思いますが、やはり、施設のレ

ベルアップも競技レベルのアップにつながるものと思います。 

現状では少し雨が降ると、トラックが荒れてしまいとても走りにくい環境となってし

まいます。全天候型のタータン・トラックになることで競技のレベルも向上すると思い

ますし、近隣の住民も健康的な施設として利用しやすくなるのではないでしょうか。住

宅のそばにこれだけの環境がそろっているところはあまりないと思いますので、トラッ

クの環境改善をご検討いただけたらと思います。 

鳥取県にも他のご相談と併せてこのお話をさせて頂いたのですが、市から相談があれ

ば、補助金などの有利な財源の活用方法を助言などされるそうです。 

 

回答内容 

竜ヶ山陸上競技場は、昭和６０年、第３種公認コースとしてオープンしましたが、平

成１９年に公認に関する規程が変更され、第３種公認を受けるためには全天候型舗装が

条件となりました。 

しかしながら、全天候型舗装は多額の費用がかかる上、年間の競技大会も少ないこと

から、平成２２年３月に認定を更新するにあたっては、陸上競技関係者と協議した上で、

全天候型舗装の必要がない第４種公認コースへ変更することとしました。 

その後、平成２７年３月に公認を更新した際にも、同様の理由により、第４種公認コ

ースとして更新することとし、所要の改修を行ったところです。 

今回ご意見のあった、トラックの全天候型舗装につきましては、上記の理由により、

現状では実施は難しいものと考えております。何卒ご理解いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 


