
平成 20 年度 米子市公共事業評価委員会 会議録（概要） 

 

１ 日 時 平成 20 年 9 月 30 日（火）午後 1 時から 

 

２ 場 所 米子市役所 第２応接室 

 

３ 出席者 委員（五十音順：委員長◎、副委員長○） 

◎伊木委員、大西委員、千原委員、○松原委員、山﨑委員 

米子市 

 野坂市長（中途退席）、矢倉経済部長、田中下水道事業監、松下環境下水道部

次長、中川水産振興室長、松岡環境下水道部主査、足立水産振興室長補佐、

小橋下水道整備課主任、横木水産振興室主任 

事務局 

植田企画部長、湯浅総合政策課長、岡総合政策課企画員 

 

４ 傍聴者 ３人 

 

５ 会議概要 

  

（１）開会 

 

（２）委嘱状交付 

  

（３）市長挨拶 

  

（４）委員紹介 

 

（５）委員長、副委員長等の選出 

  互選により委員長、副委員長を選出（委員長 伊木委員、副委員長 松原委員） 

  指名により議事録署名委員を選出（大西委員、千原委員） 

 

（６）委員長、副委員長等挨拶 

 

（７）議事（米子市公共事業評価委員会要綱第 5 条第 1 項により、伊木委員長が議長） 

○会議の公開・非公開について 

「米子市審議会等会議公開指針」により公開 

 

○概要説明 

審議案件、資料等について、事務局から概要説明 

 



【米子市公共下水道事業の再評価について】 

伊木議長 

再評価の対象となっております「米子市公共下水道事業」の事業内容、資料等について、

市の方から具体的に説明をお願いします。 

下水道整備課による資料説明 

「米子市公共下水道事業」は、国庫補助事業であり、事業採択後 10 年以上経過している継

続事業である。旧米子市分の事業については、平成 10 年度に実施した「公共事業再評価委

員会」において「事業継続」という方向性が示されている。 

旧淀江町分の事業については、平成 15 年度に当時の淀江町において再評価を行っており、

旧米子市分事業と同様に「継続」という方向性が示されている。 

その後の事業の進捗状況や社会情勢の変化等を勘案し、再評価チェックリストによる総

合評価を行ったところ、内浜処理区、外浜処理区、淀江処理区の３処理区及び加茂川排水

区の今後の方向性について、所管課としては「順調に進展しており、事業を継続する」こ

とが適当であると判断する。 

伊木議長 

今、「米子市公共下水道事業」の事業内容、資料等について説明がありましたが、何かご

意見、ご質問等ありませんでしょうか。 

千原委員 

計画性もあって順調に進んでおり、効果も非常にあがっているということだったので問

題はないと思いますが、不安のようなものはないのですか。 

ここに書かれていることがすべて順調に進んでいるようならいいのですけど、終わるま

でに資金が足りなくなるとか、市の方で考えたときに何か不安な部分があるのかないのか、

そのあたりのことを教えていただきたい。 

田中下水道事業監 

資金的な面では、公共下水道か浄化槽かという話があります。 

汚水処理は、国家が国民に対して最低の生活を保障するナショナルミニマムな存在にな

っていますが、浄化槽と公共下水道を比較いたしますと、米子の場合、今後やっていくの

に公共下水道の方が安いだろうという結論を出しています。 

浄化槽では市町村設置型という補助率が大きいものがあるのですが、米子市は対象には

なりません。対象となる場合の条件としては、湖沼水質保全特別措置法に規定する指定地

域で汚水衛生処理率が 85％未満の地域というのがあり、内浜処理区は処理率が 85％を超え

ているので該当しません。 

また、経済比較をして浄化槽の方が効率的であると認められた場合も該当しますが、平

成 12 年 10 月に旧厚生省、農林水産省、建設省の三省が合同で示した案に従い比較するこ

とになっており、平成 17 年に実施したところ公共下水道の方が安いという結果となってい

ますので、今後は持続的な方向でやっていかなければならないというふうに考えておりま

す。 

大西委員 

先ほどの説明等で、公共性はもちろんありますし、地域住民の皆さんの熱い要望もあり

ますし、費用対効果もあるということなので、特に問題はないかもしれませんが、処理区



が３つあるなかで、それぞれの処理区で整備率が緩やかなところと急速に進んでいるとこ

ろがあるのは、何か理由があるのでしょうか。 

田中下水道事業監 

内浜処理区の方が外浜処理区に比べて整備率が高くなっています。中海浄化というなか

で、いわゆる生活排水処理部分だけではなく公共用水域の保全ということがありましたの

で、内浜処理区が進んでいるということであります。 

淀江処理区は、旧淀江町が進めていた区域であり、米子と比べて高い整備率となってい

ます。 

大西委員 

集落のまとまりがよかったというようなことですか。 

田中下水道事業監 

事業を進めるのに、特に建設費についてはお金がいりますので、このあたりが精一杯だ

ったということです。 

大西委員 

もう 1 点いいでしょうか。 

市長さんのご挨拶で、いろいろな問題があるのでしっかりご討議を、とおっしゃったの

で、何かそういうことがあるのならお聞かせいただければと思います。 

田中下水道事業監 

問題というのは、やはり公共下水道や浄化槽というとお金がかかるということで、米子

ばかりでなくどこの都市でも悩んでいるところですが、できるだけ負担をかけずにやらせ

ていただいているところです。 

山崎委員 

事業の継続について異論はありませんが、質問があります。 

各処理場の寿命はどれくらいで、そのメンテナンスの経費はＢ／Ｃに含まれているので

しょうか。また、汚泥の処理能力が 15 ページに書いてありますが、内浜処理区のように汚

泥を再資源化することをほかの処理区でも考えておられるのかお聞かせください。 

田中下水道事業監 

耐用年数を決めるのは難しいところがあるのですが、市が平成 17 年に比較した時の考え

方で、処理場、ポンプ場などの土木構造物や建築構造物が 50 年、機械などが 25 年として

おります。今は長寿命化計画ということで、できるだけ延ばしていこうとする方向にあり

ますが、標準的にはそれくらいで考えています。 

再資源化については、皆生処理場の汚泥も内浜処理場で処理しており、米子市全体の汚

泥を内浜処理場の方で表しています。それをコンポスト化ですとか建設資材へ流用してい

るところです。 

伊木議長 

メンテナンスの費用はＢ／Ｃに含まれているのですか。 

田中下水道事業監 

入っています。 

千原委員 

２点質問があります。 



ひとつは、下水道普及率について、米子が他市と比較してどういう状況なのか水準を知

るのに、例えば鳥取や松江など他市の数値がわかりますか。 

もう１点、環境に対する負荷の問題があると思いますが、処理場なり浄化センターが、

日本海や中海に処理した水を流すことに問題がないところまでいっているのか、これから

の計画の中で処理場自体のレベルなり能力を上げていく必要があるのかどうか教えていた

だきたいと思います。 

松下次長 

他市の普及率は、鳥取県の平均は 59.8％、鳥取市 71.2％、倉吉市 70.6％、境港市 45.6％、

米子市 54.5％です。これは、19 年度末の数字です。 

千原委員 

環境に対する負荷については、すでに良いものができていて今後も心配ないのか。ある

いは今後、金をかけて直していかないといけないものなのかというところですが。 

松下次長 

国の定める水質基準等をすべてクリアしているので、まったく問題ありません。何年か

前に中海水質等のことを考え、多額の費用をかけて高度処理というのを採用しております

ので、今後も放流水につきましては問題ないと思っております。 

田中下水道事業監 

内浜処理場は、昭和 49 年に供用開始したときには普通の標準活性汚泥法を採用していま

したが、関係市などとともに中海浄化に取り組むなかで、内浜処理場は平成 12 年くらいに

40 億円程度かけて、窒素、リンを取る高度処理を導入しております。ただ、今後について

は、関係市との話のなかで、また中海の状況により必要なことをやっていくことになると

思います。 

松原委員 

資料 9 ページの表にある処理能力のところで、全体計画というのは当初想定された最終

的な処理能力というふうに考えてよろしいのでしょうか。そのうちの事業認可というのは、

今ここまできているということで、将来的にはまだまだキャパシティが残っているとみて

いいのでしょうか。 

松下次長 

そうです。 

松原委員 

例えば外浜処理はまだまだ 50％くらいの余裕があると。 

松下次長 

今現在、全体で 54.5％の整備率ですから、残り 40％はあります。 

松原委員 

将来的にそこの人口が増えてくることを想定しているということですか。 

松下次長 

ある程度人口の伸び率を想定しています。 

松原委員 

外浜については整備もあまり進んでないということですね。 

松下次長 



内浜に比べるとそうですね。 

松岡主査 

外浜につきましては 40％くらいの整備率で、進んでいるという内浜については 79％くら

い整備が終わっている（※注：現状の人口ベースでみた整備率）ということです。計画の

人口については、将来的ないろいろな都市の伸びをみて設定しております。逆にいえば、

いろいろなものが張り付いたときに対応できるだけの施設の用地は確保してあるというこ

とで、現実的に事業認可ですとか実際に作っているものは、現在の都市整備あるいは市街

地形成に見合ったものを整備しているということです。そのことを図面に表しています。 

松原委員 

「水洗化人口」というのがありますがこれはどういう定義ですか。公共下水道を使って

おられる人数ということですか。合併浄化槽は入っていないのですか。 

松岡主査 

公共下水道を整備した区域の人口に対する、下水道に接続して現に水洗化しておられる

方の割合です。 

千原委員 

戸上、観音寺新町、上福原の住宅地が造成されているところに、公共下水道ではない私

設の下水道があるのか教えていただきたいのですが。 

松岡主査 

観音寺新町は供用済みです。上福原は民間の開発事業で現在進めておられますが、事業

者さんが下水道を整備されたうえで、前面の道路には下水幹線が入っていますので、完成

したときにはそちらへ接続していただくこととしております。 

千原委員 

そういう形で郊外に住宅団地ができたりして下水道をひかないといけないような場合に

は、どんどん分母が増えていくのか、それともそういうところはある程度のところまで個々

にやってもらって、それから幹線につなぐのか、どういうふうになるのですか。 

松岡主査 

地図上の白い部分については、基本的に米子市の場合、市街化調整区域になりますので、

そのあたりの開発については、開発が適当かどうかトータルで判断します。基本的には農

業振興地域であるため、それらに影響を与えなくて、かつ計画的な市街化にも影響を与え

ないようにする必要があり、下水についても、当然適切な処理を考えます。そのときには、

下水道に取り込めるようなときには取り込むことを考えますし、場所によっては集落排水

を利用することもあります。 

松原委員 

集落排水は、集落単位の個別のものなのですか。 

松岡主査 

集落排水は、農水省所管の事業で、現在農業集落を形成しているところ対象に、現にお

住まいの方を対象にした施設を作るものですから、新たな開発などに対応するだけの余力

を持ったものではありません。ですから、今言ったような調整が必要になります。 

湯浅課長 

東洋経済都市データパック 2008 年版に、島根県側の公共下水道普及率が出ていますので、



少し古いデータとは思いますが参考までにお知らせします。松江市が 69.2％、安来市が

38.7％、東出雲町 80.5％となっています。この時点で米子市は 49.8％です。 

伊木議長 

他にご意見等が特にないようでしたら、ここで委員会としてのまとめをしたいと思いま

す。再評価につきましては、「継続」「休止」「中止」といった方向性の区分を念頭に置いた

評価になると考えます。 

また、その他に何かご意見があれば、付帯意見としてとりまとめたいと思いますので、

ご発言ください。 

お手元の資料ならびに先ほどの説明から、「内浜」「外浜」「淀江」の３処理区および「加

茂川第一」の１排水区について、市の総合評価はいずれも「順調に進展しており、事業を

継続する」ということですが、委員の皆さまのご意見はいかがでしょうか。継続したいと

いう結論については問題ないとお考えでしょうか。 

大西委員 

千原委員の方から放流水のお話がありました。窒素やリンを抑える仕組みにしていると

いうことですが、放流されるときに水質検査などをしていらっしゃるのでしょうか。 

おそらくきちんとしてあるのだろうとは思いますけど、例えば中海は多くの市民の皆さ

んが浄化に力を入れて取り組んでいるところで、市民がそのことを知らないと、悪いもの

が流れ込んでいると思ってしまいます。 

公共事業でやったことが中海を汚しているというイメージを持たれてもいけませんので、

もう少し市民にわかるようにＰＲした方がいいと思います。 

松下次長 

当然、定期的に検査をしていますのでご心配なく。結果は、米子市議会や環境政策課が

かかわっている中海水質改善対策協議会で報告しています。 

田中下水道事業監 

内浜処理場には水質専門の職員が４人いて検査しており、集中管理のメリットが十分出

てきていると思います。  

伊木議長 

補足的にひとつ質問します。処理場を通った水は確かに大丈夫だろうと思いますが、浄

化槽を含めて、普及率が 100％にならないとすべての水がそこを通ることにならないので、

今時点ではまだ、中海に対する負荷というのはかかっているというふうに理解すればいい

のでしょうか。  

大西委員 

（下水道や浄化槽、処理水、処理区の問題など）いろいろなことが一緒になってしまって、

一生懸命取り組んでいただいているのに肝心なところが（わかりやすく）知らされていな

いのかなと思います。 

松下次長 

ホームページに掲載するようなことも考えていきたいと思います。 

松原委員 

中海周辺集落から流入する負荷については、内浜処理場に集中しており、外浜は日本海

へ行くのですね。中海に対する負荷についてはかなり整備が進んでいると考えていいだろ



うと思いますが、外浜については整備率がかなり低いですので、ここは日本海に対して問

題があるのではないかと思います。将来的にはそこの整備率を上げていくのが大事なこと

ではないかと思います。 

伊木議長 

この 10 年で変わったとすれば、中海の水質に対する市民の関心が非常に高まったことで

はないでしょうか。 

また、治水の面では、最近の気候の変化等によって都市部で集中的に雨が降る事例とい

うのが見られるようになっており、従来の治水対策は川の上流にダムを作ることが主流で

したが、今後、市街地の治水を考えると、下水道の重要性は高まっているのかなという気

がしていますので、松原委員が言われたように「普及率のアップ」というのは課題だと思

います。 

ナショナルミニマムを達成するまでに 30 年かかるということで市民が納得するのかと

いう感じがします。そのあたりは知恵と工夫を出していただきたいと思います。 

松下次長 

どうしても、限られた財源のなかでという話になってしまいますが、平成 10 年頃に、国

交省から建設コストの縮減対策が提示され、米子市もそれに乗って縮減してきています。

当初はマンホール間隔が 30ｍ程度であったのが、掃除の器具の発達等もあり 100ｍ～200

ｍ間隔でも管理ができるようになっていますので、そういったことで努力はさせていただ

いております。 

伊木議長 

それではまとめに入りたいと思いますが、この事業につきましては「継続」ということ

でよろしいでしょうか。 

それから、松原委員等から意見が出ましたけれども、普及率については場合によっては

付帯意見として考えたいと思います。文言等については事務局と相談させていただきたい

と思います。 

 

【皆生漁港整備事業（西防波堤）の事前評価について】 

伊木議長 

それでは、事前評価について審議したいと思います。事前評価の対象となっております

「皆生漁港整備事業（西防波堤等）」の事業内容、資料等について、市の方から具体的に説

明してください。 

水産振興室による資料説明 

 波浪及び漂砂の堆積防止を図るための西防波堤の整備、作業の安全性、効率性の確保を

図るための物揚場等の整備について実施したい。 

伊木議長 

以上「皆生漁港整備事業（西防波堤等）」について説明がありました。委員の皆さまから

質問、ご意見等伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

千原委員 

午前中に現地を見させてもらってだいたいわかりましたが、ひとつ疑問に思ったのは、

米子市のなかにどれだけ漁港があって、他の漁港の整備がどういうふうに進んでいて、な



ぜ皆生漁港を整備していくのかというところです。 

淀江漁港と同じく日本海側に皆生漁港があって、内海には大崎漁港とこれは漁港かどう

かわからないですけど米子港がある。せっかくこういうものを作ったのだから、安全で、

無駄のないようにやらないといけないけれど、どこまでやったらいいのか。 

資料で配られたように、漁業のためだけに限られた資金を投入していくことはどうかな

と。やるかやらないかということではなくて、やったときにこんな可能性が広がる、米子

市として効果があるのでぜひやりたいという気持ちがどういう形で出せるのかということ

です。 

説明にあったように、皆生がまったくそうだと思うんですね。民間が観光目的でやって

いる。砂を歩いてみたり、花火やシーカヤックなどいろんなことをやっていて、次の可能

性としては、海に出て魚釣りをする遊漁船とか、キス釣りやイカ釣りをしてみるとか美保

関の方に船を出していくとか、そのような効果があればいいかなとは思うが、漁業者のた

めだけにやるとなるとどういったニーズがあるのかちょっとわからない。 

確かに漁港の整備はしないといけないし、防波堤にしても、それをしないと逆にコスト

がかかってしまうのでやるべきだという考え方と、もうひとつ、それをやることによって

例えば釣堀ができたりといったように、漁業だけではなく何かに広げていける考え方がで

きないかなと思います。 

矢倉部長 

米子市の漁港は、淀江が県管理、崎津と皆生が、市が持っている漁港です。米子港は漁

港ではなく、漁港区という区分があり、小さい漁船などが泊まっている状態です。 

皆生漁港の水揚げは現在８千万円くらいで、それに対し市が２千万以上の浚渫費用をか

けているということで、費用対効果でいうと費用がかかりすぎているという状態です。 

以前から観光面で利用できないかということを模索してきて、若干利用されてきてはい

るが、まだ十分ではないのが現状です。今後港の整備ができれば、観光目的で活用してい

くことが課題としてあると考えております。 

千原委員 

そういうことで広げていきますよ、設備を整えていきますよというときには、水揚量の

増加とか安全のためにやっていくことと、限られた資金のなかでの費用対効果や優先順位

をどうしていくかという問題になると思うんです。 

市民の皆さんが妥当だと言えば問題ないが、なんでそこだけ金をかけてやるのだ、浚渫

すればいいのではないかということになると元から崩れてしまうので、プラスアルファの

効果としてどうなのか。漁業者としてどうかではなく、市として金を投入する妥当性はこ

うだというものがほしいと思います。 

伊木議長 

この資料のなかに、千原委員が言われたような、観光面で市がどういった目的をもって

事業をやっていくのかということを盛り込んだらいいのではないでしょうか。 

千原委員 

どういうイメージなのか、漁業者のニーズを受けてやるのか、市がやりたいのかという

ところが見えてこないので、もうちょっと前向きな形のものを出していただきたい。 

伊木議長 



観光面など漁業以外の目的に関して、市がリードしてやっていこうとされているのか、

あるいは地元のニーズがあるのかという点についてはいかがでしょうか。 

矢倉部長 

観光ということになりますから、旅館組合、個々の旅館、漁協、個々の漁業者漁民等の

民間活力で利用していただきたいと思っております。その潜在的な魅力というものが、ど

ういうものがあるのかビジョンをお示しできればいいのですが、現状ではないのが実態で

す。水揚高は、漁港が整備され操業日数が増えれば、いくらかは多くなると思います。 

大西委員 

私も同じことを思っています。今日午前中現場を見させていただいたときに、荷揚場や

周辺の整備も一括して進めようとおっしゃって、漁業者の数は減っているが、遊漁船など

の要望が高いと聞きました。確かに橋より下手（河口部）の方には漁船も何隻か係留して

あるのですが、遊びの船が多く係留してあり、（橋をはさんで河口部と上流部の）場所をチ

ェンジすれば、漁業だけなら現状でいいのではないかという感じも持ちましたので、そう

いうところ(多面的な利活用)がもっと顕著に出ないと（荷揚場等は）作らなくてもいいの

ではないかと率直に思いました。 

それと、防波堤は砂の堆積、危険度を減らすということで作られるのですけれども、10

パターンくらいシミュレーションあるなかで一応５案がいいということですが、やるとな

れば来年度から事業着手ですから、実際にどれがいいのか、しっかりと検討に検討を重ね

ていかないといけないと思います。 

松原委員 

10 案あるなかでベストなのはどれなのだろうということで比較したものが資料４です。

①波浪の低減（静穏域をどれだけ作るかということ）と、②打ち込み漂砂量（冬場の北あ

るいは北西からの波でどれだけ港内に砂が運ばれるかという計算結果。これが少ない方が

港内及び航路の堆砂も少なくなる）、もうひとつは③港内入出における危険性の問題（港内

に出入りする船がどのような波を受けるかということ）で考えたのがこの表です。 

このうち計画案５、８、９のなかで、港内堆砂が最も少ないのは計画案８なのですが、

操船がかなり難しくなる。操船も比較的安全で、港内に入ってくる砂も相対的に少ないと

いうことで、あと公費（建設コスト、浚渫コスト）は同じだと想定されていますので、最

終的に計画案５ということに決まっています。 

が、計画案５にしても港内に砂が入ってこなくなるということはあり得ない。砂の海域

に港を作ること自体、砂との戦いが見えているということなんですね。 

資料３の 8-1-11 の「暫定計画時」の図が現状を表しています。矢印は、流れの強さと方

向を示しており、今は北防波堤ができあがって、防波堤の後ろに非常に強い流れができて

いる状況になっています。この流れに沿った形で海岸に砂がついてくる。皆生や弓ヶ浜の

砂は小さいため、外側の非常に強い流れによって浮遊して移動しているのが港内に閉じ込

められ、波が静かになったときに溜まるので、今のままでは非常に砂が溜まりやすい状態

になっているんです。 

ならば、どこにどういう突堤を置くべきかを検討し、一番合理的なものが計画案５のよ

うなものではないかということなんですが、これもこの時点ではいいのではないかという

ことで、条件によっては、北防波堤完成時にもう一度よく調査して、データに基づいて最



終のところを決めないといけないでしょう。将来に向けて注文をつけた形で検討してくだ

さいというのが、資料５ですね。 

伊木議長 

資料５の「航路・泊地埋没対策技術検討委員会」の結論というのは、「もう少し検討すべ

きだ」ということになるのでしょうか。つまり、北防波堤が全部完成した後にもう一度流

れを見た上でベストなものを検討すべきなのでしょうか。 

松原委員 

シミュレーションでは相当のところまで取り込んでいますので、それなりに信頼度はあ

るだろうとは思うのですが、あくまでもこれは北防波堤を作る前の計算結果なので、現場

の状況を見ながら考えてもいいのではないかということで「再検討し」というのが結論に

なっています。ですから、まったく白紙の状態ではなくて、このように突堤を少し外側に

移動する提案もしています。 

山崎委員 

現地で説明を聞いたときには浚渫費用が年間２千万円かかるということだったのですが、

資料４の計画案５では年間１千万円と計上してあるので、単純計算をすれば年間１千万円

安くなり、10 年すると元が取れるということではないのですか。この浚渫費用の削減部分

はＢ／Ｃに入れてはいけないのですか。 

横木主任 

シミュレーション上では、計画案５にすると年間１千万円くらいになるだろうというこ

とになっています。これをＢ／Ｃに入れるのかどうか検討はしたのですが、一度浚渫をす

れば 50 年もつというようなものではなく、毎年やっていくものであり、ガイドラインに照

らし合わせ県にも確認したのですが、１年で埋まるようなものであれば評価の対象になら

ないということでしたので、ここでは反映させていません。 

山崎委員 

反映はさせてないけど、現実にはおそらく安くなるだろうということですか。 

横木主任 

シミュレーションや漂砂検討委員会のなかでもあったように、浚渫費用としては相当の

縮減効果があるのだろうと思います。 

山崎委員 

では、経済的なメリットもあって漁業者関係者の安全も確保されるということで意味の

ある事業だということですね。 

伊木議長 

その他ご意見がないようでしたらまとめに入り、委員会としての判断をしたいと思いま

す。 

事前評価については、事業の目的、必要性、費用対効果などの視点から「事業の妥当性」

を検証し、「実施」「条件付実施」あるいは「再検討」といったような方向性を示すことに

なります。この点について、委員の皆さまからお一人ずつご意見をいただきたいと思いま

す。 

大西委員 

西防波堤の設置につきましては、公共事業で実施妥当かと思いますけれども、先ほど申



しました物揚場、臨海道路につきましては、将来のビジョン（活用ビジョン）をきちんと

提示いただいた後でないと判断ができないと思います。 

千原委員 

整備することについての条件は付けたいと思いません。ただ、活用について、どうした

らいいのかというのをいろいろ多方面の方にうかがい、漁業者の皆さん、旅館業者の皆さ

ん、行政も中に立ったりしながら、活用について検討してもらった方がよろしいかなと思

います。つまり、整備はする。活用方法についてはビジョンを作ろうということです。 

松原委員 

こうした公共事業に米子市は２億８千万くらいの税金を投入する。その受益者は誰かと

いうと、当面は漁業者三百数十名と、遊漁船が主なものです。それだけだと、市民への説

明というのはなかなか苦しいのではないでしょうか。 

そこで、先ほどからお話しがあるように、観光利用とかいうようなところを、港のもう

一つの目的として強調する必要はあるだろうと思います。  

しかしながら、現状のまま置いておいていいのかということになるとどうなのか。北防

波堤が作られたことによって、今年の春にあったような港内堆砂がより進む形になってい

るんですね。静穏域が作られていますから、そこに砂がたまって、それがやがて港内に持

ち込まれるということになっています。したがって今のままおくと、浚渫費として毎年毎

年さらに多額の費用がかかるということになります。 

すなわち、西防波堤の建設はしないといけないだろうと思います。米子市にとってはそ

の方がベターであるだろうと思います。 

そういう意味では千原委員と同じように、建設についてはゴーサインを出すべきではな

いかと思います。ただ、利用という面については強調しておく必要があるので、早急に考

えていただかなければいけない。 

それから、どうした形で西防波堤を作るのかについても早急に詳細な検討をしていかな

くてはいけないのではないでしょうか。ただそれは、建設を阻害するものではないという

ことですね。 

山崎委員 

西防波堤、それと物揚場についての事業に異存ありません。 

ただ、利用の仕方で観光というお話もありましたが、私は個人的には、あそこで観光と

いうのはちょっと厳しい面もあるかなと思います。 

むしろ、漁業の方が高齢化して減っていく現状にあるというお話でしたので、せっかく

お金をかけるのですから、太く、長く漁業があそこで続いていけるような施策を、米子市

として同時に考えていくべきではないか。それが、２億円以上もかけて整備する行政とし

ての責任ではないかと思います。 

伊木議長 

私も委員の一人ですので意見を申し上げますと、まず防波堤について、皆さんがおっし

ゃるように、そこに砂が付くということに対応していかなければいけませんので、西防波

堤の必要性については十分あるというふうに考えています。 

ただ、「潮の流れの調査」ですとか「防波堤の位置や付け方」については、県の検討委員

会ではもう少し検討が必要だということですので、やはりその結果を見るべきなのかなと



いう気がします。 

一方、物揚場につきましては、大西委員と同じになるかもしれませんが、ひとつは漁業

面でこれからどういうふうに伸ばしていくのかという観点からの必要性、もうひとつは観

光面でどういうふうに需要を作っていくのかという観点からの必要性というものがもう少

し審議されたうえでやるべきではないかというふうに私は考えております。 

伊木議長 

以上皆さまからそれぞれ意見を出していただきましたが、実施の妥当性が低くて実施そ

のものを検討すべきという「再検討」という意見はなかったと考えます。 

ただ、実施するとした場合、もう少しいろいろと審議していくことがあるのではないか

ということで、それぞれ条件の中身はいろいろ言われましたが、いわば「条件付実施」と

いうところが皆さんの共通する部分であったように思います。 

したがいまして、「皆生漁港整備事業（西防波堤等）」につきましては、「条件付実施」と

いう方向でまとめさせていただくということでよろしいでしょうか。 

伊木議長 

よろしければ以上で、再評価、事前評価についての審議を終了いたします。本日の審議

の内容は、公共事業評価委員会の意見としてとりまとめ、市長に具申することといたしま

すので、議事内容について事務局でとりまとめ、議事録署名委員にご確認いただいたうえ

で、各委員に通知してください。 

それでは、これで議長の役を降りたいと思います。 

スムースな議事進行にご協力をいただきありがとうございました。 

 


