
全 員 協 議 会 

平成31年2月19日(火) 
本会議終了後        
：  ～  ：    

  全 員 協 議 会 室 

〔議 員〕 

川神議長、田畑副議長 

   三浦議員、沖田議員、西川議員、村武議員、川上議員、柳楽議員、串﨑議員 

小川議員、野藤議員、上野議員、飛野議員、笹田議員、布施議員、岡本議員 

芦谷議員、永見議員、佐々木議員、道下議員、西田議員、澁谷議員 

西村議員、牛尾議員 

〔執行部〕 

市 長、副市長、金城自治区長、旭自治区長、弥栄自治区長、三隅自治区長 

教育長、総務部長、地域政策部長、財務部長、健康福祉部長、市民生活部長 

産業経済部長、産業経済部参事、都市建設部長、金城支所長、旭支所長､弥栄支所長

三隅支所長、教育部長、消防長、上下水道部長、(広域行政組合事務局長)  

〔事務局〕 局長、次長、議事係長 

 

議 題 

 

1 補正予算について 

 

2 平成31年度当初予算について 

(1)一般会計 

(2)特別会計 

(3)水道事業・工業用水道事業会計 

 

3 執行部報告事項 

(1)浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会の開催状況について（産業経済部） 

 

4 陳情について 

 

5 その他 

(1)平成 31年度議会報告会日程等について 

(2)浜田市議会 3月定例会のケーブルテレビ放送について 

(3)その他 

 

 

 



浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会の開催状況について 

 

 浜田漁港エリアを核とした水産業の将来ビジョンを構築するため「浜田漁港

周辺エリア活性化検討委員会」を設置し、これまでに 3 回の検討委員会を開催

しましたので下記のとおり状況を報告します。 

 

1 会議開催状況 

回 日 時 場 所 議 題 

1 1 月 23 日（水） 

14 時～15 時 50 分 

市役所本庁舎

4 階講堂 

・浜田漁港周辺エリアの活性化検討について 

2 2 月 5 日（火） 

14 時～16 時 15 分 

浜田合庁 

2 階大会議室 

・第 1回検討委員会での質問に対する資料（追加

資料）について 

・浜田漁港周辺エリアの全体ビジョンについて 

・新施設の役割と施設機能について 

3 2 月 18 日（月） 

14 時～15 時 30 分 

市役所本庁舎

4 階講堂 

・浜田漁港周辺エリアの全体ビジョンについて 

・（仮称）山陰浜田港公設市場の役割と施設機能

について 

※平成 31 年度は 4 回程度の開催を予定。委員名簿は裏面のとおり。 

※「（仮称）山陰浜田港公設市場」とは、しまねお魚センター買い取り後に仲買売

場が移転する施設を指す。 

 

2 協議内容 

（1）第 1 回検討委員会 

事務局より検討の方向性や当エリアを取り巻く現状及び課題等を説明。共

通認識を図った上で、新施設に期待する役割と施設機能について各委員から

書面により意見をいただき、第 2 回の検討委員会における協議資料とした。 

（2）第 2 回検討委員会 

   浜田漁港周辺エリアの全体ビジョン（案）を事務局から提示し検討を行っ

た。新施設の役割と施設機能について、提案のあった意見を資料としてまと

めて情報共有するとともに、各委員から新施設に対する意見や要望を伺った。 

（3）第 3 回検討委員会 

全体ビジョン（案）に示した方向性により、計画策定に向けて細部の検討

を進めていく旨を確認した。（仮称）山陰浜田港公設市場については、委員の

意見をまとめた（案）に対して更に具体的な課題や要望を伺い、それを踏ま

えて市の整備方針を検討していくこととした。 

 

3 検討事案のまとめ 

（1）浜田漁港周辺エリア活性化計画（全体ビジョン）について・・・別紙１ 

（2）（仮称）山陰浜田港公設市場の役割と施設機能について ・・・・別紙２ 

平成 31 年 2 月 13 日 

議会全員協議会資料 

産業経済部水産振興課 



浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会 委員名簿 

 

（敬称略、順不同） 

＜委員＞ 任期／平成 31 年 1 月 23 日～委員会の目的が達成されるまで 

№ 所属団体等 職名 選出区分 氏名 備考 

1 島根県立大学 教授 識見者 藤原 眞砂  

2 浜田商工会議所 副会頭 団体推薦 本 晃司  

3 石央商工会 経営支援課長 団体推薦 植田 尚樹  

4 浜田金融会 会長 団体推薦 田中 修司  

5 浜田市観光協会 会長 団体推薦 岩谷百合雄  

6 浜田青年会議所 副理事長 団体推薦 名田 勝之  

7 浜田女性ネットワーク 会長 団体推薦 賀戸ひとみ  

8 漁業協同組合 JF しまね浜田支所 支所長 団体推薦 高木 繁延  

9 浜田魚商協同組合 事務局長 団体推薦 石井 信孝  

10 島根県立浜田水産高校 学校長 団体推薦 中村 公一  

11 JA しまね いわみ中央地区本部 営農経済部長 団体推薦 大堂 和敏 第 2 回から参画 

12 島根県西部県民センター 商工観光部長 行政機関 伏谷  訓  

13 島根県浜田水産事務所 所長 行政機関 横田 幸男  

14 島根県水産技術センター 所長 行政機関 村山 達朗  

15 島根県浜田港湾振興センター 港湾振興課長 行政機関 武田  淳  

16 浜田自治区地域協議会 副会長 その他 竹山 勝彦  

17 金城自治区地域協議会 委員 その他 梶原 和志  

18 旭自治区地域協議会 副会長 その他 塚崎 育生  

19 弥栄自治区地域協議会 委員 その他 岡本  均  

20 三隅自治区地域協議会 委員 その他 石田 義生  

 

＜事務局（浜田市）＞ 

№ 所属 職名 氏名 備考 

1 産業経済部 部長 田村 洋二  

2 産業経済部水産振興課 課長 永見  監  

3 産業経済部水産振興課漁港活性化室 室長 戸津川美二  

4 産業経済部観光交流課 課長 岸本 恒久  

5 産業経済部水産振興課 水産係長 松井 友和  

6 産業経済部水産振興課漁港活性化室 漁港活性化係長 田中  寿  

 



別紙１

第2次総合振興計画（前期基本計画）
施策大綱：「水産業の振興」、「観光・交流の推進」

■漁獲量の減少、魚価の低迷、漁業者及び小売り・水産加工等関連企業の所得の減少
■市場施設の老朽化、衛生管理対応の遅れ、消費地ニーズへの対応、魚離れ・魚食普及活動
■漁業者、水産加工業等の水産関係者の減少・高齢化・後継者不足
■「しまねお魚センター」への来訪者の減少、観光分野との連携

課題解決への対応方向
＜取組方針と具体的な施策＞

漁港・市場機能の強化

〇市場施設、設備等の整備
・高度衛生管理型荷捌所の整備
・高度衛生管理体制の構築
（仲買売場等）

・冷凍冷蔵庫整備
・水産加工業の振興
（HACCP対応の推進）

・瀬戸ケ島埋立地の活用

〇漁港の安全性の向上
・施設の老朽化対策
・災害への対応
・交通網の整備による利便性の
向上

集荷・販売力の強化

〇市場水揚高の維持・増大
・地元漁船の存続対策
・外来船の誘致
・漁業資源の確保
・担い手の確保

〇水産物の付加価値向上
・浜田港産ブランドの拡大、発展
・産地一次加工の検討
・6次産業化の推進

〇水産物の販路拡大
・PR活動、マーケティングの推進
・流通機能の強化
・海外市場への開拓

観光及び地域活性化の推進

〇賑わいのある集客施設の設置
・（仮称）山陰浜田港公設市場
による活性化（現有施設の活用）

※…しまねお魚センター買取後の仲買売場

が移転する新たな施設

〇観光と連携した取組
・水産資源を活用した取組
（食や体験）

〇「みなとオアシス」による地域振興
・浜田港一体となった産業振興、
賑わい創出

〇食育・魚食普及活動の推進
・学校給食等での食育の推進
・継続的な水産イベント等による
魚食普及活動

安全・安心で、活力ある水産業が展開され、賑わいのある浜田漁港【案】

将来ビジョン（将来目指す姿）

●浜田漁港は、県下唯一の特定第3種漁港として、沖合底曳網・まき網・定置網・一本釣りなど
多様な漁業が展開される

●沖合の好漁場により、四季折々の多種多様で豊富な水産物が水揚げされる
●水産加工団地や重要港湾を有するほか、高速道への交通アクセス等が揃った港

強
み

課
題

浜田漁港周辺エリア活性化計画

共通項目

・関係機関、団体等との連携協力体制の強化 ・推進体制の整備
・成果指標（数値目標）の設定と進捗管理

【計画期間】平成32年～平成37年（6年間）

浜田漁港周辺エリア活性化計画（全体ビジョン）【案】

※



別紙２ 

※これは、浜⽥漁港周辺エリア活性化検討委員会で提案のあった意⾒を事務局でまとめた⼀案です。 



◆しまねお魚センター平面図

１階配置図

商業棟 仲買棟

増設

２階配置図
（商業棟２階）



3 月定例会陳情付託案について 

陳情 
番号 

件   名 付託先 

85 
美又国民保養センター指定管理の申請で新設法人か

ら受付を認めないことを求める陳情について 
総務文教委員会 

86 
指定管理の抜け道に新設法人が利用されないことを

求める陳情について 
〃 

87 
スキー事故の責任の所在と保障の有無を明らかにす

ることを求める陳情について 
〃 

88 指定管理の添付書類の見直しを求める陳情について 〃 

89 指定管理者制度の見直しを求める陳情について 〃 

90 
学校内の事故対応における情報共有化や注意喚起及

びマニュアルの見直しを求める陳情について 
〃 

91 業務記録を残すことを求める陳情について 〃 

92 
病児保育の補助金の返還についての状況説明を求め

る陳情について 
福祉環境委員会 

93 家庭保育の推進を求める陳情について 〃 

94 

一般社団法人奥島根弥栄への補助金支給の透明性の

確保と提案の実効性について執行部へ注意喚起を求

める陳情について 

産業建設委員会 

95 
島根県立石見武道館－JA しまねいわみ中央までの道

路に街灯設置を求める陳情について 
〃 

96 議会運営委員会の動画配信を求める陳情について 議会運営委員会 

97 
本会議、委員会、調査会等の同時配信(ライブ)を求

める陳情について 
〃 

98 
市議会ホームページの議会予定の表示方法の変更を

求める陳情について 
〃 

99 
一般質問へ回答する担当課の表示を求める陳情につ

いて 
〃 

100 
自治区制度への議会の姿勢を明確にすることを求め

る陳情について 

自治区制度等行財政

改革推進特別委員会  

 



平成 31 年度議会報告会日程等について 

 浜田市議会基本条例第 24 条に基づき、議会活動に関する情報を積極的に公開す

るとともに、市民の意見を把握し、議会活動に反映させることを目的に、地域井

戸端会を次のとおり開催します。 

 

1  班編成について 

班名 1班 2班 3班 4班 

班長 三浦 大紀 議員 沖田 真治 議員 西川 真午 議員 村武まゆみ 議員 

班員 

川上 幾雄 議員 

小川 稔宏 議員 

上野  茂 議員 

布施 賢司 議員 

佐々木豊治 議員 

柳楽真智子 議員 

串﨑 利行 議員 

芦谷 英夫 議員 

道下 文男 議員 

牛尾  昭 議員 

飛野 弘二 議員 

岡本 正友 議員 

西田 清久 議員 

澁谷 幹雄 議員 

 

野藤  薫 議員 

笹田  卓 議員 

永見 利久 議員 

西村  健 議員 

 

 ※班名は仮称 

 

2  実施会場及び担当班について 

日付 5/13（月） 5/14（火） 5/15（水） 5/16（木） 

会場 

(班) 

浜田公民館 ( 3班 ) 周布公民館(4班) 美川公民館(2班) 国府公民館(1班) 

みどりかいかん ( 2班 ) 三隅公民館(1班) 弥栄会館(3班) 今市公民館(4班) 

 

3  補足事項について 

 進行方法や内容については、現在班長で協議しております。詳細が決定次第

班会議等でお知らせします。 

平成 31 年 2 月 19 日 
全 員 協 議 会 資 料 
議 会 事 務 局 



（平成31年3月定例会）

質問日 質問者数等 放送予定日 放送予定時間

　創風会 （西田　清久）
　未来（野藤　薫）
　超党はまだ（芦谷　英夫）
　公明クラブ（柳楽　真智子）
　元気な中山間地（飛野　弘二）
　佐々木 豊治 
　道下  文男
　沖田　真治
　川上　幾雄
　三浦　大紀
　串﨑　利行
　布施　賢司
　田畑　敬二
　西川　真午
　小川　稔宏
　西村　　健
　上野　茂
　永見　利久
　澁谷　幹雄
　牛尾　　昭
　笹田　　卓
　村武　まゆみ
　岡本　正友

質問日 質問者数等 放送予定日 放送予定時間

　創風会 （西田　清久）
　未来（野藤　薫）
　超党はまだ（芦谷　英夫）
　公明クラブ（柳楽　真智子）
　元気な中山間地（飛野　弘二）
　佐々木 豊治 
　道下  文男
　沖田　真治
　川上　幾雄
　三浦　大紀
　串﨑　利行
　布施　賢司
　田畑　敬二
　西川　真午
　小川　稔宏
　西村　　健
　上野　茂
　永見　利久
　澁谷　幹雄
　牛尾　　昭
　笹田　　卓
　村武　まゆみ
　岡本　正友

19：45～

17：00～

会派代表 2月21日（木） 17：00～

-

浜田市議会3月定例会のケーブルテレビ放送について

議会の予定 石見ケーブルテレビの放送予定
放送予定議員名

・施政方針
・教育方針

2月20日（水） 17：00～2月19日(火） -

放送予定議員名

4名 2月27日（水） 17：00～

議会の予定 三隅ケーブルの放送予定

17：00～

2月26日（火）

4名 2月26日（火） 17：00～

2月20日（水） 会派代表

2月22日（金）

2月25日（月）

　2月26日（火）

2月21日（木）

2月20日（水）

2月19日(火）
・施政方針
・教育方針

　2月25日（月）

5名 2月25日（月）

5名 2月22日（金）

2月26日（火） 4名

2月21日（木） 5名

2月25日（月） 4名

2月22日（金） 5名

19：45～

19：45～

　2月27日（水） 19：45～

　2月28日（木） 19：45～

　3月1日（金） 19：45～

　3月2日（土）

　3月6日（水） 19：45～

　3月7日（木） 19：45～

19：45～

　3月3日（日） 19：45～

　3月4日（月） 19：45～

　3月5日（火）


