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日進地区 地域づくり懇談会 議事録 

 

１ 日 時 平成２５年７月２日（火） １９：００～２０：５５   

２ 会 場 日進地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２５名 

市側出席者  １４名 

竹内市長、深澤副市長、羽場総務部長、亀屋庁舎整備局長、武田企画推進部

長、大田経済観光部長、大島都市整備部長、河井教育委員会事務局次長、馬

場下水道企画課長、高橋秘書課長 

            ＜事務局＞安本協働推進課長（司会）、岡本協働推進課課長補佐、岡田協働推

進課主任、有本協働推進課主事 

 

４「地域での市の主な取り組み」について 

スクリーンに基づき説明（竹内市長） 

 

５「協働のまちづくり」についての報告 

（日進地区副会長） ※スクリーンに基づき説明 

 平成１８年４月２８日に日進地区としてまちづくり協議会というかたちを制定しまして、

平成２２年６月２日にコミュニティの支援宣言書を市長の方からいただきまして、地域全

体での取組みというかたちで取組んで今回まで来ております。 

 それで、協議会の取組みの課題ということについては、できました平成１８年４月に取

組み課題を決めるにあたって地域の約１，７００の所帯にアンケートをいたしました。ま

ず、そのスタートは早稲田大学の先生がお出でになってご指導をいただいたことです。そ

のときに地区住民の声というのは非常に大切であり、地域の最重要なものであるから、協

議会の活性化の源であることを教わりましてアンケートをいたしました。それから７年経

っておりますが、このアンケートをベースに活動を進めております。そのアンケートの中

から、まず日進地区を賑わいのあるまちづくりにしようじゃないかということ、２番目に

暮らしやすいまちを作ろうじゃないかと、それから３番目に日進地区にある歴史や文化、

そして 最後に防災対策を取組んでみようということで、この４項目を大きな項目の取組

み課題として取り上げました。それで、平成２５年度につきましては、これらの中から、

賑わいのあるまちづくり、それから暮らしやすいまちづくり、それから防災対策が徹底し

ているまちづくりという３つの大きな課題について取組んでみようということにしました。

まず、賑わいのあるまちづくりにつきましては、地区祭りということで納涼祭というのを

昨年までやっていました。これは今年日進小学校のグラウンドを中心にやるんですが、ち

ょうど６月１６日に全グラウンドを芝生化をしたものですから、納涼祭をやる８月頃はち

ょっと入りづらいなということで、地区祭りというかたちにして今年の秋、民間といっし

ょに何かできないのかということで、今のところ計画中です。 

 それから、しゃんしゃん傘踊りにつきましては、日進連ということで参加していますが、

これについてもまちづくり協議会の中で支援していきます。しかし、踊り手ということに
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なるとちょっと年齢が高く、２時間半の時間大変なものですから、支援部隊というかたち

で支援していこうということで頑張っているところです。それから暮らしやすいまちづく

りにつきましては、まず大きなものでなく、小さいものからということで、本通りのバス

停の付近に椅子を設置してほしいです。これは、地元の高齢のかたがパレットなんかにお

邪魔したときに、そこの近くのバス停に椅子がなかったため、うろうろとされて疲れると

いうふうなことがありました。そこで、本通りさんにちょっとお願いをして、反対側の歩

道にある椅子を移動していただいたりして、もう既に対策を打って実行できました。それ

から、これはぜひお願いしたいことですが、通学路のカラー化をしてほしいということで

す。日進地区１６町内の中で子どもたちが歩道を通って学校に通学できるという場所はほ

んの限られたところだけです。それで、特に日進小学校というのは、南吉方町１丁目、２

丁目、要するに鉄道の南側になりますが、あちら方面の子どもが多いものですから、あそ

こから通学するのに、子どもの足で約２０分から３０分かかります。歩道がない道路をず

っと団体で登校しますので非常に危ないということで、歩道を作れば一番いいですが、な

かなかそうはいきません。そのため、まずカラー化をしていって子どもたちの安全を守っ

ていったらどうかということでの発案で、今年はそれに取組んでみようということにして

おります。 

 それから小学校のフェンスに花壇を設置することです。今年の春も既に実施して入学の

ときには少し花を咲かせてお迎えしました。また秋口には秋なりの花を植えようとしてい

ます。ただ、プランターを使っての設置ですので難しいですが、これも続けていければと

いうふうなことで取組んでいるところです。 

それから、防災対策につきましては、一緒に防災という面も含めて、子どもたちのカラ

ー化を一緒にやろうということと、それから防犯カメラを日進地区で設置できないものだ

ろうかと、計画案を練っていこうとしています。実際、３、４年前になりますけれども中

学生なり、小学生なりといろいろと不穏な動きがあったものですから、この辺もできれば

推進していきたいと考えています。それから照明は設置されていますが、この地区は鳥取

大火にあっていないため小さな路地が多く、どうも暗いという点があります。ただ、この

照明については明るければいいというものでなく、近隣のかたのご協力も必要で、その辺

のことを各町内の会長さん等とも話しながら、取組んでみたいと考え、今年は少しずつ動

いております。 

 それで、順調に進んでいる取組みということで我々が考えましたものは、納涼祭としゃ

んしゃん祭に参加する日進連の支援、これが比較的上手くいっているのかなと自画自賛し

ているところです。ただ１点、しゃんしゃん祭りの方の参加につきまして、子どもさんの

参加がだんだん減っておりまして、今年も子どもさんの参加を集めるのに非常に苦労して

いるというふうな状況です。ただ、開催につきましては皆さんに賛同いただいて、上手く

進んでいるのではないかなというふうに考えております。それで、暮らしやすいまちづく

りの方でも見ますと、先程言いましたように、フェンスに花壇を設置していってというこ

とで、春先ですけどもやります。それから設置につきましては、朝早くからこうして会員、

協議会の会員のメンバーが揃って協力していただきました。これは少し前の写真になりま

すが孟宗竹という大きな竹をプランター代わりに作りまして、花を植えて飾ってみたとい

うふうな施策も講じながらやっておるところです。 
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 それから、まちづくり協議会全体の広報活動につきましては、以前にも市長のところに

お届けしたと思うんですけど、まちづくり情報誌というのを毎年春と秋に２回発行すると

いうことで続けておりまして、１１回発行しました。残念ながら平成２５年の春につきま

しては実行できませんでしたが、掲載内容につきましては各部会の紹介やきんさい祭りに

対する参加者の投稿をお願いしたりしています。特にここ最近、我が町の紹介文というこ

とでそれぞれ１６町内には何の特徴があるのか、どういうことが皆さんにＰＲしたいのか

というふうなことも含めて、まちづくり情報誌に掲載させていただいているところです。 

次に、思うように進んでいないということになると、かなり多いですが、ちょっと整理

させていただきました。暮らしやすいまちづくりの中で最初に皆さんの方から声が多かっ

たのが、地区内の花壇の整備をしてくれとか、増やしてくれとか、それから公園の整備を

してくれとか、停留所等の椅子を増やしてくれとか、整備してくれとかいうのがありまし

た。それで、初めの頃、全部の地域を回ってみました。それで、どこがそういう声になる

のかなということで調べてみたんですが、比較的できているのではないかなという気はし

ました。しかし、そういう声がたくさんあるということで、それからいろいろ練った中で

は実際に取組みの解決に向かっての実行が今進んでいないということ。それからもう１つ

公園管理等につきまして、町内の方でいろいろ整備をしていただいておりますので、そこ

とのだぶりがありまして、どういう取組みをするのかというのがちょっと分からないよう

な状況で保留になっています。 

 次に防犯灯、防災対策についてということで取組み始めたんですけれども、先程言いま

したように街灯の問題、それから住民防災意識の向上ということで取組んでみました。ま

ず、設置場所だとか、それからセンサー付きの街灯の照明器具、どういうかたちで付けて

いくのがいいのか、単純な話で電気代をどうするのか、それから設置場所をどの辺に持っ

て行くのか等いろいろとありまして、今のところ調査段階の状況です。それから、住民の

意識向上につきましては、具体的にどういうふうな対策がいいのかまだ煮詰まっておりま

せん。日進地区というのは袋川という大きな川がございますけれども、洪水等につながる

ような水も出た記憶もないようですから、その辺でなかなか難しい分もあります。 

次に、歴史と文化を語るまちづくりということで３つの項目を挙げました。歴史の発

見・史跡の整備、それから桜土手を憩いの場所にというふうなこと、それから因幡の文化

が見えるもの。これは地域の皆さんにこんな声があるということを聞きまして挙げさせて

いただきました。それで、歴史と文化につきましては、全１０回発行のまちづくり情報誌

というものの中に入れさせていただいて、お寺の歴史やお地蔵さんの歴史、それから吉方

町の神社の歴史など挙げさせていただきました。ただ、今のところ１０ぐらいの歴史があ

りますので、これをどういうかたちで皆さんに周知できるものにしていくのかが今のとこ

ろ思うように進んでいないというような状況です。 

 それから、桜土手の憩いの場所は、袋川の右岸の新橋から上流に向けて、旧２９号線ま

での間が非常に交通量も多く、人の交通も多いんですが、あそこに歩道がなく非常に危な

いです。３年前に一応フェンスの半分近くを整備していただきましたが、信号がないため

結構車のスピードが上がります。そのため、高齢の女性はその風圧でよろけてフェンスに

手をつくだとか、車が来るとすぐ降りてしまう等非常に危ない状況にあります。市役所の

担当者と話しましたが、正規の１．５ｍとか２ｍとか幅の広い歩道でもなくて、要は危険
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が少し回避できるような、１ｍぐらいの歩道でもいいんじゃないかなということ。それか

ら、そこに桜の木が４本もありまして、この古い桜の木を取ってくれという話がありまし

た。しかし、先日寺町の中区で役員会を行い、市へさらにお願いするのに、桜の木を切っ

たらすぐ実施するという話をしたら大反対を受けました。切らずにお願いすることで落ち

着かざるを得なかったということで、桜の木を残しながら何とかいい方法はないのかなと。

それで、そこにベンチでも置けば、桜が咲く春先には写真家もかなりお出でになり、いい

場所じゃないかなというようなことで、できればそうしたいと思っております。 

 それから因幡の文化につきましては、何を取り入れてやっていくのかちょっと分からな

い状況です。項目としては継続していきたいと思っていますが、残していてなかなか進ん

でいない項目になろうかと思います。 

最後になりますが、まちづくり協議会の課題ということで、スタートのときより協議会

全体での取組みに対する意欲が低下したのではないかと感じております。それから、現在

取組みの課題が７年を経過しておりますが、果たして７年という年月は、妥当なのかどう

か考えてみる必要があるんじゃないかなと。また、協議会としての大項目になりますが、

目的意識が低下しているということで、やる人はやる、やらない人は無関心というような

部分が見え隠れしているんじゃないかと考えております。 

 次に実行スタッフの世代交代と体制づくりということで、協議会で今活動をやっている

大半が発足のときのメンバーです。そのため７年ぐらい経っており、その大半のメンバー

が地区の会長さんを含め、副会長、役員をやっておられるかたで、年齢的にも高くなって

います。私も７０になりますけども、それがこうしてお話するようなメンバーですから、

もう少し若返りをやりたいなというような気がしております。それから、もう少し取組む

課題の現実、実現可能な課題のものはないのだろうか、それに取組む体制を作っていった

らどうだろうかというようなことを考えています。次に行政機関との協調戦略、つまり実

現するための戦術というのは何かということで、こんなことも一応うちの方の課題、取組

みになるのかなと考えています。自分たちで手を入れてやるというのが基本になっていま

すが、要望書や提案など、物事を整理できるのもあるのではないかという意見も含めてや

ってみたいと思います。それから要望・課題ということになると非常に大きいですが、ま

ちづくり協議会が元気で活動できるようにするためにも、こういうものを少し考えてみた

いなということで整理してみました。ただ、まちづくり協議会の課題につきましては、私

独自の発想であり、皆さんに同意を得たものではないので、その辺はお断りさせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 地区内通学路のカラー化について 

＜地域課題＞ 

歩道、車道の区分の無い地区内通学路のカラー化を行って欲しい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 
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【都市整備部】 

通学路の安全確保については、平成

２４年６月から１２月まで関係各課、

関係機関と安全点検を実施してきまし

た。その結果により、平成２５年度に

おいて安全対策事業を実施する予定と

しています。本要望についてはこの事

業の中で実施できるよう検討していき

ます。 

 

（都市整備部長） 

地区内の通学路でカラー舗装をする

とどうなるかというイメージを次のス

ライドで作っております。私どもいた

だいているご意見としては、こういっ

たカラー舗装で、車で通られるかたに、

ここから先は歩道なんだなと、注意を

喚起するというご提案だと受け止めて

おります。鳥取市の通学路の安全確保

対策ですけれども、平成２４年、昨年

の６月～１２月まで関係機関と安全点

検を実施してまいりました。その結果

を踏まえまして、今年度、平成２５年度に安全対策事業を実施する予定としております。

いただいたご要望についても、この事業の中で実施できるように検討を進めてまいりたい

と考えております。 

 

（地元意見） 

 １番の地区通学路のカラー化についてなんですけども、陳情要望の方を聞いていただき

ましてありがとうございます。それで、この２５年度の安全対策事業で実施していただく

ことに、今こうやってお聞きしたんですけども、具体的にいつ頃、計画しておられること

が分かりましたら教えていただきたいんですけども。 

 

（都市整備部長） 

 都市整備部ですが、今市全体の中でこの交通安全事業の順位づけをしているところでし

て、今年度中ということ以上は、お答えできない状況です。 

 

（地元意見） 

 いろいろ学校の休みの間とか、冬場になったら雪が降ったりするものですから工事する

のも大変じゃないかなと思いまして、できれば早急な対応をお願いできたらということで

話させてもらいました。よろしくお願いします。 
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＜補足：道路課対応方針＞ 

 本案件は、通学路の整備であり、学校、地域からも強い要望が出ていますので、『鳥取市

通学路交通安全対策推進協議会』において方針決定後速やかに、本要望が平成２５年度事

業の中で実施できるようにしていきます。 

 

２ 吉方１丁目から新橋への登り傾斜解消と新橋から川側道への曲がりコーナーの道路

幅確保について  

＜地域課題＞ 

 新橋に上る道路の傾斜がきつい（冬

季は も危険）。障がい者・老人等は登

れない。特に、歩道橋へは健常者でも

自転車では登れない。 

新橋から川側道に曲がる場合、曲が

れない。何回か切替えが必要と成る為、

道路が混雑する。特に冬季は混雑・危

険が増大する。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

新橋に接続する袋川左岸側の道路勾

配は、新橋架橋当時（昭和３９年）河

川との関係で現在の勾配となっていま

す。高齢者、障害者等の皆様の移動円

滑化のため、道路勾配を変更する検討

を行っていきますが、このためには、

地元関係者の協力・同意が必要です。

協力をお願いします。 

新橋から袋川左岸上流側道路（市道

吉方温泉４号線）への左折は、取り付

け部道路幅員が３．０ｍと狭小なため、困難な状況です。橋の架け替えについては、新橋

上流８０ｍ付近に都市計画道路による橋梁新設の計画があるためできません。解決方法は、

市道の隅切り設置しかなく、用地提供等の地元の協力が必要となります。地元の協力が得

られた場合、事業実施を行う予定です。 

 

（都市整備部長） 

傾斜がきついというご意見をいただいておりまして、これにつきましては検討させてい

ただきたいと思います。ただ、急になっている斜面をなだらかにするということですと、

この上にちょっと土を盛って遠くまでなだらかにするということで、水はけですとか、玄

関からの出入り、皆さまの土地からの出入りですとか、そういうところが同意をいただけ
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るかどうかという調整が必要になって

まいりますので、皆さまと一緒に検討

していければということを考えており

ます。それから、この交差点、非常に

危険だというお話をいただいておりま

す。今の時点では、この道路自体切り

返しを減らそうといたしますと、ちょ

っと隅切りを広げるとか、地域の皆さ

まの協力をいただいて検討していくこ

とになります。同意をいただければ速

やかにできるのではないかと考えてお

りますのが、切り返しの回数の道路自

体を広げるというよりも、いろんなも

のが見づらいというところの改善を積

極的にやらせていただこうと、検討さ

せていただこうと考えています。 

 １つはやはりカーブミラーが歩道だ

けは見えるんですけれども、どうも車

を運転されているかたから見づらいん

じゃないか。また、私どもが現地を歩

いてこういう課題をまず考えましたと

いうことですので、地域の皆さまが思

われるものとすり合わせていくわけですけれども、この見づらいのをもう少し解消する方

法がないかと、向こう側をもう少し見やすく改修できないか。あるいは、昔造った橋です

と必ずこの橋の上にここから先が橋ですよっていう親柱を必ず出さなければ当時はいけま

せんでした。しかし、現在は構造上きちんと確認が取れていれば、この出っ張っている部

分は削ってもいいことに規定がなっておりますので、そういったかたちで少しでも見やす

く、また通りやすくというところを公共の部分でできるところを、積極的に検討してまい

りたいと考えております。 

 

（地元意見） 

すいません。今説明いただいた中のですね、新橋の周辺の件の写真と部長が説明された、

我々が希望する内容がちょっと違っていますから修正させてください。先程こちらの方の

傾斜の話をされましたが、ここの傾斜でありません。こちらの道路からこの橋に上がって

来るところの道路に急激に勾配があるんですよ。それで、そこを上がるのが身障者や車い

すのかたではほとんど登れませんし、それから、我々健常者でも自転車がこの歩道に登っ

てくるというのは非常に難しいので、傾斜の問題はこちらの方なんです。 

 

（地元意見） 
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 こっちが白兎会館に行く方ですね。

それから、お話しているのはこの道

路からこちらの道路に回るルートに

車が来るんですけども、こちらに回

るのが鋭角になっているため非常に

回りづらいんです。冬場なんかどう

しても雪が積りますし、それからこ

の角が散髪屋さんですけども、ここ

までの道路が狭いので非常に回りづ

らいですね。何とかそこを解消でき

ないのかなということです。ですの

で、場所の説明と我々が要望している話が違うかなという気がしました。 

それから寺町の中区の方ですけども、要は欄干が車道よりも少し高いんですよ。そうす

るとこちらから走ってきたときに、歩道の欄干と車道のこれとがクロスになりましてね、

非常に見づらいんですよ。ここは交差点でスピードは上げられないものですから、事故を

起こしたかたに聞くと、こちらから軽自動車が来るときに見えづらいって言うんですよ。

それで、こちらに向けてのカーブミラーもないんです。この土手を走るときにはここにカ

ーブミラーがあるので見えますが、ここから上がって来るときの、新橋を渡って来て、こ

っちに来るときのカーブミラーがないんですよ。それで、ここのところは本来一旦停止に

なっています。それで、警察がここでいつも一旦停止の取り締まりをやっていますから、

その一時期は止まりますが、殆ど一旦停止やらないんですよ。それで、特に子どもたちは

歩道のない道路を通学路として横断してこちらに行きますので、ぜひその辺の解消も含め

てお願いしたんです。ですから趣旨がちょっと我々の希望と違ったものですから。 

 

（都市整備部長） 

 私どもがいただいた地図で、勘違いしてここだと思い込んでしまったところをご説明し

てしまいました。もう一度確認させていただいて、皆さまから要望いただいたところにや

らせていただくという前提で斜面の話は当然他の場所でも同じようにやらせていただくつ

もりでおります。 

 

（地元意見） 

 うちの町内の中には消防車と救急車が一方は一方通行のため１ヶ所しか入れないんです。

そして、そこの角は新橋を渡って寺町の方に行くことができないんです。それで、白兎会

館から入ってくればなんとか回って土手に入って来られますが、ほとんど久松橋から入っ

てくる消防車と救急車しかないんです。それで、出かけるのも白兎会館に行く道しか回る

ことができない。それで、消防車も救急車もうちの近くの梅翁院というお寺の前の駐車場

に置いて中に入って行くということなので、そこの角はなんとか広げてほしいと思うんで

す。 

 

（地元意見）  
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 道路が狭くて救急車や消防車が通れ

ないんです。ですから、末広通りから

久松橋の手前のところを左に折れて、

真っ直ぐ行くしかない。それで、ここ

も救急車は来ますけども、５分～１０

分ぐらいかかって、ゆっくり誘導しな

がら出ていく状況です。非常に道路の

狭いところです。それと、私が写真を

上げさせていただいたのは吉方の白兎

会館の方から新橋を見たときに勾配が

あるんです。それで、ここの写真を撮

ったところとここまでが３ｍか４ｍぐらいの距離しかないんです。そして、勾配のところ

がちょっと辛いという。ですから、こちらからこっちに出るときの勾配と、ここのところ

が道路が狭い。それから、救急車なんかみんなここの道路に沿って久松橋の方からこうい

うルートしか通れない。それで、ここも消防車や救急車は回れませんから、何回か切り返

して夜中だろうがピーポー、ピーポー言いながらずっと動いているというような状態で。

ここはもうなんとかしないと。 

 

（地元意見） 

 これは急斜面ですからどっちかが止まって相手を待って、どっちかが入っていかないと

両方がもう急斜面ですから。これは現場を見てからもう一度検討していただければいいと

思います。今はどっちにしても急な斜面になっていますから。 

 

（都市整備部長） 

 はい、分かりました。こちらも斜面の勘違いがありましたので、もう一度一緒に地元に

入らせていただければと思います。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

 翌日地元役員と現地で地域づくりの課題について確認をした結果、概ね部長の発言内容

が、課題解決の回答となっていたことを双方で確認しました。 

新橋に上る傾斜がきついとの課題を解決するための具体的手法については、次のとおり

です。 

新橋の歩道橋は（昭和５４年）通学路の安全確保のため設置されたものです。河川との

関係で現在の歩道橋の高さとなっており、勾配について、新橋よりさらに急こう配となっ

ています。吉方温泉１丁目方面から来られる高齢者、障がい者等の皆様の移動円滑化のた

め、道路勾配を変更する検討の図面を作成していきますので、勾配の緩和の地元関係者の

協力・同意をお願いします。 

 

３ 末広温泉町通りの花壇撤去について  

＜地域課題＞ 
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 狭い歩道に大きな花壇が設置されている。活用実態は、ゴミ捨て場的状況の場所が多い。 

特定の店の前以外は放置状態である。歩行者への影響も多く、撤去して歩道幅の確保、

改善を行って欲しい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

末広通り（県道鳥取国府線）の歩道

幅員は３．９ｍ、植栽桝等の構造物を

除いた通行が可能な幅員については２．

５～２．７ｍとなっています。 

 道路管理者の鳥取県に確認したとこ

ろ、植栽桝の撤去については、地元や

鳥取市と合意形成を図りながら、協同

で検討していきたいとのことです。 

 なお、特に通行者等が多い場所で、

現在、低木がない花壇については、優

先的に撤去することを検討したいとの

ことでした。 

 本市としましては、本地域づくり懇

談会等で地区の皆様の合意形成が図ら

れれば、地区の皆様と歩調を合わせ、

病院通院者等当該歩道の利用者の安全

確保が図られるよう、鳥取県に対して

すみやかな対応を要望いたします。 

 

（都市整備部長） 

こちら側の通りの木が管理されている部分についてはともかくとして、こちらのアーケ

ードの下の部分が、ごみが捨てられていたり、木が植わってないとか、いろいろ管理され

ていない状況にあるところがどうにかならないかというご要望いただきました。実は市議

会でもご指摘をいただいて、この３月から地域の皆さまのご意見をいただきに入っている

ところです。この道路自体が県道ですので、県にも相談を持ちかけながら検討を進めてま

いりました。写真では比較的緑があるように見えておりますが、実際もう砂利だけになっ

ているようなところもありまして、そういったところについては特に優先的に撤去するこ

とを検討したいと県からも回答いただいております。ただ、県も一度作った植栽を撤去す

るということで、地元の皆さまから本当に合意がいただけているのか、念には念を入れた

いということをいただいております。この地域づくり懇談会でもご意見をいただき、更に

地元が取ってほしいと思っておられるという状況を市役所と一緒に確認させていただきな

がら、県の確認が取れたと判断できたところで速やかに取っていきたいというふうにいた

だいております。 

 ですから、今日のこの場でも皆さまのご意見、取る一方でいいのかというご意見も一部
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あるやに伺っておりますので、皆さまご意見いただければと思います。市としては皆さま

のご意見を踏まえて県に積極的に働きかけてまいります。 

 

（地元意見） 

 末広温泉通りの花壇の撤去については、本当に取っていいか悪いかを地元と話をしてい

かないと。まず造るときに相談をして、造ってくださいと言われたときに造るんであって、

前々から花は植えていただくことはないということを言っておられましたのに、今こうい

う問題が出てきておるということは、やはり行政側の一方的なことでやられたのではない

か。どの場合でも花はたくさんあった方がいいですよ。しかし、そこの住民で管理ができ

るかできないか、これが一番大きなポイントです。しっかりとそこの住民のかたに管理し

ていただけますかと、そうでなかったら私たちがしますというようなことであればいいと

思います。ですから、そのときは必ず住民のかたに、相談して植えるか植えないかという

ことは決めた方がいいんじゃないですか。どこもそういう具合に、大変苦労しておられま

す。皆さんは綺麗な花が見たいんです。だけどそれを管理するということになると、いい

わというところが多いんですよ。 

 

（地元意見） 

 末広温泉町の町内会長です。こうして花壇ができて、いろいろと市の方もご尽力いただ

きましてありがとうございます。この問題については、県の関係、市の関係のかたと何回

かいろいろと話をしております。この花壇も、はげ山になっているところもあるし、青々

と管理されておるところもあると。アーケードのない方は非常に綺麗になっておりますが、

アーケードの方側がやはりこれは長年の自然の気候の関係ではないかなというふうには思

っております。この撤去の問題は、４年、５年になりますか。生協病院さんが末広通りに

出て来ていただいて非常に賑やかくなりましたが、病院に出入りされるかたでも高齢のか

たが非常に多い。特にアーケード側の交通量が、以前よりはちょっと増えてきたというこ

ともありますし、雨が降ったりすると、ほとんどのかたがアーケードを歩かれる。それと、

学生さんばかりじゃないですけど、若いかた、中年のかたの自転車での交通が非常に多く

なりました。我々としても、今のところは事故がありませんけど、歩行者と自転車との接

触で、こけられて特に花壇に頭を打ったり、というようなことが起きる可能性もあります。

先程も言いましたように、非常にはげ山もたくさんあるというようなこともあって、町内

として、また商店街としても、この花壇は取っていただきたいというのが正直な気持ちで

す。一つその点も汲んでいただいて、これは県道になりますので、市と、町内、商店街と

一緒になって話を前に進めていただきたいと思っております。一つよろしくお願いします。 

 

（都市整備部長） 

 いただいたご意見きちんと県に伝えまして、できる限り速やかに結論が出るようにお手

伝いをしたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

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） 
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 観光客を呼び込むためにということですけども、行きたくなる、歩きたくなるというの

はまず街がきれい、歩道がきれいということですね。それで、歩道、車道の拡幅を進めて

いくっていうことです。それで、先程３番に出ていました末広通りの花壇の撤去ですね。

６ｍに満たない歩道に花壇はもう必要ないわけですね。車いすで通行したり、荷物の多い

かたがすれ違うのに花壇がもう邪魔になるわけです。もう手入れもしていない、ごみ捨て

場と化している花壇ですね。ガーデン施設という名前をつけて歩道の狭隘化、汚損化を推

進しないようにしてほしいわけです。歩道なんかもいらないです。 

それから山白川通りの歩道設置ですね、これも長年日進地区が要望を出していますけれ

ども、結局県道、県の管理する山白川と市道であるっていう理由や予算の関係、技術的な

問題もあり暗渠にするっていう案も出ています。また、せせらぎをその上に作るという案

も出て、それで蓋をして歩道を設置するっていう案までいきました。しかし、お金もない

ため結局、今の時点でカラー舗装化ですね。あとガードレールを撤去して一体化したもの

にして少し広くして、見てくれだけ良くするっていうことですけど、根本的な解決にはな

っていないです。はっきり言って、蓋かけをして歩道を設置するというのが、本当に日進

地区の希望です。日進地区は鳥取市の中心ですね。ここの美化を進めずして、本当に観光

客はもう歩きたくないわけです。駅降りて、山白川通りを歩いたら、本当にこんなところ

見たくないですよ。せせらぎでも何でもないです。 

 そして、砂の美術館へのアクセスの改良ですね、これは日進地区と関係ないですけれど

も、鳥取市が一番の今売りにしているのは砂の美術館ですね。県外や海外からお客さんが

やってくると、ここにお客さんを導かないといけないわけですけれども、アクセスが十分

じゃないわけです。それで、私、鳥取駅に行って観光案内所で時刻表をもらってきました。

鳥取砂丘に行くにはどうしたらいいですか。これは、外人さんが勇気出して初めて手にす

る時刻表がこれです、もう外人さんには分かりません、漢字で書いてありますね。これ、

中国人は読めますからいいですよ。そして砂の美術館に行くにはどうしたらいいですかと

聞いたら多分答え方は、蕪島行きのバスに乗って砂丘で下りてください。これ海外のかた

が聞いて分かりますか、蕪島行きのバスに乗って砂丘で下りてください。これ日本人でも

分かりませんよ。簡単に言いますと、蕪島行きのバスじゃなくして、砂の美術館に直行、

終点蕪島といった、分かりやすい表示にしなければいけません。 

そして、バスの案内の英語版の表記ですね、提案はいろいろありますけど、時間がない

ので、別に回答していただかなくてもいいです。これが、できるか、できないかっていう

のを考えてやってくださいということです。 

 

（地元意見） 

 先程山白川の説明について市長さんからあったんですけど、２７年、２８年度というよ

うに聞いたんですけど、去年、県と市と一緒になって地区の会長会並びに地域の人たちに

説明があったんです。それで、県も市も１つの線に乗って、ようやくまとまったと。それ

で聞いたのは、２５年度に設計して、２６年度から本格的に入っていくと。ＮＴＴの前も

整備するもので、そちらの方から永楽のところまで整備すると、今の絵のとおりですね。

しかし、今の話を聞くと、２７年度、２８年度ということなんですが、設計そのものはも

う承諾されているんですか。議会でそのことを聞いたんですけど。 
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（都市整備部長） 

 設計につきましては、今年度予算の中でやらせていただく予定にしております。具体の

整備期間については、引き続き予算の中で年度を、この時期にというのを調整しておりま

して、設計は今年度やらせていただくんですけれども、整備時期を調整中というところで

改めて説明させていただこうと思います。 

 

（地元意見） 

 というのは、この事業は県も一緒に絡んでいるわけで、山白川も同時にやっていかない

とチグハグでは進まないということです。前回の説明では２５年度設計、２６年度には事

業に入っていけるということを聞いたのでね。この問題もたくさん今までにあったんです

よ。だけどそれも全部だめになって、ようやくここで、何とか弥生町並びに末広町、それ

から永楽町と１つの線を、きれいに整備すればまた違ってくるんじゃないかということで、

日進地区の人は一応安堵しているわけです。しかし、それがまた延びるということになる

と、またちょっと変わってくるんじゃないかと思うんですけど、その辺はどうでしょう、

市長さん。 

 

（竹内市長） 

 ２５年度に、今説明しているような歩道部分、路肩の歩行者用部分から舗装するとか、

この新しいフェンスに変えて、そして橋の部分に歩行者が通れる部分、青いのが横切って

いると思いますが、山白川横切っていますが、ああいうふうなかたちで車道と歩道を分離

する山白川の上で、そういう内容でしたよね。 

 

（地元意見） 

 そうです。 

 

（竹内市長） 

 そのことの設計を行うことにしております。それで、事業化が、１年おいて２７、２８

というのが今考えている内容でして、大工町から寺町の通りをずっと走って、弥生橋のと

ころまでの事業と一連の事業として取り組むわけです。それで、いっぺんにやりますと、

通路が工事中だらけになるので、半分工事してまた半分工事するというようなことで、工

事時期が２６の分と２７、２８の分になっている。そうしないとここの交通をすごく遮断

するので。 

 

（地元意見） 

 分かります。だから 初からそういう説明があればいいんですけど。２６年度にはかか

れるということを聞いていたもので。 

 

（竹内市長） 

 広い目で見ると２６年度からかかる分もあるんですが、ちょっと川の久松山側なので、
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日進地区の側の部分が２７、２８というふうに予定をしております。これも本当に何度も

いろんな案が出ては実行できなくなっていて。もう本当に私自身も腹を固めております。

これはもう皆さんにご了解いただいた、今できる実現可能な案を必ず実現したいというよ

うな内容にしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 県もやる気になって、この山白川を、何とかするわけですけど、計画を立ててそれも併

せて一緒にやっていただき、それからもう１つ、この通学路ですね。これも提案している

んですけども、この道路を３０ｋｍ／ｈにしてもらったらどうかと。全国的に通学路は３

０ｋｍ／ｈという法的な部分が出てきているんですよ。いろいろな事故があって、それで

３０ｋｍ／ｈにしたらどうかということで、警察に行って説明したら、ここの職員のかた

が、できないと言われたというから、多分やれる方向があるんじゃないかなと。もしも事

故が起きたら責任持ちますかというようなことを言えば、警察はやってくれるんじゃない

かなと思っております。 

それからもう１つ。智頭橋の下流の御舟橋がちょっと見えないような状態になっており

ます。そのため、道路課の職員のかたに言ったら、今日見てきたと。それで、本当に直さ

ないといけないということで、今年度の予算にはないけど来年度の予算には計上したいと

言っておられましたので、ぜひともそれを受けていただくようによろしくお願いいたしま

す。他の橋はよくなっていますけど、そこはもう錆と色が落ちてもう死にそうな橋になっ

ておりますので、御舟橋、昔の水路として中心になった船着き場でございますのでよろし

くお願いします。以上です。どうもありがとうございました。 

 

（地元意見） 

 ２年前に防犯カメラを公民館の前、小学校の前、通学路に設置してくれって書いてある

んですが、この協議事項にも書いてないし、我々まちづくりの方からもお願いしているは

ずなんですが、いつになったら実現できるだろう。２年前には課長さんが、良いことだか

らつけましょうって言っておられたのに、そのまま消えてしまいました。この前の東京の

事件があって、いつあるやも知れませんので、早急にしていただきたい。それから、私い

つも袋川のことを言いますけども、今年、５月の初めごろに、南中の前から、上と下、立

って見たら、５、６本、木が切ってありました。建設省が切ってくれましたけど、まだ、

川面を覆うような柳の木が覆い被さっています。殿ダムが整備されて洪水が起きないと思

うでしょうけども、水の流れが悪くなるんじゃないかなと。それから、柳の木が因美線か

ら面影橋もだいぶ増えてきております。あの辺を１回整備していただきたい。 

もう１点は通学道路のカラー化ですが、現在ほっとライト委員会と、まちづくりと自治

会と、交通安全の方にもお願いしておりますが、夏休みが明けたら出来ているという姿に

してもらいたいです。それを言ったら、山白川の舗装をするからそのときに一緒にしても

らえばいいだけ、というような話が出ておるようですが、それとこれとは別問題です。１

丁目、それから日進小学校の前を早急にカラー化していただきたいと思います。修立小学

校の、三洋電機から修立小学校に行くところには知らない間にしてありました。早いこと

やってください。以上です。 
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（都市整備部長） 

 袋川の柳の木については２年前にもご意見いただいているのを、覚えておりますけれど

も、毎年、国と一緒に現地を回らせていただいて点検させていただいています。そこは点

検しているからやらなくていいということはないですけれども、本当に危ない状況にない

かということは常に関係者と気を配らせていただいて、確認させていただこうと思ってお

ります。カラー化については、市内全体の中で進めている話ですんで、できるだけ速やか

に実施に移れるように、もう一度協議してまいりたいと考えております。 

 

（総務部長） 

 防犯カメラです。２年前もお話させていただきまして慎重に検討させていただきまして、

全市的に各地域でそういったお話は、ここでお聞かせいただいた以降もいろんなところで

伺っているところです。ですが各自治会、地域においてつけてほしいというご要望はある

んですけども、実際にはまだ具体的にどこも進んでないのが現状です。お恥ずかしい限り

で、引き続き検討したいと思いますが、そのカメラをどこがコントロールするのか、どこ

に映像を保管するか等いろんなことを検討しないといけません。市が直営でやっていくと

なると、いろんなことを検討しないといけないということで、作業が進んでないというの

が現状ですので引き続き持ち帰らせていただきたいと思います。全くサボっているわけじ

ゃないですけども、やはり全市的に、ということになると本当に難しい面もありますので

慎重に検討しているところでございます。ご理解いただきたいと思います。忘れてはおり

ませんので。 

 

 

（地元意見） 

１つ質問と１つ要望をお願いしたい。要望は、看護学校が駅前にできるということが設

計上なっていますが、この日進の自治連にも１回も相談はないですし、まちづくりの役員

会にも１回も相談があったことはないと思うんです。それで、建てられることには賛成で

すけども、駅前に建てられることについては、私は疑問があるんです。それはなぜかと言

いますと、駅前は交通の便、車の交通が非常に多くて、深夜でも暴走族じゃないけど、オ

ートバイの馬力を、音を出して走るということがありますし、汽車も夜通りますし、そう

いう面で言うと勉学には非常に不適切な場所だというふうに思うんです。それで、環境大

学の近くに建てられた方が、勉強がしやすいし、市立病院も近いですので、すぐ研究なん

かもできると。それよりかも、観光の面で言いますと、駅の並木を取っ払ってしまって観

光バスを２、３台でも駐車できるようにしていただきたい。 

それで、先程説明がありました日交の物産館や大丸のところのアーケードも出来ますし、

そのアーケードを利用し、そこに鳥取県の物産を羅列して観光客に鳥取駅に来ていただき、

鳥取駅の周りを散策していただく。物産館もあり、鳥取の名物もありますし、それから大

丸・シャミネにも寄り、駅南の商店街とも連携してまちづくりをやっていただきたい。そ

れが要望です。 

今１つ質問は、市庁舎のことが出ませんけども、専門家委員会ですね。莫大な金を使っ



 - 16 -

て、１２回に及ぶ委員会の報告を出されるし、それからアンケートも取られて、結局取ら

れた中身は、それでも耐震改修の方が多いんですわ。それをなぜ市長さんは市立病院跡に

建てようと考えられたのか、それを疑問に思うんで、ぜひそこのところが聞きたい。巷で

は、こういう言い方は悪いんですけども、金が動いているんじゃないかという声も聞きま

す。あくまでもやっぱり耐震改修が賛成で新築移転より上回ったわけですから、やっぱり

その方向で考えられるのが妥当な線だというふうに私は思いますが、いかがですか。 

 

（企画推進部長） 

 ご要望ということでしたけど、看護学校のことで少し説明させていただきます。冒頭、

看護学校を駅前の土地のところに誘致するということについて、地区に対する説明がなか

ったということです。確かにこちらの地元の地区に対して、いわゆる説明会というような

ものは行っておりませんでして、その辺についてはお詫びしたいと思います。それで、そ

の場所の問題です。この看護学校、ご案内のとおりいろんな病院に出かけて行って実習と

いうのが結構な大きな割合を占めるわけです。実習というのはいろんな病院でするんです

けども、これが例えば市立病院だけで全部実習が賄えるかと、そういうわけではありませ

ん。市立病院も当然実習を受けていただかないといけませんし、日赤ですとか、県立中央

病院ですとか、生協さんですとか、また智頭病院ですとか、岩美の病院ですとか、湖山の

方の病院ですとかいろんなところに出かけないといけません。そういった場合に、公共交

通機関を使っていただきたいという思いも強いものですから、やはりその公共交通のアク

セスがいいところが一番いいのではないかということが大きな理由で、あそこに持ってき

ているということです。また、確かに音が喧しいじゃないかというふうなご意見も私ども

も聞いてはおりますけども、何とかそこら辺はその建物の構造なり、設計なりでカバーで

きるんじゃないだろうかなというふうな思いでもあります。いずれにしても、いろんな医

療への公衆衛生活動なんかするにしても、そこからこのアクセスの良さを活かして、いろ

んなところにその学生さんが出かけることもできます。また、建物を地域の主に医療とか

保健の関係のかたの集まりの場と言いますか、研修みたいなもの、あるいは成人病、生活

習慣病予防の講習なんかの会場にも使っていただくんで、とにかくアクセスがいい場所が

いいというふうなこともあって、現在のところ計画しているということです。よろしくお

願いします。 

 

（竹内市長） 

 その他、駅周辺ではケヤキ広場を取っ払ってバスをつけたらという意見がありました。

鳥取市では今、南口のロータリー状になっているバスの停留スペースを改造して、観光バ

スがつけられるかたちにしようと考えて整備を予定しております。今でも、フコク生命ビ

ル前あたりでもバスがよく停まっていて乗り降りしておられるかたがあります。バスの駐

車スペースを真ん中に確保して、駅のしゃんしゃん傘のデザインのところでバスの乗り降

りができ、そして、バスがあそこに駐車するというかたちの計画を立てていることを説明

しておきたいと思います。ケヤキ広場に関しても、いろんな意見があって最近改造された

のをご存じだと思います。だいぶ木は減らして、見通しもよくなったということですが、

緑を大切にする声もあるわけです。そのため、いろいろ調整を図りながら、あそこは県が
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管理している広場ですが、鳥取市も意見を出したりして改善を図っているところです。 

それから、看護学校について、今の説明で十分理解いただけたかどうか分かりませんが、

要は学校法人としても適地を探しています。通学をする学生のため、あるいは教える先生

が来るのにアクセスがいい、それから、今言ったように実習に行くのにアクセスがいい。

いくつもの病院で研修や実習を受けるということですので、そんな点も１つ参考にもして

いただきたいと思います。大阪慈慶学園の例で言うと、新大阪の駅を出て道を挟んだとこ

ろにあり、交通アクセスを非常に重視しているようです。そういったこともございまして、

いろいろ候補地としては考えたわけでありますが、最終的に学校の方の意向も踏まえて、

今、最有力地となっております。専門学校に通う皆さんにとって、やっぱり学校としても

便利なところにあるのが望ましいというような意見が強い。そして、医療の専門学校とし

ていろんな実践、経営者として事業をやる上で同種の学校はたくさんやっておられるので、

やはり交通の利便性というのを重視しておられるということが現状であります。いろんな

意見があるとは思いますけれども、今、そういうところで調整を図っております。 

それから最後の庁舎整備でありますが、基本方針の中で防災と市民サービスの拠点とな

るような施設、これは庁舎と置き換えていただいても結構です。まず、防災と市民サービ

スの拠点となるような施設は、交通のアクセスがいいことと、防災ということでいろんな

機能を備えなければいけないこと、また備蓄を一定程度置く、あるいは市民の皆さんがや

ってこられて一時的にも避難できる場所であることです。また、情報発信というのは、今、

重要であり、例えばＦＭラジオやケーブルテレビは防災の機能を担っておりますが、そう

いったものが収容できることも課題として検討すべきことになっております。何よりも幹

線道路に面しており、どこにどういう災害が起きているか、出かけていき対応するにして

も、またできるだけ早い時間に全市的にある避難所に出かけて行くにしても、一番交通の

要衝にあります。そのため環状道路も活用して９号線、５３号線、そういったもので全市

的なカバーがしやすいなど、防災面あるいは市民サービス面での利便性を考えたところで

あります。 

まだ現在の本庁舎をどのように活用するかとか、残された課題もありまして全体構想を

できるだけ早くまとめて整備を進めていきたいと考えています。それから、住民投票・市

民の意識調査について、住民投票の段階で票の数字での６対４と言いますか、そういった

数字で示された民意というのもその時点の民意としてあるわけです。けれども、具体の内

容として示された計画内容が、それをそのまま実現することはできないというような課題

もありました。現時点では住民意識調査でもだいたい３割、３割ぐらいの数字で、あと１

５％ぐらいの人がもう一度よく考えてみるべきだという意見もあります。そのため、慎重

に今の市民の皆さんの意識や思い、こういったものを踏まえながら、市議会と調整を図り

ながら市庁舎整備を進めていきたいと考えております。もう決まっているじゃないかとい

うご意見だとすれば、私は今そういうふうに考えていません。耐震改修でも、数字の上で

も大きいから決まったことじゃないかとおっしゃったように聞こえましたけども、もう少

し全体像を慎重に考えて決めていきたいという思いを持っております。よろしくお願いし

ます。 

 

（地元意見） 
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 市庁舎に関連して、５地区で説明会を持たれるというふうに聞いておりますけれども、

すべてに市長さんはご出席になりますかどうかということがまず１つ。それから、まだ今

の示された基本的な基本方針ですか、基本的な考え方の中には具体性というものがまだ見

えてこない。今、見させていただいた物の中では、具体的にどのようにするかということ

が明らかになっていない部分がほとんどであります。特に財政的な裏付けの問題等につい

ても何ら触れられていないわけです。それが全体構想、基本全体構想ということになって

来るんだと思いますが、その５ヶ所の説明会の中でその問題が明らかになっていない中で、

どの程度深まるかということが分かりません。そういう意見だけで、結局市長さんは全体

構想を決められるのかどうかということを教えていただきたい。 

それからもう１つは、全体構想が出来た以降も市民の声を聞くということをしながら進

められるのかどうか、これが質問の３点です。後はちょっと意見になりますけれども、今

回の市庁舎問題がおよそ３年間にも渡り市民の中で意見が分かれた一番の根本的な原因は、

出来上がった市長さんのお考えを後で説明をするという形で進めて来られた。 初に、例

えば専門家委員会で出されたようないろいろな選択肢を含めたアンケートが、前もって市

民の中に出されて皆さんの声を聞いた上で、どうしようかということがなされておれば、

このようなかたちになって来なかったと私は思っているんです。 初に市長さんが自分の

お考えをボーンと市民の中に出されたことがこの混乱の根本的な原因だというふうに私は

思っているんです。結局、住民投票で、あのようなかたちで決められました。住民投票と

いうのはご存知のように、５０％を超えました。これは法律に基づいた非常に重要な判断

でございます。ところがその判断よりも、約８万人の市民がそれに対応いたしました。 

ところが今回行われました専門家委員会は、市長さんが選ばれたメンバーでございます

ね。市長さんの恣意によって選ばれた者、市民が何にも係わっていないところで選ばれた

メンバーで、そこが出した結論、つまり小野委員長が出された新築移転の方が望ましいと

いうふうな議論は、専門家委員会の中でほとんどなされていません。それに基づいて８万

の市民の意見ではなくて、８，０００のアンケートの、しかもその中で２，４００ぐらい

の数字のもので１つの市の方向性を決めるということがあっていいものではないと私は考

えております。その辺は意見として聞いていただければ結構です。 初の３点だけをお答

えください。 

 

（竹内市長） 

１３日、１４日の５地区の説明会に私が全部出るということで申し上げております。こ

れまでも同様な質問を受けたことがありますが、突発的もしくは物理的に出られないとい

うことを除き、出席をする予定だということを申し上げておきたいと思います。それから、

この全体構想をまとめる。今の時点の基本構想案は具体性のない部分もありますが、財源

のことなども我々としては検討をして書き込んでおります。あるいは防災・市民サービス

の庁舎については、出来るだけ早く実現しないといけない。そして、更地の状態にある市

立病院跡地に立地するのがいいなど、ある程度基本的、具体的な方向性も示していると思

っています。ではどういった機能で、どの程度の規模のものを建てるかといったあたりは

まだまだ鳥取市役所の中にある市庁舎整備推進本部というところを中心に、調査検討をし

た上でまとめていきたいと思います。 
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特に、今回の庁舎整備では金額面の問題というのがかなり大きな面がありますので、そ

の金額面の見積りも含めて市民の皆さんに全体構想としては示させていただきたいと思っ

ております。全体構想をまとめる段階でも意見を聞きますかということですが、私は常に

市民の皆さんの意見は聞くべきだと思っております。しかし、決めるときには決めないと

いけないのも事実でして、いつまでも意見を聞いておれば決められないということでは本

末転倒であります。何回も申し上げておりますが、市民の生命を守る、暮らしを守る。こ

れは市長としての大変な使命でありますので、これは議会にいろいろとお諮りをしながら

物事を決定して実施していく、これが市長の責任であります。意見を聞くことも責任だと

思っております。しかし、聞くことだけでは物事ができないわけですから、市民の意見を

お聞きしながら、しかし根拠を明らかにして理由を明らかにして、決定を求める。最終決

定である議会の判断を仰いで、そこで決めて実施に図るというのが市の仕組みであります

ので、市民の皆さんの意見もしっかりお聞きしながら進めさせていただきたいと思ってお

ります。 

それから専門家委員会についてご意見をいただきました。これは質問ではないから答え

なくてもいいということでしたが、専門家委員会も条例に基づいてその専門家としての見

識や、それから客観的な議論・判断、そういう使命をおびて５月の終わりまで熱心な議論

をされました。ここはやっぱり我々も専門家の意見として尊重をする姿勢は重要だと思い

ます。私は少なくともそう思っております。住民の意識調査というのも、委員の中から発

議があって、市民の皆さんがどう考えておられるか、現時点の意識はどうかということで

アンケートを行いました。１５，０００という数のアンケートを対象として、これも５０％

以上の回収率でした。それで出てきた市民の意識をしっかり私も踏まえながら、今の市民

の皆さんの考え方を中心に据えながら、この具体的な庁舎整備の方策をまとめていく必要

があると考えております。実はアンケートについてはかなり早い段階で、２２年の秋ぐら

いに２，０００人ぐらいを対象としたアンケートをしまして、これの結果も公表しており

ますが、早い時期から市民の皆さんの意見もお聞きするような取組みをしてきたという点

もあります。全てを言い尽していないと思いますが、３点のご質問についてと、それから

専門家委員会について、少しお答えをさせていただきました。 

 

（地元意見） 

 一言だけ。いつも市長さんは、この席に来ていただいて説明をしっかりされるんですよ。

ただそれを一緒に取組んだ議会のかたからそういう説明がないんですよ。議会の人は、地

域である程度会を開いたということを聞いたんですが、だったらその流れを地域の住民の

かたに、現状を話してほしいです。しかし、一度もその話は聞いたことがないんです。本

当に市長さんはまっすぐ一概でやっておられ、自分の想いを絶えず言われる。これは尋常

だと思っています。 

 

（地元意見） 

 市庁舎整備と全然関係ないと思うんですけども、看護学校を誘致されて建設されること

が決まったというのは、新聞でも拝見したんですけれど、具体的な場所がまだ書かれてな

かったんで、どこか教えていただけたらと思うんですけど。 
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（企画推進部長） 

 現在ワシントンホテルの前の、駅前の交番がありますところの、時間貸し駐車場があり

ます。そこを最有力の候補地として、現在、県の方から買収できるような交渉を進めてお

ります。 

 

８ 市長あいさつ 

 どうもいろいろありがとうございました。具体の提案で、既に砂の美術館前というバス

停は実現しておりますし、そのような提案もわが意を得たりの感も少しあったりして、う

れしく思いました。防犯カメラは、警察も凄く関心を持っていて、付けるときには必ず相

談してくれというようなことも言っております。費用の問題もありますし、誰が映像管理

するかいう問題、このあたりもしっかり確立しないといけません。通りのすべてに付けて

いってほしいというお気持ちはよく分かるんですが、その辺のことも、総務部長が検討す

る上で、地元のかたがたと目的と管理体制、費用の問題を考えなければなりません。２年

前、タクシーの運転手さんが凶悪な犯罪に巻き込まれて拳銃で撃たれたという話しが出て

おりました。撃たれて亡くなったというときに、タクシー会社の皆さんが立ち上がられま

したね。駅のタクシー乗り場に防犯カメラさえ付いておれば犯人を捕まえられたはずなん

だと。それで鳥取市とタクシー協会が半分ずつ出資して、管理はタクシー会社の協会の方

がするんだというようなことで、今、監視カメラがいくつかあの周辺にあります。 

犯人が捕まるのは監視カメラが非常に有効だと、それから犯罪予防にもなるということ

が言われております。鳥取市としても、いろんなかたちで子どもたちの安全を守るため、

これからも積極的に検討していきたいと思っております。長くなってはいけませんので、

皆さんのご意見をしっかり踏まえ、重視していきたいと思います。今日は長時間に渡って

ありがとうございました。どうぞ今後ともよろしくお願いをいたします。 


