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修立地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２４年１０月１０日（水） １９：００～２０：５５ 

２ 会 場 修立地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ４１名 

市側出席者  １４名 

竹内市長、深澤副市長、木下教育長、羽場総務部長、松下企画推進部長、堀

防災調整監、大島都市整備部長、藤井都市整備部次長、浅井体育課長、富山

危機管理課参事、尾室企画推進部次長 

＜事務局＞安本協働推進課長（司会）、谷村協働推進課主任、岡田協働推進

課主任 

 

４ 「地域防災計画の見直し」について 

スクリーンに基づき説明（危機管理課参事） 

 

５「協働のまちづくり」についての報告 

（地区自治会長） 

 ２２年３月にまちづくり関係の協議会を設立しております。それから、ずっと２４年ま

できておるわけですけれども、２２年には主要事業として修立地区の総合文化祭を、コミ

ュニティ支援事業という支援をいただきながらやりました。２３年９月には、念願であり

ました修立小学校の校舎、校庭、プール、体育館が完全に出来上がったということで、大

喜びしました。そこで記念ということで、いままでやり切っていなかった、第１回の修立

地区の大運動会を開催させていただきました。８００を超える、かつてない多くの地区の

人たちが集まって、子どもたちに頑張れよと、子どもも、おじいちゃん、おばあちゃん頑

張るで、と言ったかたちで大きな盛り上がりができたように喜んでおります。そういった

ことを得ながら、２３年には敬老会、２４年には１月に地区の新年の互礼会というものを

この場で開催しました。できるだけ多くのかたに出ていただこうということで、会費は１，

０００円を超えない程度に抑えております。 

 それから２４年には敬老会と、今月の終わりに総合文化祭を企画するようにしておりま

すが、これは主要の事業でして、まちづくり協議会の中に結集していただいておりますそ

れぞれの団体は、従来の団体としておやりになっておる事業はやっていただいておるわけ

です。例えて言いますと、２４年ですと、先頃も体育会に頑張っていただいて、市民体育

祭で優勝したというようなことがあったので、ペタンクを新しい事業として、器具を購入

して講習会を開いたりして、世代間交流も兼ねて多くのかたがやっておるわけですし、そ

の他防災マップのようなことも自主防災会のかたにやっていただいております。 

 なお、先般８月２７日に、市長さんから、まちづくり支援宣言ということで、応接室で

奨励の表彰をいただいておりますので、改めて地区のかたにもここで紹介させていただき

ます。これからも支援というものはぜひよろしくお願いしたいと思います。 
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（竹内市長） 

 第２回の運動会はやっぱりこの時期ですか。 

 

（地区自治会長） 

 ええ、来年ですが。隔年で文化祭と運動会を交互にやろうかということで、学校さんと

も話し合っているところです。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 災害時における避難場所の機能の充実について 

＜地域課題＞ 

 本地区では、修立小学校、修立地区公民館、山の手体育館が災害時の避難所に指定され

ていますが、大きな地震が起きた場合、鳥取大学の調査によると修立地区公民館と山の手

体育館は、観音院がある山が大きく崩れ、その土砂に埋まると説明を聞いています。 

①修立地区公民館と山の手体育館を早急に安全な場所へ移転し、新築をお願いします。早

急な移転、新築が困難な場合は、これらの建物に対する安全対策として補強工事をお願い

します。 

②山の手体育館の早急なる移転が困難な場合は、避難された障がい者の方々が使用するト

イレの整備を早急にお願いします。 

③地震が発生してから避難場所への物資の運送は極めて困難であり、これらの施設に平素

から水・食料・毛布・プライバシー保護等に必要な備品を備え、住民が安心して避難でき

る避難場所としての機能を充実していただきたい。 

④修立地区公民館は、住民の命を守る情報収集等災害時に極めて重要な役務を担うことに

なります。耐震補強をするとともに事務室を拡充し、「常に備えよ」の万全を期すよう早

急に工事を進めていただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

  鳥取県では、豪雨等で土砂災害のおそれのある区域について土砂災害防止法に基づき、

土砂災害警戒区域（イエロー区域）、土砂災害特別警戒区域（レッド区域）の指定を行っ

ています。 

 修立地区につきましては、現在イエロー区域が５箇所指定されています。このように山

すその地域は、警戒が必要ということで全市的にも幅広く指定されているものです。 

 また、レッド区域については、平成２４年度の指定に向けて、今後、鳥取県が地元説明

会を開催される予定です。 

 なお、土砂災害や地震は、発生時期を予測することは困難です。日頃から山林の所有者

で地表の状況の点検をいただくなど、適正な管理をお願いします。地表の変化等にお気づ

きの場合は、県か市にお知らせいただきますようお願いします。その後、県、市で現地確

認をさせていただきます。 
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【企画推進部】  

①（地区公民館について）  

修立地区公民館敷地の一部は土砂災害警戒区域（イエロー区域）にかかっていますの

で、警戒は必要ですが、現時点で移転・新築や補強工事が必要な状況ではないと考えてお

ります。 

 

【教育委員会事務局】 

①（山の手体育館について） 

 山の手体育館は、昭和３９年に旧修立小学校体育館として建設され、築後４８年が経過

しています。鳥取地域の地区体育館のうち最も古く、施設の老朽化が著しく進んでいるこ

とは十分承知しています。 

 一方で、昨年度の利用者は年間約４，０００人と鳥取地域２４館のうち３番目に少ない

実績でした。 

 現修立小学校体育館のスポーツ開放や近隣に教育センター体育館などがある恵まれたス

ポーツ環境を全市的な視野で考慮すれば、現時点において移転新築、補強などは困難と判

断しています。 

②仮に災害が発生した場合、障がいのある方については、同敷地内に隣接する修立地区公

民館へ避難していただくことを想定しています。 

 修立地区公民館には、障がい者用トイレが整備されていますので、当面は修立地区公民

館のトイレの利用をお願いします。 

 

【防災調整監】 

③修立地区においては、必要に応じて避難された方へ食料や生活物資等の応急配布がすみ

やかに行えるよう毛布（２００枚）やブルーシート（１００枚）、簡易トイレ（２個）な

どを修立小学校に備蓄しています。 

 これらの備蓄品を地区内の他の避難所に分散して備蓄することは、日ごろの管理や更新

等の面で問題もありますので、地区内の避難の状況に応じて配分することとしています。

なお、不足する場合は被災していない地域に備蓄している物資等を相互に供給し合う体制

としています。 

 また、本市では、備蓄品だけに頼るのではなく、応急生活物資等の供給に関して民間業

者と協定を締結しており、多様な避難者ニーズに対応することとしています。 

 なお、避難所を開設した時は、速やかに市職員を配置し、町内会や自主防災会等の皆様

と協議しながら、必要な物資等を供給することとしています。 

 

【企画推進部】  

④修立地区公民館の改修につきましては、調理室の増築や玄関前部分の外構改修工事など

施設改善に取り組んできております。 

 修立地区公民館は、昭和５７年に建築されており、現在の耐震基準に適合する建物とな

っておりますので、耐震補強は必要ないものと考えます。 

 修立地区公民館の事務室が手狭であることは認識していますが、まずは全市的に取り組
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んでおります地区公民館トイレの男女別化工事を平成２５年度に実施したいと考えていま

す。 

 

（都市整備部長） 

 まず、この災害時における非難場所の機能の充実のうち、急傾斜地の部分について、鳥

取県と市の考え方を説明させていただきます。土砂災害防止法という法律がございまして、

これが２つの種類のエリアを定めております。 

黄色で囲まれておりますのがイ

エロー区域と申しまして、何か異

常があれば、皆さまに早く避難し

ていただくように注意を喚起する

ための区域です。これが修立地区

では現在５ヶ所設定されておりま

す。ご覧いただきますとおり、修

立以外の地区まで山裾に幅広く広

がっておりますが、基本的にはこ

のエリアに指定されても、何かを

整備するというよりも、皆さまと

一緒に、いざというときの避難の仕方ですとかを考える、警戒が必要な区域という位置づ

けです。 

 また、このあと鳥取県が今年度中に、レッド区域の設定を予定しております。今後地図

に赤い線でお示ししていくことになろうかと思いますけれども、その区域については、い

ま以上に建物を増やしますと、さらに避難計画が困難になったり、被害が大きくなったり

する可能性があるので建築制限等が必要になるであろうという区域です。もちろん説明に

は鳥取市が同行する予定ですけれども、レッド区域、特に危険な区域について、県が区域

指定の説明に上がる予定としております。 

土砂災害につきましては、雨の降り方等によってどちらの方に崩れるかというような

予測は非常に困難ですので、日頃から斜面の状況ですとかにご注意いただき、県・市どち

らにいただいても必ず迅速に情報共有いたしますので、異常がありましたら早めに知らせ

ていただきたいと思います。そうしましたら我々はできるだけ早く、近くにおりますもの

が確認にまいりますので、情報をいただければというふうに考えております。 

 

（企画推進部長） 

まず、公民館の安全な場所への新築移転、それが無理なら補強工事というご要望です。

先程の説明にございましたように、敷地の一部がイエロー区域にかかっておるというよう

なことですので、警戒は必要だと思っておりますけど、すぐすぐに移転新築というような

状況ではないというふうに考えております。 

 

（教育長） 

 山の手体育館につきましては、昭和３９年に旧修立小学校の体育館として建設されてお
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りまして、４８年がもう既に経っております。鳥取地域の地区体育館のうちでは も古く

て、施設の老朽化が進んでおることは十分承知をしております。平成２３年度策定の、鳥

取市の有する建築物の耐震診断計画においても、施設の著しい老朽化ということで、統廃

合の検討施設として、耐震診断の対象施設となっておりません。そこのところをひとつご

理解いただきたいと思います。 

 それから一方で、昨年度の利用者ですが、これは年間約４，０００人と、鳥取地域に２

４館ありますが、そのうち３番目に少ない実績です。鳥取地域２４館の平均が１万７３４

人、その中での４，０００人ということです。平成２３年が３，９７７人、平成２２年が

４，０８６人という数字が出ております。新しい修立小学校の体育館のスポーツ開放、あ

るいは、この近くの教育センターの体育館などがある、恵まれたスポーツ環境ですので、

全市的な視野で考慮しますと、現時点においては、移転新築あるいは補強というのは困難

であるというふうに判断をしております。ひとつご理解をいただきたいと思っております。 

それから、もう１つ、山の手体育館の移転が困難な場合は、避難された障がい者が使

用するトイレの整備を早急にとい

うお話です。これは仮に災害が発

生した場合、障がいのあるかたに

ついてはこの敷地内に隣接をいた

します、この修立地区公民館に避

難をしていただくということを想

定しております。この公民館には、

障がい者用のトイレが整備済みで

すので、修立地区公民館のトイレ

の利用を当面はお願いをしたいと

考えております。 

 

（防災調整監） 

鳥取市の災害時の備蓄品につき

ましては、現在小学校、中学校、

あるいは駅南庁舎、こういったと

ころに備蓄をしております。中身

につきましては、こちらに掲げて

おりますけども、こういうものを

１セットにしております。これは

鳥取市のみならず、県下各市町村

で災害が発生したときにお互いに

融通し合う、連携備蓄というかた

ちで備蓄をしておるものです。避

難所は、修立地区でいきますと修立小学校、この地区公民館、それからお隣の山の手体育

館、この３ヶ所がいま現在鳥取市として指定をしている箇所ですが、こちらにいまのもの

を分散させておくということになりますと、他の市町村で災害があって融通し合うときに
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集めて回るのに、非常に時間と手間がかかります。そういうことで、現在のところはこれ

を分散して避難所ごとに持って行くということは、ちょっと考えにくいと思っているとこ

ろです。 

ただ、これは鳥取市が備蓄している形態で、これ以外に鳥取市では例えばジャスコさ

んであるとか、それからトスクさんであるとか、いま現在１１の事業者とこういった生活

関連物資を災害時のときに迅速に供給できる体制を取るということで、協定を締結してお

ります。そういったことで、いま頃は非常によく聞きますが、避難所でもニーズが前に比

べるといろいろ変わってきており、生活関連物資も非常に多岐にわたってくるということ

がございますので、そういった意味でもこういった業者のかたがたの協力を得ながら、必

要なものを必要なだけ迅速に避難所へ配布するという体制を取っているところです。そし

て、避難所を開設したときには速やかにその避難所に市の職員を派遣して、町内会あるい

は自主防災会等の皆さまと協議しながら、必要なものを必要な数だけ迅速に避難所へ配布

できる手はずをしたい。いま現在はそういう体制を取りたいと思っているところです。 

 

（企画推進部長） 

公民館の耐震補強をするとともに、事務室の拡充を、ということですが、修立公民館

につきましては、快適にご使用いただきたいということで、玄関前部分の外構工事とか調

理室の増築、エアコンの改修など、現在までいろいろな整備をしてきております。 

耐震の関係ですけれど、この建物自体は昭和５７年の建築で、新耐震基準、いまの耐

震基準にあった建物です。この建物自体は地震の場合でも比較的安心していただける、新

しい作りでできているということはご理解いただきたいと思います。ご紹介しますと、い

ま全市で、旧耐震基準の公民館のうち２２の地区公民館を耐震診断しております。その結

果が今年度中に出ますので、そのあと順次、その診断の結果に基づいて整備していくとい

うのが大きな全市的な課題であるということを、まず認識いただきたいと思います。 

それから、事務室が手狭だということです。確かに手狭だということは認識しており

ます。各地区公民館、いろいろな課題を抱えておりまして、地域づくり懇談会に出ますと、

各地区でいろいろな課題をいただくところです。 

さて、ここの地区公民館もそうなんですけど、トイレがカーテンの間仕切りで、えら

いご迷惑をかけているということです。それで、各地区公民館のトイレの男女別化という

工事を、順次進めておるところです。遅くなりましたが、この修立地区公民館は来年度に、

トイレの工事をさせていただこうと計画して、いま準備を進めておるところです。このト

イレの男女別化というのは、災害時も必要なことだと思いますし、大変有効な工事になる

と思っておりますので、その節にはご協力をいただきたいと思います。 

以上いろいろ述べましたが、まず、新築移転というのは、すぐすぐには難しいという

こと。また、新しい耐震基準で出来ておりますので、ここは比較的安心をしていただける

公民館だということ。それから、事務室を広くするということは、いますぐにはなかなか

難しいと思っておりますが、災害のときのためにも、トイレは男女別化を来年度計画して、

今準備をしておるというようなことです。何卒ご理解いただきまして、来年度の工事の際

には、またご協力をよろしくお願いいたします。 
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（地元意見） 

 修立体育会の会長をしております。山の手体育館は教育委員会の体育課から、うちの体

育会が委託を受けて管理をしており、教育委員会にはいつもお世話になっております。こ

の体育館の昨年の利用者が約４，０００人、鳥取地域２４館のうち３番目に少ない実績と

いうことです。この理由ですけど、建物も古く、築４８年で老朽化しております。 

施設の内容について、体育館から直接トイレに行けないので利用がしにくい、また洋

式トイレがないので高齢者のかたの利用がしにくい、古くて狭いので利用しにくいという

ような意見を、利用者から多くいただいておるところです。また、体育館の窓が木製で古

くなっておりますので、もう開け閉めがなかなか大変ですし、隙間も多く、特に冬場には

隙間風が入ってなかなか利用しにくいという声も多数いただいております。 

それと、このような古い施設なのに、利用料金は他の地区の体育館と同じです。同じ

料金だったらこの古い体育館はできるだけ利用したくないというような一般のかたの気持

ちもあり、地域のかたがたの利用がほとんどになっておるのが実情です。利用者が４，０

００人と３番目に少ないのは、そういう理由です。いつ申込みしても使えるというような

ことで、かえって地域の人にとってはそれがありがたいような実績です。 

先程の回答で、トイレは当面公民館の方の利用をしていただきたいということですけ

ど、高齢のかたから、特に早く改修してほしいという声もあります。当面はということで

ありましたけど、ではいつ頃になるかを聞きたいと思います。 

 

（地元意見） 

 教育委員会の先程のご回答の中で、診断の対象となっていないという表現がございまし

た。完璧に大丈夫だからなってないのか、もうこれは診断してもいけんから対象になって

ないのか。安心して子どもや我々が行っても大丈夫な体育館なのか。 

それからいまアスベスト問題もありますよね。ボールを蹴って天井に当たったら、木

毛板からごみと一緒に何かが落ちてくるんですよ。アスベストは大丈夫ですか。 

 

（体育課長） 

 この古くなっております地区体育館は、元々旧修立小学校の校舎に付属しておりました

体育館を活用させていただいておるものです。トイレにつきましては、体育館内ではなく、

別棟です。昔は男女共同でしたが、これも平成１９年に間仕切りをつけました。いまは男

女別化を図っておりますが、和式のトイレのままですので、洋式については修立地区公民

館の障がい者トイレをご利用ください。 

利用料金については、現在、条例によりどの地区体育館も同額の利用料金がかかるよ

うになっておりますが、地元の地域体育会で管理していただいております地区体育館につ

いては、地区のかたは無料という扱いを取らせていただいております。地区のかたが使わ

れる場合は無料とさせていただいておりますし、現時点では高齢者のかたも無料という格

好ですので、利用料はご負担いただいていないものと考えております。 

 昭和３９年に出来た施設ですので、診断するまでもなく、耐震化の基準には達していな

い施設です。それで、ほぼ５０年近く経っております施設ですので、これを耐震化するよ

りもむしろ新築した方が費用対効果という面では優れておるというふうには考えておりま
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すけれども、この周辺の地区、旧の鳥取地域ではまだ６つの地区で地区体育館がないとい

う状況がございます。お隣の日進ですとか、遷喬、明徳、醇風、こちらには地区体育館と

いうものがございません。前回の地域づくり懇談会でもご紹介させていただいたかと思い

ますが、そういった地域の特性もございますので、いま現在地区体育館がある、こちらの

修立の山の手体育館を新築というのはなかなか難しいと思っております。 

鳥取県は、実は人口１０万人あたりの体育館数が全国で一番多い県で、県内の４市で

も鳥取市は特に高い。平成２０年の数字ですけど、１０万人当たり２１～２２館程度と、

４市の平均１４館と比べても、また全国的にも、体育館の数が多い現状です。特にこの市

街地のあたりですと、利用できる体育館がかなりございます。周辺の体育館も利用いただ

きながら、また、新しい小学校の体育館もかなりバレーとか卓球で使っていただいている

ようですが、それでもまだ月の半分ぐらいの日数しか利用いただいていないようですから、

この辺との利用調整をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

アスベストは、詳細資料をもっておりませんので、確認させていただきます。 

 

 

＜補足：体育課＞ 

平成１７年度に実施した体育施設アスベスト調査の結果、アスベストはありませんで

した。 

 

（地元意見） 

 体育館の利用料の件につきましては、地域のかたと高齢者のかたが無料ということは私

も承知しております。２４館の内の３番目ということについて、そういういろいろな経過

があって他地域のかたの利用が少ないという意味で報告させていただいたので、特にその

件についてはよろしいです。 

ただ、トイレの件につきましては、昼間だったら修立公民館の方のトイレ等も高齢者

の方なり身障者の方なりの不自由なかたが利用はできるんですが、公民館の夜間の利用が

ないときには、やはり外に出て現在のトイレを利用するということがあります。平成１９

年には確かに以前の男女別のないトイレを区別していただきまして、それについてはお礼

を申し上げますけど、最近特に高齢者の利用が多く、トイレの件について管理をしており

ます体育会の方に、公民館を通じて要望があります。できればなんとか近いうちにという

ことも、予算のこともありますのでなかなか難しいかもしれませんけど、頭に置いておい

ていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 鳥取市の市街地の地区には地区体育館がなかなかないのだという話もさせていただいた

りして、我々の悩んでいるところも理解しながらご発言をいただいていると思います。ト

イレの話も非常に身近で、また非常に深刻なテーマだと思うんですね。だから直してもら

いたいっていう気持が十分伝わってくるのはその通りで、これについては我々ももう少し

研究してみる必要があろうかと思います。夜間公民館が開いてないときに困るんだがとい

う話については、これ、確かにそうだと思いつつ、ちょっと考えてみると、公民館も９時
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ぐらいまで開けていることもあると思います。これは早く閉まった場合っていうことなん

ですかね。 

 

（地元意見） 

 普段は、５時か６時で終わってしまいます。公民館の利用があるときには確かに公民館

に行けばいいですが、なかなか勝手に入っては使いにくい面もありますし、それと毎日公

民館の利用があるというわけではありませんので、そういう意味も含めて提案させていた

だいたものです。 

 

（竹内市長） 

 体育館の利用に、トイレを含めて公民館の方の利用がうまく連動できるような方策がな

いのかというような議論も、きっとあると思います。私も体育館のトイレは実際見たこと

がないので、その辺は担当課で十分検討する余地はないのか、また考えてみたいなと思い

ます。アスベストの件も調べて、これはご報告をできるだけ早いうちにします。アスベス

トがどうなのか、私も確認しておいてほしいなと思ったところです。 

 耐震性については耐震診断をして、そして耐震対策を立てようというよりは、そういう

対象としてはちょっと考えにくいということの中でありますが、逆に考えてみると避難場

所として適当なのかという議論も起こってくると思います。勿論災害は地震ばかりじゃあ

りません。その他の理由で、例えば台風で避難される場合に、仮に公民館がいっぱいにな

れば、体育館はどうだっていうことになります。避難場所として指定されていなくても、

避難されていれば市の職員も来ますから、お世話をさせていただけると思っておりますが、

かなり老朽化してトイレの面でも不自由があるとなれば、避難場所としての指定について

如何するのか、こういったところも全般的に検討しなきゃならんのかなということです。

地域のかたのお気持はよく分かるんですが、じゃあ、体育館を直ちに建替えできるかとい

うことになると、いまはもっともっと急がれる公民館の耐震化などがあって、なかなか手

を付けにくい。あるいは学校施設の耐震化もまだまだやっている 中ですんでね。 

地域全体としてみれば、修立小学校が新築になって学校開放しているけれど、いまは

月に１５日しか使っていないということですから、まだ使える余地があるんですね。そう

いうことも含めて、またいろいろ体育会の皆さんと相談するということにさせていただき

たいと思います。 

 

＜補足：体育課＞ 

体育館から直接トイレに行くための改修方法について研究することとします。 

 

（地元意見） 

私が体育会長の時代から室内に更衣室とトイレを設けてくれと、何年もずっと陳情し

ていましたけど、一切聞いてもらえませんでした。いままた聞いていますと、耐震は駄目

だけど何とかかんとかと、逃げみたいに聞こえるんです。耐震が駄目で潰れてしまうんだ

からどうでもいいじゃないかというふうにもとれるんですよ。 

トイレは小学生用のをそのまま使っております。だから、狭いし、小さい。便器を見
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てもらっても小さいです。男女別に分けたと言われますけど、本当に狭い、小さい子ども

用のトイレです。大人用ではありませんので、大きな男の人が入ろうもんならなかなか狭

いんです。それから、体育会の方からも言っていましたように、水洗になっていますけど、

座れないからと、お年寄りが辛抱しておられる様子を見受けるんです。ぜひ、雨のときに

外に、屋根の下を通っていけるとか、濡れないような対策を、せめて避難場所ということ

にしてある以上はしてほしい。 

 

（協働推進課長） 

 先程、市長が改めて検討させていただきたいとお話ししていますので、重ねてのご意見

ということで頂戴します。 

 

（地元意見） 

 公民館の隣にありますめぐみ保育園の園長です。いつもお世話になっています。現在め

ぐみ保育園では園児が１８５名、そして職員が４０名います。生後２ヶ月の子どもから就

学前までお預かりしています。本当に大切な命を預かっています。毎月１回避難訓練も実

施しています。先日９月１０日に避難訓練をしまして、この公民館の２階に避難させてい

ただきましたが、高い津波を想定したときにここの２階がどうなのかなっていうことを感

じます。保育園の周りには高い建物がなく、津波を想定した場合どこに避難したらいいの

かなと感じています。安全安心のまちづくり、防災に強いまちづくりなどとよく耳にしま

すけど、防災体制を整えたいと思いながら、現実的にどこに避難すべきなのか分かりませ

ん。保育園や地域の住民の皆さまを含めた、本当に防災の拠点となる場があれば安心だと、

常日頃考えています。 

 余談ですけど、めぐみに着任して感じたことは、ここは本当に何か雷がとても落ちやす

い地域だなということです。なぜだろうかと感じます。 

最後に、以前は水道山によく登り、子どもたちと市内を見渡したものですけれど、い

まは立ち入ることができません。水道山の防災の整備とか、そういったような計画等はな

いでしょうか。 

 

（防災調整監） 

 園長先生から、いま、園児の避難のことについてお話がございました。その前段で津波

対策ということで、ちょっと触れられましたけども、 初に防災計画の見直しの説明をす

る中で、鳥取県の方で災害、起こり得る 大の想定をした津波で鳥取市の沿岸地域、これ

に対してどれくらいの浸水が想定されるかというものを示しました。それによりますと、

鳥取市には３０ｋｍぐらい沿岸部があるんですけど、津波が 大きたときにどのくらい浸

水するかというと、沿岸部に若干の影響があると。９号線がずっと並行して走っています

けれども、９号線を越えてくることはまずないというのがいまの想定です。 

 従いまして、津波がこの修立地区に遡ってやってくる、あるいは街をなぎ倒しながらと

いう、東北のようなああいったイメージは考える必要はないのかなと思っております。 

水道山の整備については、私も承知しておりませんので、これは水道局の方に訊ねて

みたいと思っております。また水道局を通して回答させていただきます。 
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＜補足：水道局＞ 

 上町配水地について、以前は、配水池本体などの重要施設を除いた管理道路や広場部分

について一般開放していました。しかし、空気銃による水道施設の損傷やたき火の跡など

が見つかったことから、水道水の安全な供給に支障を及ぼしたり、付近への火災の類焼を

引き起こしたりするおそれを考慮して、平成１９年８月１日から一般開放を中止しており

ます。 

 なお、江山浄水場などの水道施設の見学を希望される場合は水道局までお問い合わせく

ださい。 

 

（地元意見） 

修立のこの公民館は、他の地区から座るところもないじゃないか、ロビーもないし、

というようなこと言われる。だいたい普通は小学校ができたらその続きで公民館を作るん

ですね。けれども、ここの地域は、地域のかたが利用したいというような意見もあったり

して、何だかあやふやになってしまった。議事録はないけど、市長も、それじゃ、修立小

学校のところに公民館を建てるようなこともちょっと考えてみましょう、広い運動場があ

るからあそこだったら出来るんじゃないかというような、これは余談かも分からないけれ

ど、そんな話もされました。 

この修立の公民館に避難するのは、何か危険なところに行くようなもんだというよう

なことを言われて、だから避難場所について考えていかないといけんなというようなこと

を、地域の人と相談しておるところです。そういうことで、何とか移転するような考えを

お願いしたいと思っております。 

 

（企画推進部長） 

 地区公民館は、古いものから年々建て替えております。修立地区は市街地で、用地の関

係の問題などがありますが、その建築時点で 善のものを、その地域のかたがたと、こう

いうものを造っていこうと相談しながら建てたんだと、そういう歴史もございます。それ

が新耐震基準で昭和５７年に建築したものです。一方で鳥取市の大きな課題と言いますの

は、先程言いましたように、全部で６２館ございますが、このうちの２２館について、旧

の耐震基準だということで、いま耐震診断をやっております。今年度中に結果が出たら、

順次それを直していくのか、新築するのか、そういういろんな課題を抱えておるという現

状をまず、ご理解をいただきたい。 

各地域に出ますと、公民館を非常に大切にしてもらっておると、もうひしひしと感じ

るわけです。各地域で公民館を何とかしてくれという意見が多く出ます。ただ、鳥取市が

一体となって、そういう整備に力を入れている現状もご理解をいただきたい。すぐにこの

移転をということがなかなか叶わず、これが精一杯の説明です。当面、不便なところは解

消させていただこうと、トイレの工事もさせていただく準備もしておるところですので、

何卒皆さんご理解をいただき、可愛がってこの公民館を使ってやっていただけたらと思い

ます。 

 



- 12 - 

（竹内市長） 

 地区公民館もいずれ建て替えの時期が来ると思いますし、ここは現在建てている公民館

の基準から言うと、狭いわけですよね。先程部長が話していたように、その時点では基準

にあったものを当然造ったわけです。敷地は全体としては旧の修立小学校があったという

ようなことから、ある程度確保できているというようなメリットもありますけれども、建

物は狭いという課題も抱えています。でも、公民館の中では、先程から言っていますよう

に、５７年に出来たということで、だいたい中頃くらいの古さというか新しさです。 

体育館を避難場所にするかどうかも併せて、いろいろ考えなきゃいけないなという思

いもちょっとあるんですが、地域の皆さんの高齢化がこれから進む中で、恐らく面積を大

きくして、内容を充実させた地区公民館を造るというのが、これからの方向性だと思うん

ですね。そういうようなことをこの敷地の中で考える時期が、きっと来るに違いないとい

うふうに、私は感じております。いま造っているのは、平屋のだいたい４５０㎡くらいで

す。ここは確か３６０㎡ですから、いまの標準から言えばだいぶん狭いですよね。それも

２階建てで。鉄骨２階建てということですので、耐震の基準には合っているにしても、い

ずれ老朽化と、それから機能面で恐らく建て替えの必要があるだろう。それならそういう

ときに、ちょっと大きな敷地を使って、あるいは建てる位置も考えて、これも使いながら

建て替えることになりますから、そういった敷地を考えておかないといけないし、また体

育館との関係なんかも、いろいろ念頭に置かなくちゃいけないように思います。ただそれ

はちょっと先の話と、残念ながら申し上げざるを得ないので、当面は、トイレの改修など

もさせてもらいますし、このところ何年か続いていろんな改修もしてきました。 

それに続いて、体育館のトイレを上手く整備できないかという思いは私もするんです

けども、それはやっぱり全体としての地区体育館、そして地区公民館の将来的な展望をし

っかり整理をして、いつ頃までに何をどうするかというあたりをはっきりさせる中で、方

針を出す必要があるなと考えているところです。いずれにしても、この体育館の利用につ

いてのご不自由、ご不便は、また体育課と体育会の方でもいろいろ相談いただいて、何と

か改修する道はないのかとか、当面と言っているけど、じゃ、どういうふうに考えるのか、

そのあたりを、さっき申しましたが、検討させていただく必要があるというふうに思って

います。 

 

２ 袋川・天神川の河川敷並びに川岸の整備、新袋川関係の治水について 

①吉方町１丁目より県に陳情が出ています。河川敷に葦が群生し大雨で川の水が増水した

とき、川の流れが急速に変化し二次被害の危険が予想されるため、葦の刈り込みにとどめ

るのではなく、県と連携して葦を完全撤去されるようお願いいたします。 

 特に、最近の数年間で、吉方町１丁目側の護岸法面が２～３ｍ浸食し、このままでは大

きな被害となることが予測されますので、可及的速やかに対応されるようお願いします。 

②新袋川上流に殿ダムが完成しましたが、百年に一度の大雨による増水のため崩壊した場

合、修立地区の被害をどのように予測しておられますかお聞きしたい。 

 また、このような緊急な場合、住民にどのように周知し、どこに、どのようにして安全

に避難させようと考えておられるのかお聞きしたい。 
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【都市整備部】 

 袋川については、昨年１０月には地元から鳥取県に対し陳情書が提出されているところ

です。また、この度の要望を受け本市と地元の方々で、９月２６日に現地立会いを実施し

ました。 

 要望箇所は、袋川が緩やかな曲線となっており、その内側の高水敷に上流からの土砂が

堆積し、その影響を受けて外側の高水敷が浸食されている状況が見受けられます。河川管

理者である鳥取県に現在の考え方を伺ったところ、「要望箇所を確認しましたが、現在の

ところ、護岸等の崩壊につながる状況ではないため、引き続き経過観察を行い、状況を注

視していきます。」とのことでした。 

 本市としましては、今後、地元の方々と協力し鳥取県に対して適正な維持管理を強く要

望していきたいと考えています。 

①（殿ダムについて） 

 千代川及び新袋川の河川計画は、１００年に１回の確率で起こる雨量（千代川流域全体

に平均で３２５ｍｍ/２日降った場合）を基準としています。しかし、殿ダムの本体は、

２００年に１回の確率で起こる増水よりも大きなものを対象に設計されているため、洪水

がダム堤体を超えてダムが削られたり決壊したりする等が起きないような安全なダムとな

っています。 

 １００年に１回の確率で起こる雨量による千代川の決壊などで浸水する可能性のある範

囲や水深について、国土交通省は、今年６月に、殿ダム完成による浸水想定区域図の見直

しを行い、公表しています。 

 主な見直しによる変更点は、 

○千代川流域全体の浸水面積は、４００ｈａ減などとなり、殿ダムによる治水効果が発揮

されています。 

○殿ダムの完成により新袋川・袋川は、浸水想定区域が発生しなくなりました。（千代川

の本川だけの影響となりました） 

○修立地区においては、これまで鳥取市修立小学校付近の浸水深は、約１．０ｍでしたが、

殿ダムの完成により浸水がなくなると想定しています。 

 

【防災調整監】 

①（浸水予測・避難について） 

 本市では、水害の発生が事前に予想される場合は、防災行政無線をはじめ、市広報車や

消防団等の巡回広報、各自主防災会、町内会への電話連絡などにより、早いうちに、安全

な避難所へ避難していただくようお願いすることとしています。 

 なお、危険が切迫している場合などを除き、夜間など危険な状況下で避難を強行するよ

うなことにならないよう、安全に避難ができる時間帯に避難勧告等を発令することにして

います。 

 いずれにしましても、防災対策は、行政のみならず、各地域で「自助」、「共助」の体制

がとられていることが、災害の未然防止や被害の軽減に最も有効と考えていますので、引

き続きご協力いただきますようお願いします。 
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【都市整備部】 

②天神川の維持管理については、本市に対して平成２２、２４年度に地区要望が提出され

ており、鳥取県からの回答（Ｈ２４.５月）は、１．「今年度、法面の除草は実施する予定

です」、２．「河床の草刈りの予定はありません」、でした。 

 このたび、鳥取県に現在の考え方を伺ったところ、「要望区間について、改めて現地確

認した結果、河川内の雑木にゴミが引っ掛かる状況が見受けられたため伐木を検討する」

とのことでした。 

 本市としましては、河川堤防及び流下断面内に樹木が繁茂している状況を確認しており、

今後、地元の方々と協力し鳥取県に対して適正な維持管理を強く要望していきたいと考え

ています。 

 

（都市整備部長） 

 袋川の維持管理についてです。

カーブの部分について、流れの内

側、緩やかな方に土砂が堆積し、

また洗掘と呼びますけれども外側

が削られているのではないかとい

うご心配をいただき、この９月２

６日に私ども市役所も現地を確認

させていただいたところです。そ

の後鳥取県に確認いたしましたが、

鳥取県としては要望箇所を確認し

たところ、現時点ではここの護岸

の部分が危険な状態ではないことを確認していますということです。それで、私どもとし

ても「実際、護岸の下のところが削られ過ぎて、護岸を支えられなくなるような状況には

ないと、また護岸の内側が 近の水害ですと内側が空洞になっているような状況もござい

ましたけれども、裏側が抜けているような状態ではないということを確認できています

ね」とお尋ねし、県からは確認できていますという回答をいただいております。ただ、水

の流れで土が運ばれて起きる現象ですので、いまは大丈夫だと確認できているからと言っ

て、この先もずっと大丈夫という

わけではないというのはもちろん

でして、市としては、引き続き県

とともに、油断なく経過観察をし

ていくということにしております。 

 続きまして、殿ダムについての

お訊ねです。私からは前段の１０

０年に１度の大雨による増水で大

丈夫かという部分についてお答え

いたします。まず、千代川、新袋

川の河川計画は１００年に１度と
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いうことで、ご心配いただいているのかと思いますが、殿ダムの本体の部分、堰の部分で

すが、こちらは２００年に１回の増水でも耐えられるということを設計の根拠にしており

ます。写真ですと壁のように見えるんですけれども、カスケード方式で満杯まで水が来て

もまずここから抜ける。さらにすごい大雨が降ってきても、斜面の方から流れ落ちるかた

ちで、基本的にはこのダム自体が崩壊することはないような構造になっておりますので、

仮に本当に２００年に１度の大雨でこの淵を超えて水が溢れだすようなことになっても、

基本的にダムが壊れるということはございません。それは構造計算でそういうふうに作っ

ておりますので、いきなりこのあたりが崩れて水が噴き出してくるとか、そういうことに

はならない構造になっております。 

 次にこの１００年に１回の確率

の雨量でどのくらい浸水するかと

いうことを国土交通省が作ってお

りますが、新しく作った浸水予想

図では、修立地域についてはほぼ

抜けております。千代川の本流の

方からいろんな破れ方をしたとき

に、破れ方によってはこちらの方

が浸水するということがございま

すけれども、従来ありました袋川

の方から浸水してくるということ

はきれいに消えている状況です。

従来は小学校のあたりで１ｍだったかと思いますけれども、修立地区においては少なくと

も確実に、この殿ダムによって改善されている、また、１００年に１度とか２００年に１

度の大雨があっても、ダムがいきなり決壊して水びたしになるというようなことにはなら

ない構造だというのが現状です。 

 

（防災調整監） 

 先程殿ダムが決壊をするという前提がないという話が都市整備部長からありましたが、

その他の場合でも水害の発生が事前に予想される場合には、防災行政無線を使いますし、

当然市の広報車や、消防団の協力を仰いでの巡回広報、あるいは各自主防災会さん、町内

会さんへ直接電話連絡をいたしまして、早いうちに安全な場所へ避難するということを前

提に考えたいと思っております。危険が切迫している場合を除きましては、特に夜間など

危険な状況下で避難を強行するということにならないように、例えば避難勧告を出さなけ

ればならないという場合には、安全に避難ができる時間帯にと、そういったことを考えた

上で避難勧告等を発令するということにしております。いずれにしても防災対策は行政の

みではできないことでありまして、よく言われますけれども、各地域で自助、共助の体制

が取られていることが災害の未然防止、あるいは被害の軽減ということに も有効である

というふうに考えております。 

 当地区では今月２８日に地区の防災訓練として避難訓練を実施されると伺っております。

先程もご紹介がございましたけれども、そういった自主的なそういった訓練を積み重ねる
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ことがいわゆる共助の体制の強化につながるということで、災害の未然防止、あるいは被

害の軽減ということにつながるたいへん非常に有効なことであると思っておりますので、

引き続きそういった取組みを進めていただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

（都市整備部長） 

 後に、天神川の管理について

です。生い茂っている雑木の処理

について、鳥取県に考え方を確認

しましたところ、５月の時点では

伐木までは県の方で検討していな

かったということですけれども、

実際にこの夏を越えてみますと、

この雑木にさらにごみですとかが

引っかかっている状況があって、

さらに流下に支障をきたす恐れが

あることが確認できたので、伐木

を検討するということでした。先週、今年度中にやってくれるのかということを次長が県

にもう一度念を押しに行ってまいりましたところ、なんとか予算をかき集めて、今年度で

きる限りのことをしたいという回答をいただいてきております。 

 

（地元意見） 

 袋川の右岸の護岸の洗掘の件です。４０年ほど前になると思うんですけども、たまたま

夏休みに帰ったときに、ちょうど護岸工事の最中だったんですね。床掘りをやったあとに

古タイヤを持ってきて放り込んだりしていた現場を見ているんです。多少私も土木をかじ

っておりますからね、ひどい工事をやるもんだなと思いながら私はまた勤務先に帰ったん

ですけども、そういう工事の経過があります。ですので、いまたまたま洗掘の心配がなさ

そうだというのが県の見解だといっても、もう少し詳しく調査していただきたいんです。

実はここに蛇籠がね、１０ｍぐらいの長さで入っておるんです。これはね、いまから７、

８年前に私が市か県かに電話で要請して、入れていただいたんです。それで、やっといま、

安定ということではないんですけども、小康状態ということになりました。これがさらに

洗掘が進めば護岸の崩壊につながりますんで、県の見解がいまのところは心配ないから経

過観察だということのようですけども、これでは困るんです。もう一度県の土木の方に折

衝をして、さらなる調査をお願いしたいと思います。いいんですか、これで。 

 

（都市整備部長） 

 いただいたご懸念をもう一度、県の方に持ち込みまして、もう一度私どもの方で図面で

すとか、実際どういう状況を確認したのかという経緯ですとかを、確認してご報告したい

と思います。 
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＜補足：都市企画課＞ 

 鳥取県に確認したところ、年１回の堤防点検を６月に実施し、護岸の破損等がないこと

を確認しているとのことです。 

 今後も引き続き、年１回の堤防点検で経過観察したいとのことでした。 

 

７ 市政の課題についての意見交換（フリートーク） 

（地元意見） 

 市役所の耐震改修のことについて、いまはどういう具合になっておるかは、市民には分

からんですわ。新聞なんか見ても物理的に出来ないというようなことが報道されたりして

おります。だから、本当は議会任せじゃなく、市当局に執行していただくことが、私は大

事だと思います。 

 

（竹内市長） 

庁舎ですが、５月２０日に住民投票を投票日で投票が行われて以来、議会の議員の皆

さんの中でも、耐震改修案について、２０億８，０００万円といった金額でそれを本当に

このとおりできるのか、案としてもう少し内容を詰めないと、というのが議論になってい

て、その検討が特別委員会で検証作業として進んでいます。それで、第三者の設計会社、

日本設計に専門的な検討をしていただいている部分も、だんだん結論と言いますか、報告

がなされています。当初の住民投票で提案した耐震改修案のとおりには、なかなか物理的

にできない、あるいは駐車台数がとても取れないとか、そんな議論が出てきております。

そういったことを含めて、いま、市民の皆さんに住民投票をお願いしたときの、いわゆる

第２案の内容についての精査がされております。私はそれを早くまとめてほしいなとずっ

と言い続けておりますが、１２月議会ぐらいにまとめるというふうに議会の特別委員会が

言っております。 

 それで、この庁舎の問題は、議会が検討すればそれで済むという問題ではなくて、おっ

しゃるように、執行部として住民サービスの問題、防災対策の拠点、こういった観点から

しっかりとした答えを出していかなくちゃいけませんので、耐震改修案についての、議会

としての議論がある程度まとまった段階に、市民の皆さんの意向も充分に勘案しながら、

どういうかたちで 終的に実現をして行くのかをはっきりさせなきゃいけないと私も思っ

ています。それを皆さんにも充分に説明しなきゃいけないと思いますが、いまは、第２案

についての検証作業が続いていて、その内容がなかなか見えにくいものになっているとは

思います。これからも情報提供は市執行部としてもどんどんしていきたいと思っておりま

すし、市執行部自身がまさに責任を持って方向付けもしていかなきゃならんと、市民の皆

さんの意向を受けて、していかなきゃいけないという認識を持っておりますので、現在の

議会での検討作業がある段階まで来たときに、じゃあ、それを踏まえてどうしたらいいん

だということを、私自身、あるいは市の執行部としてしっかり考えたいと思っております。

まだ、具体的にどうだっていうのは議論が詰まってないので、いまの時点でああだこうだ

と結論めいたことを言える段階にはなってないと私は思っておりますので、このあたりで

答えにさせていただけたらなと思います。 

 この庁舎の問題は、多くの皆さんが引き続き関心を持っておられ、市民にとって大事な
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施設のあり方を問われている問題ですので、我々も真剣に考えたいと思いますし、答えを

出していきたいと思いますので、引き続き、ご関心を持っていただきますようお願いをし

たいと思います。 

 

（地元意見） 

 大丸の横の県道の太平線通りについてです。新聞や市報にも多少の詳細は載っておりま

すけど、詳しい内容等については知らないかたが多くて、どうなっているのかなというよ

うな声をよく聞きますので、工事概要とか、工事金額、また目的等について、この機会に

教えていただいたらと思います。 

 

（都市整備部長） 

 詳しい皆さま向けのパンフレットも用意しておりますので、必要な部数をお届けしたい

と思いますけれども、工事の概要といたしましては、現在、既に工事にかかっており、シ

ェルター、大屋根の柱の基礎工事を実施しているところです。具体的には、大丸の前の１

区画につきましては屋根がかかり、いわゆる太平線全体について４車線であったところを、

両側を１車線ずつ減らして双方向のまま２車線の道路にする。それで、両側の歩道空間、

また大丸の前は芝生空間になる予定ですけれども、そちらを住民、市民のかたに憩っても

らえる空間にする。ホテルはオープンカフェを予定されておられますし、あるいは既に空

き店舗に３件ほど新しく出店していただいており、商店街の皆さまと共に、賑わいを再生

していくということを目的とした事業です。来年の５月末には屋根が完成いたしまして、

６月末の時点では道路の歩道部分の整備等が完成し、７月のオープニングに向かってとい

うところでございます。 

 予算につきましては、事業費に対して国の支援をほぼ半分受けています。私どもは地元

と一緒に、中心市街地再生、特にその中でも駅周辺の核の再生の第一歩としまして、本当

に地元の商店街のかたとずっと話し合って、社会実験を平成２０年、２１年と２ヶ年にわ

たって実施した上で、これをやらなければやはり鳥取駅前の再生というのはなかなか難し

いであろうということで、一生懸命取組んでおります。 近大丸から足が遠のいているか

たもこの中にはおられるかと思います。地元の商店街や大丸さんも太平線のシェルターに

合せてリニューアルされたり、外装を直されたり、すでにニューオータニさんが一部工事

されているのをご覧になったかたがおられるかと思いますけれども、駅が変わるのとあわ

せて太平線が変わり、あの一角が変わるということを、地元の皆さん、中心市街地の皆さ

ん、さらには中心市街地以外のまちなかの皆さんとともに、盛り上げていきたいと思って

おります。どうか、よろしくお願いいたします。 

 

（地区自治会長） 

 私が初っ端に昭和１８年のことを申し上げたんですけれども、市のお出でいただいてい

るかたの中には経験されたかたがおられんですなあと言った意味は、震度７の地震がくれ

ば、この修立地区に倒れる電信柱がたくさんあるんです。トランスが乗って、傾いている

電信柱もたくさん、ブロックも倒れると調査しました。町内会長さんから聞かせていただ

いております。電信柱が３本倒れたら車は通りません。修立小学校にどれだけの物が備蓄
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してあるのか僕もよく分かりませんけれども、ここの公民館にはゼロです。そういう状況

ですと、本当にこれでいいだろうかと。お話はたくさん聞かせていただいたんですけれど

も、目に見えて、ああ、ありがたいな、できるなっていう実像が描けないんです。本当に

あの当時を思うと怖いですし、口では言えるものじゃありません。映像で東日本がどうの

って言いますけれども、鳥取の地震の災害の様子が、まだ私たちの目にはしっかり残って

います。大変なことです。そうしますと、やはり何もないときに備えをしていただきたい。

それから分散方式ということだったんですけれども、果たしてそれでいいだろうかと。 

先般市の自治連が視察した松阪市あたりは、半分近くは避難場所にきちんとそういう

必要品が整備してありますし、尚且つプライベートな関係のことが必要な女性であるとか、

障がい者の施設、テント類まできちんと整備されておるんです。それで、東日本等に学ば

れたということであれば、やはり学ばれたことについて、目に見える物を鳥取市も返して

いただくとありがたいなと思うんですわ。 

いま一つはそういうことを考えますと、三洋さんがいろいろ逃げられたり何したりし

て、かなりの広い土地が実はあるんです。それで、宅地に転売されておる状況も生々しく

見るんです。この鳥取市のど真ん中に、もう二度と確保できないじゃないだろうかと思う

ような素晴らしい土地ですね。市長さん、何か知恵を絞って、鳥取市の将来のために確保

していただけたらなと思いますので、その点もお願いとして頭にしっかり置いて帰ってい

ただけたらと思います。公民館であろうが、学校であろうが。この修立校区というのは文

教の土地でして、幼稚園から保育園、中学校、小学校、高等学校まであるんです。そうい

うことが私たちまちづくりの誇りでもありますから、あそこにそういうものを作っていた

だけたらありがたいと思います。ひとつ考えてみてください、お願いしますわ。 

 

（竹内市長） 

災害ということに対して備えを充分にする必要があるというご指摘をいただいており

ます。私たちも鳥取市として、各地区の備蓄の話もありますし、備蓄といっても限りがあ

るわけですので、緊急の応援体制ですね、避難場所の整備とか、物資の運び込みとか、そ

ういった訓練を日頃やっておりますが、そういったことで万全を期していきたいと思いま

す。なお、地域の中でも防災について関心が高まっているものと思いますので、改めて、

危機管理課等を招待いただいて訓練を実施するとか、あるいは、修立小学校にどんなもの

がどの程度備蓄されているんだというような、実際に足を運んで見ていただくような機会

も、こちらでもご要望に応じて用意もさせていただきます。先程話しておりましたように、

全県的な備蓄の分担もありですね、だから、西部に震災が起これば東部のものを持って行

くとか、そういうことも含めてマルチに活用する仕組みのもとで整備を進めております。

また自助として、避難するときは飲み水の幾ばくか、あるいは自分が当座に食べる食料の

幾ばくかを持って来ようじゃないかとか、 小限避難袋に入れておこうとかそういった類

のことも当然あるわけです。地域の中での自助、共助は、避難場所に一緒に来ていただく

とか、何かにといろいろあり、一言では申し上げられませんが、災害に対する対策という

のは公の立場の我々市ができる限りのことは行いますが、結局は、地域の中での取組みが

重要ということも申し上げて、今後とも一緒になって体制強化に努めたいと申し上げてお

きたいと思います。 
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 もうひとつ、南吉方の旧三洋ＣＥの工場ですが、ご存じのように囲いが出来たりして建

物の解体が進んでいます。だいたい４.５ｈａぐらいありまして、市街地の中にある一団

のまとまった土地です。我々はこれまで三洋、あるいはパナソニック側に、あそこを新た

な産業施設の立地などで有効利用して雇用を生み出してほしい、撤退してそのままにして

おかれたら困るということを言っております。できるだけまとまって使ってほしいという

ことも申し上げておりますので、その方向性で県とも一緒になりながら働きかけを続けて

いきたいと思います。分散して切り売りされるようなことにならないように考えていかな

くちゃいけないと思います。この修立地区の皆さんにとって、本当に身近な地域の課題で

あるということも充分また認識を深めましたので、改めて、あらゆる機会を捉えて働きか

けもしていきたいと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

 鳥取市としては、やはり鳥取自動車道が、この平成２４年度末に岡山県内の未開通区間

も開通して全面開通するということで、高速道路時代と言える時代に本格的に入ると言っ

ても言い過ぎじゃないと思います。高速道路のネットワークに入るし、鉄道の方も、新し

く山陰新幹線の議論もだいぶん出てきておりますので、こうしたものも含めて、鳥取市の

将来のビジョンを作っていきたいなと思います。また、世界で唯一の砂の美術館ですね、

これの評価もお陰さまで随分高いものがあります。まだまだ改善をしたり、内容を整えた

りもしなきゃいけませんが、地元の皆さんにもぜひ見ていただきたい。来年は、東南アジ

アをテーマとして王朝の栄華と、現代で活躍するこの地域について展示します。日本の工

場がタイで洪水に遭ったという話も記憶に新しいと思います。あるいはミャンマーやベト

ナムも日本の企業進出が盛んそうだというようなこともあります。観光でも世界の観光地

として非常に日の目を見ておりますが、鳥取でもイギリスに続いて、その東南アジアをテ

ーマとした砂の美術館を来年度は予定しております。 

 我々のおかれている状況は、決して１００％恵まれたり、完全だったりするものではな

いですけれど、いろんな可能性を切り開いていく、そして、自分たちの地域を守っていこ

う、こういうことのために力を合わせていこうじゃないですかというのが、私の気持ちで

あります。地域の協働のまちづくりに対しては、特に防災関係の支援が少し薄いんじゃな

いかというのが 近の私の認識で、市の方での助成を強化したいと考えております。皆に

も話しているんですが、まちづくり協議会の取組みの中で、防災の取組みに対して、これ

まで自主防災会に支援していたのとは別枠で新たに支援しようじゃないかというようなこ

とも考えております。例えば地域で、本当に 小限の、例えば防災のときの道具類ですね、

バールとか鋸とか、あるいはヘルメットとか、何かそういうものが必要だということであ

れば買って備えてもらうとか、タンカを用意しておこうとか、そんなことにも対応できる

ようにしたいなと思っておりますので、ちょっとご紹介をして締めくくりにさせていただ

きたいと思います。 

皆さんと一緒になりながら、安全で安心な鳥取のこの修立地区を築き上げていく努力

を続けたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。今日は、本当にあり

がとうございました。 


