
令和４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 

６０ ２月２日 
２月１０日 

２月２１日 
郵送 

観光振興課、水産商工課、 

管理課、生涯学習課 

提案内容 

●駅前のトイレについて 

 早朝などは暗くてよく見えないので、常用天井灯に切り替えられないか。 

 

●渡船場のトイレについて 

 ①トイレの照明が暗いので天井灯に変更できないか？ 

②多目的トイレの蓋が上がりっぱなしになっていることが多く、電気代のロスになる

ので注意喚起の張り紙をしたらどうか 

③男性用トイレで特定利用者だと思われるが、ペーパーホルダーのふたが上がりっぱ 

なしになって、紙が下に垂れ下がっていることが多いので、ふたが重い金属製のも 

のに変えた方がいいのではないか 

④トイレ内のゴミ箱をふた付のものに変えた方がいいのではないか 

 

●鬼太郎駅伝について 

 韓国チーム、近畿および中国地方などの学校に参加を要請し、鬼太郎駅伝を復活させ

てはどうか。市にもそれなりの経済効果が生まれるのでは。 

 

回答内容 

○駅前のトイレについて 

 駅前トイレの照明につきまして、１８時から翌朝（早朝）６時までは点灯するよう設

定をしております。 

ご指摘をいただき、夜間に現場を確認いたしましたが、トイレの使用に支障のない照

度はあることから、常用天井灯に切り替えることは考えておりません。 

何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

○渡船場のトイレについて 

 ①トイレの照明につきましては、夜間、早朝の利用者は少なく、利用者からの苦情や 

要望がないこと、当トイレ天井が、採光のためポリカーボネイト製のものとなって 

おり、天井灯の設置は困難なことから、現時点で照明の変更は考えておりません。 

 ②２月６日に注意喚起の張り紙を掲示しました。 

 ③男性用トイレのペーパーホルダーについては、ふたは使用後は下げるように注意 

書きをふたに掲示しているところであり、使用マナーについても注意書きを掲示し 

ております。 

  トイレットペーパーの垂れ下がりについては、ペーパーホルダーの問題ではない 

ため、現時点でホルダーの交換は考えておりませんが、引き続きトイレの使用マナ 

ーの注意喚起に努めてまいります。 
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 ④トイレ内のゴミ箱についてはふたつきのものに変更するようにいたします。 

 

○鬼太郎駅伝について 

「日韓ロ国際交流鬼太郎カップ境港駅伝競走大会」は、令和４年の実行委員会（新日

本海新聞社、鳥取陸上競技協会、境港市）において、「日韓ロ国際交流」が国際情勢の

変化で実現できなくなったこと、財政面や人的態勢で運営が年々困難になっているこ

となどを理由に、令和４年大会の中止をもって大会を閉じることを決定しました。 

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。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

６１ ２月２日 ２月１５日 メール 管理課 

提案内容 

●夕日ヶ丘の標識について 

 夕日ヶ丘の一時停止などの標識はいつ頃でしょうか。 

以前にも同様の質問があり調査中との事でしたが、具体的な時期を示してほしい。 

 

回答内容 

 以前、別の方からいただいたご要望により、境港警察署と協議を行ってまいりまし

た。 

その結果、夕日ヶ丘２丁目に３月中に２箇所、令和５年度当初に３か所、一時停止標

識及び停止線を、警察が設置することになりました。 

また、警察が設置する一時停止標識及び停止線とは別に、道路管理者として、市で注

意喚起のための停止線を３月中に４か所引く予定にしております。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

６２ ２月１０日 ２月２８日 郵送 地域振興課 

提案内容 

●市報の県政だよりについて  

元町病院の外来受付の市報に「県政だより」を入れてほしい。 

 

回答内容 

 これまで元町病院には、毎月県政だより等の折込のない市報を納品しておりました。 

今回のご要望を受け、３月市報分から、県政だよりを含めた市報を納品するよう変更

させていただきます。  
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番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

６３ ２月１５日 ２月２８日 メール 水産商工課 

提案内容 

●コストコの誘致について 

 市場や水木しげるロードだけでなく県外のお客様が惹かれるものはないかとの話を

する中で、テレビで栃木県にコストコが出店したのを見た。 

今後、店舗数を増やしていくようで、自分の周りの人もわざわざ広島の店舗までいく

ので、市内に店舗ができたら、地産地消、雇用、人口減少などの問題も緩和されるので

はないかと思う。ぜひコストコを誘致してもらいたい。 

 

回答内容 

 コストコは、アメリカ発祥の企業で、会員制の倉庫型店を展開し、食品や日用品をは

じめ、様々な商品をできる限り低価格で販売することで知られています。令和 4年６月

現在、日本国内には３１の倉庫店があり、中国地方には、広島市に１店舗のみ立地して

います。 

いずれも店舗面積が 10,000 平方メートル程度、最も大きな店舗では 15,000 平方メ

ートルを超え、同社が求めている物件情報においても、敷地面積：約 50,000平方メー

トル（15,000坪）以上、建築面積：約 15,000 平方メートル（約 4,500 坪）とされてお

り、市内に立地している店舗にあてはめると PLANT-5境港店に匹敵する規模となりま

す。 

市内には、そうした面積や土地の利用基準を満たす用地が見当たらないほか、すでに

大規模小売店舗立地法の届出基準（店舗面積：1,000平方メートル超）に該当するスー

パーマーケットなどが多数進出しておりますので、コストコを誘致する考えはありま

せんが、雇用や賑わいの創出が図られる事業所等の誘致については、引き続き取り組ん

でまいります。 

 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

６４ ２月２０日 

３月１日 

３月２日 

３月９日 

郵送 
環境衛生課、生涯学習課、 

観光振興課、水産商工課 

提案内容 

●鳩の飼育について 

跨線橋の階段手摺に鳩のフンが付着している。鳩の飼育管理を徹底して欲しい。 

 

●猫の放し飼いについて 
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 猫の放し飼いにより、いろいろな場所で猫を見かけるし、自宅の縁側の下で騒ぐこと

もある。 

 

●みなとテラスの駐車場について 

（正面駐車場）の前方を１ｍ→１．５ｍ前に出し、横にも広げれば、１０台以上多く

駐車することができるので、駐車場を拡張してはどうか。 

 

●水木しげる記念館のトイレについて 

２月１０日の午前７時頃と１５日の午前７時１０分頃に、水木しげる記念館トイレ、

男性用入り口側と奥側の便座のフタが上がったままだった。節電の為、注意喚起が必

要。 

 

●松ヶ枝町のトイレについて 

２月６日朝７時ごろ女性用トイレが詰まっており、清掃中の案内看板が設置してあ

ったがどういうことか。 

 

●渡船場のトイレについて 

 ①トイレの便座フタが上がったままなことが多い。便座暖房中の表示が必要である。 

②ごみ入れが新しくフタ付きになったが小さいのではないか？ 

 

回答内容 

○鳩の飼育について 

 ペットである鳩については、動物愛護法に従い、周辺生活環境へ配慮して飼育するこ

とが求められています。 

現地において、鳩が階段周辺の電線に止まっている状況と階段手摺へのフンの付着を

確認しました。手摺へのフンがすべて飼育された鳩によるものとは断定できませんが、 

鳩の飼い主には、基本的には飼育小屋内でフンをさせるなどの対策をお願いしたとこ

ろです。 

また、階段手摺につきましては、鳥取県が維持管理しており、状況に応じて対応して

いると伺っております。 

引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

 

○猫の放し飼いについて 

猫は、犬と異なり登録制度がないことや鎖などによる係留が義務付けされておりませ

ん。 

しかし、放し飼いによる騒音やフン害などによる生活環境への影響があることから、

鳥取県の条例において屋内での飼育が規定されています。 

猫の飼い主に対しては、定期的に市報や HPを通じてお願いするとともに、個別の対

応も行っているところです。今後も米子保健所と連携し、屋内飼育に向けた啓発活動を
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推進して参ります。 

 

○みなとテラスの駐車場について 

 市民交流センターの正面駐車場につきましては、車が出入りする際の安全面を考慮

して、駐車枠を整備しております。また、正面駐車場に設置された街灯より東側は歩道

となっているため、車は進入できません。 

以上のことから、ご提案いただきました駐車場の拡張につきましては、対応が難しい

と考えております。 

市民交流センターには、正面の駐車場の他に、北側や西側にも駐車場がございますの

で、ぜひご活用ください。 

ご理解いただきますようお願いいたします。 

  

〇水木しげる記念館のトイレについて 

 ご指摘のとおり、便座のフタが上がったままだと電気代がかかることから、清掃の時

など気づいた時には閉めておりますが、貼り紙をし、利用者への啓発を行いたいと思い

ます。 

 

〇松ヶ枝町のトイレについて 

 女子トイレの詰まりを修繕するため、使用できないよう一時的に設置させていただ

いたものです。 

 

○渡船場のトイレについて 

 ①使用後は便座のフタを閉めていただくように注意喚起の表示を本年１月より掲示

しております。暖房中の表示を追加で掲示する予定はありませんが、表示をよりわ

かりやすいものにしてまいります。 

 ②フタ付きに変更したほうがいいとのご意見いただき、２月にフタ付きのものに 

交換しました。交換に際して女性職員の意見も聞いたうえで交換しており、現時点 

でさらなる交換をする予定はありませんが、ごみ入れの容量不足について利用者 

からご意見ありましたら追加設置等の対応を検討してまいります。 

番号 受付日 回答日 回答方法 担当課 

６５ ２月２８日 

３月３日 

３月９日 

３月１３日 

郵送 
観光振興課、都市整備課 

水産商工課、生涯学習課 

提案内容 

●水木しげる記念館の備品について 

水木しげる記念館の休館後、トイレの備品（ペーパーホルダー）を再利用してはどう

か。 
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●休館後の水木しげる記念館のトイレの備品再利用について 

 ①弥生公園のトイレ（ペーパーホルダー） 

水木しげる記念館の閉館に伴い、記念館のトイレで使用していたペーパーホルダー 

を、弥生公園の身体障がい者用トイレ、男性用トイレ、女性用トイレに再利用して 

はどうか。 

②松ヶ枝町のトイレ（ペーパーホルダー） 

ペーパーホルダーを２連式にして欲しい。 

③台場公園（洋式トイレ） 

台場公園の女性用トイレに１台、洋式トイレを配備してはどうか。工事代金が高い 

ため、暖房便座にするかどうかは、予算がついてから。 

 ④シンフォニーガーデンのトイレ（洋式トイレ） 

  シンフォニーガーデン（文化ホール）の女性用と男性用トイレに洋式トイレを 1台

ずつ移設してはどうか。工事代金が高いので、予算がついてから。 

 

●ペーパーホルダーの渡船場トイレでの再利用について 

 記念館のトイレで使用していたペーパーホルダーを弥生公園に再利用して、弥生公

園で使用している金属製のペーパーホルダーを再利用しては。 

 

●下ノ川２号公園のトイレについて 

身体障がい者用トイレにタバコのにおいがするため、注意書きが目立つように、移動

させてください。 

  

回答内容 

○水木しげる記念館の備品について 

水木しげる記念館の休館後に発生するペーパーホルダーについて、市で管理するトイ

レで不足あるいは故障がある場合は再利用も検討いたしますが、今より設置数を増や

すことは考えておりません。 

 

○休館後の水木しげる記念館のトイレの備品再利用について 

 ①弥生公園のトイレについて 

身体障がい者用トイレ、男性用トイレ、女性用トイレのペーパーホルダーにつきま 

しては、現状不具合、問題等もないため、取り替える予定はありません。 

ご提案いただきました、水木しげる記念館トイレで使用していたペーパーホルダー 

が使用できるようであれば、予備ホルダーとして取得したいと考えております。 

 ②松ヶ枝町のトイレについて 

現在の設置数で不足はないと考えていること、また 2連式にし、物が置けるように 

することは、本来の使用目的と異なることから、追加で設置することは考えており 

ません。 
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③台場公園のトイレについて 

公園トイレの洋式化は、必要なことだと考えておりますが、水木しげる記念館の洋 

式トイレを再利用するには、予算措置を含めた検討が必要なため、現段階での交換 

は考えておりません。 

また、暖房便座につきましては、維持管理面を考慮して、今のところ必要はないと 

考えております。 

 

④シンフォニーガーデンのトイレについて 

便器の種類によっては、給排水管の位置が異なるため、文化ホールトイレへの設置 

が可能かどうか、また、劣化状況の確認を含め、専門業者による調査が必要となり 

ますので、移設については、慎重に検討したいと考えます。 

 

○ペーパーホルダーの渡船場トイレでの再利用について 

 トイレのペーパーホルダーについて、現在使用中のもので破損、不具合はないため、

現時点で交換は考えておりません。 

ご提案のペーパーホルダーの再利用が可能な場合は、使用中のものが破損等、不具合

があった際に設置を検討していきたいと考えます。 

 

○下ノ川２号公園のトイレについて 

身体障がい者用トイレの注意書きにつきましては、３月６日に、禁煙看板が目立つよ

う移動いたしました。 

 


