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安全安心なまちづくり 
を目指して 

鳥取市 大正地区 の取組み 

ほっと大正まちづくり協議会 

    平成２４年7月1０日 

平成２４度 地域づくり懇談会 
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昭和１８年９月１０日 17:35 鳥取地震 が発生 

大正地区の 
被害が最大 
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鳥取市がH22.3に作成 

千代川水系洪水 
 ハザードマップ 
  （大正地区） 
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地区が２つの小学校区に区分 
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まちづくり協議会の設置 

• 鳥取市自治基本条例の制定（H２０．10） 
   市民がまちづくりに参画し、協働する。 
 
• 鳥取市の６１公民館（拠点施設）単位で 
   まちづくり協議会を設置  （H21年度から） 
   地域の自立、課題解決への取り組み 
 
• 大正地区では平成２１年５月に協議会を設置 
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各種団体等 
• 区長会 
• 社会福祉協議会 
• 青少年育成協議会 
• 民生児童委員協議会 
• 人権・同和教育推進協議会 
• 体育会 
• 老人クラブ 
• 健康づくり推進員会 
• 食生活改善推進員協議会 
• 自主防災会連絡協議会 
• 関係学校・機関 

公  

民  

館 

  連携 

まちづくり協議会 

○交通安全協会 
○消防団 
○教室・グループ 
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ほっと大正まちづくり協議会の設置 
平成2１年５月９日 

安全で魅力ある住みよいまちづくりの推進 

 （目標） 
   ほっと  …… 安全・安心で温かく ほっと する地区づくり  
   ホット（Hot)… 熱気 と活気がある地区づくり 

 （活動テーマ） 

    〔Ｈ〕  本気モードで  

           〔Ｏ〕  おもしろい <楽しい>   

                       〔Ｔ〕 取組みを!!                                                
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まちづくり協議会の活動原則 

• 団体・構成員はいずれか一の部門に所属し、部門内
で単独で又は連携を図りながら活動する。 

• 団体・構成員はそれぞれの自律性のもとに協議会の
目的等に沿った活動を行う。 

まちづくり 
協議会 

 各種団体 
  （構成員） 

協議会は団体の主体性 
を尊重し、各種団体の 
活動に対し指示・強制等 
は行わない 

安全･安心 健康・福祉・環境 社会教育・生涯学習 総務･広報 

（活動） 
部 門 
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まちづくり協議会の取組み 
• 考え方 (設立時） 

   ・ 協議会の活動体制が未成熟 

          → 住民からの多くの期待には適応不可 

   ・ 住民の協議会に対する認知度が低い 

       → 認知度、関心度を高める 

       早い時期に住民が活動の一端にでも参加 

         目に見える形で成果を実感       

         活動への参加意欲と地域愛の醸成 
 

• 活動基本方針（コミュニティ計画） 

      ・当面の事業としては、緊急を要し、各種団体が 

     単独で取り組みにくい活動分野を重点的かつ 

        優先的に取り扱う。      
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【コミュニティ計画の主題】 

• 地域としての纏まりと活性化；絆を強める 
   （地域をあげた行事の開催） 
     運動会、夏まつり など 
 

• 安全安心な地域の確立 
   （とりわけ「防災」とする。） 

将来的には、順次取り組み分野を広げた計画内容とする 



11 

地域コミュニティ計画 

Ⅰ 地域コミュニティの充実強化 
      （地域としての纏まりと活性化） 

 (1) 地域活動の基本単位は自治会。自治会住民 
     の連帯意識の醸成と自治意識の高揚を促す。 
 

 (2)  住民同士が年代層を超えて、互いが強い絆 
     で結ばれ心豊かなふれあいができる地域と 
     するため、地区全体並びに自治会それぞれ 
     が取り組む。 
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【地域の絆づくりへの取り組み】 
 

  ○ 地区運動会の実施  
  ○ ほっとヨイ！ヨイ！夏まつりの実施  
  ○ スポーツ交流会（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ）の  
     実施 
  ○ 交流懇談会の実施 
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地域コミュニティ計画 

Ⅱ 安全安心な地域づくり 
      （安全安心な地域の確立） 

    (1)  安全安心な地域を目指し、住民個々が防災等 
      に関する知識を深め、自助・共助の考えに 
     立脚した適切な行動ができる環境づくり 
  

  (2)  災害時における地域としての応急対策の整備 
   

  (3)  災害に強い地域づくり 
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【防災等への取り組み】 
  ○ 住民の防災知識の普及と防災意識の 
        高揚のための講演・講習会の実施 → 
  ○ 災害時要援護者支援体制の整備 →  
  ○ 自主防災会未整備自治会の解消 
  ○ 防災資機材の整備 
  ○ 防災・安全安心マップの作成 → 
  ○ 総合防災訓練の実施 → 
  ○ 地域防災リーダーの養成 
  ○ 家屋の耐震診断等の推進 
  ○ その他防災に関する活動 
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取組上の課題 

 各種の取り組みを通じて、まちづくり協議会の 
活動が浸透し成果も上がりつつあると感じてい 
るが、地区により取組み方に温度差がある。 
       参加者が少ない地区 
   協力が得られ難い地区   

まちづくり協議会の活動等 
に関するアンケート調査の実施 

現状・実態は？ 
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取組上の課題 

未回答,
1,

0.29%

知って
いる,
202,

58.21%

知らな
い,

144,
41.50%

アンケート結果から 
年齢 総計(人） 知らない 

20代以下 34 29 85.29% 

30代 47 25 53.19% 

40代 51 20 39.22% 

５０代 66 26 39.39% 

６０代 144 43 29.86% 

不明 5 1   

総計 347 144   

参加したことのある事業では、 

 運動会54％、夏まつり35％、防災訓練29％ の参加率となっている。 

   [ まったく参加せず35％ (市51％） ] 
 

各実施事業の適否について （まち協を知っている者 202人中） 

 不適当とした者は5％以下であったが、未回答者が30％程度あった。 
これは、事業の内容が分からないため回答されなかった部分があると
思料される。 

ほっと大正まちづくり協議会の認知度 

(市55%) 
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取組上の課題 

 (・・・・・ 今後の対応 ・・・・・） 
 

• 事業説明・周知の徹底 

• 参加して楽しい、興味を持つ 

• 実際に役立つ   

• 継続性、息のながい取り組み 

● 取り組み分野の拡大 
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新たな取組み 
 

地域内に「住民の目」を増やす 
   

   地域に関心を持つ 
    (割れ窓理論の実践） 
 

  花栽培とあいさつの励行   
 

  地域の安全安心（防犯対策） 
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期待される効果等 
 

○   雑草がはびこる場所は管理されていない場所と見なされ
るためか、空缶のポイ捨てやゴミの投棄が行われるようにな
る。また、そのような場所から住民は目を背けるようになり、
意識が向かない地区では荒廃が進み、犯罪等の発生が心
配される。 

•  花を育てることで、住民の目が地区内に向けられることとな
り、また、地区内の環境美化にもつながる。 
 

○   挨拶運動を展開し、お互いが気軽に声を掛けられる地区
を創りあげることで、誰もが地区で意識され見守られている
と感じることとなる。また、犯罪を犯そうとする人にあっては
多くの人に注視されていると感じることとなり、犯罪の抑制効
果が期待される。 

花栽培 と あいさつ の励行 

地区に向ける目を増やす（安全・防犯対策） 
地区に対する関心度及び一体感が高まる 

住民の 
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ご静聴いただき 
 

ありがとうございました。 

ほっと大正まちづくり協議会 

今後とも地区の皆様のまちづくり
協議会事業へのご協力とご参加を
よろしくお願いいたします。 
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以下資料 
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防災マップ 
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１９地区  

   ７ブロック地図 



24 取り組みへ 
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千代川流域で１００年に１回程度起こる豪雨が発生し、千代川の堤防が決壊した場合、 
大正小学校は決壊から3時間後に約2.3メートルの最大浸水深になると想定される。 

堤防決壊場所 

大正小学校 

もし、千代川の堤防が決壊したら・・・ 



26 

洪水災害に遭遇した時、あなたならどうしますか？ 
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クロスロードゲームは、普段みなさんが

思っている水害のイメージをもとに、地域

での自助・共助の意識を高めることや、官

民の連携を強化するためのヒントを探るこ

とが目的です。 

このゲームに正解はありません！ 
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あなたは自治会の役員です 

   ＹＥＳ  （助ける） 
        ｏｒ 
  ＮＯ （助けずに小学校に行く） 取り組みへ 

あなたは、避難所が開設されることにより、
小学校へ向かいます。途中で、乗用車が
水に浸かって立ち往生し、運転していた幼
稚園児連れの女性が助けを求めています。 
急いで小学校に行きたいところですが、こ
の親子を助けますか？ 
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災害時要援護者 
支援体制 

取り組みへ 
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総合防災訓練 

平成２２年 ３月 地震対応の訓練を実施  [参加者約２４０名]       

   内容： 避難、被害調査、救出・救助・救急法、トリアージ、 

       初期消火、炊出し 
 

平成２２年１１月 水災対応の訓練を実施 [参加者約１００名]       

   内容： 講演会、避難・誘導、排水、土嚢・水嚢つくり、救助 
 

平成２３年１０月 地震・水災対応の訓練を実施 

 [参加者約２５０名；各自治会内での避難訓練等参加者を除く]  

   内容： 避難、被害調査、救出・救護、トリアージ、避難・誘導、 

              排水、土嚢・水嚢つくり、救助、炊出し 
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防災訓練 
8時 地震発生 
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防災訓練 
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防災訓練 
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防災訓練 



35 

防災訓練 

取り組みへ 
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