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明治地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年７月９日（火） １９：００～２０：３５   

２ 会 場 明治地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２９名 

市側出席者  １７名 

竹内市長、深澤副市長、木下教育長、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、井上農林水産部次

長、久野中山間振興課長、林文化財課長、神谷学校教育課校区審議室長、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 

（地区公民館長） ※スクリーンに基づき説明 

 最初に、明治地区の紹介をさせていただきます。 

 明治地区は市の南西方向に位置し、鳥取市最高峰の高山があります。この谷が明治の谷

で、向こうには上原や鳥取市内がずっと見えます。湖山池も見えます。そういったところ

に明治はあります。市街地より２、３度気温も低いのではないかと思います。冬は雪が多

く、安蔵には鳥取市唯一のスキー場もあります。 

 地区の産業は農業で、勤めの合間に農業を営む兼業農家が大半です。農業は稲作中心で

すが、地域の特色を生かした果樹、野菜づくりもだんだんと増えています。河内の里芋づ

くりは、学校給食用に耕作放棄地を利用して栽培しています。細見のラブグリーン細見、

そして上段のファームかみだんも新しい農業経営として脚光を浴びています。 

 地区の特色あるものとして、河内おどり隊を紹介します。河内おどり隊は地域の伝統文

化の復活、継承ということで、昔の盆踊りを復活させ、河内のみならず、明治地区の夏祭

り、文化農業祭でも踊っています。しかも、因幡一円の踊りのグループにも呼びかけ、「鳥

取手踊り・手笠踊りの会」として、安蔵公園スキー場を会場に１０数団体がこぞって踊り

を披露し、多くの市民の皆さんに楽しんでもらっています。 

 明治地区公民館行事で、特色あるものを挙げてみます。夏祭り、文化農業祭、木工工作、

お菓子づくり、ヤマメのつかみ取り、六年生を送る会、らっきょうの一発漬け、新春囲碁

将棋大会、新春講演会、うたわぁ会などなど多彩です。 

 最後に、明治地区の将来性について述べたいと思います。ちょっと古い話ですが、平成

６年、環境庁によって全国の星空がよく見える場所として安蔵公園は日本一になっていま

す。古い話なので本当かなと思って、私はきのう安蔵に夜行ってみました。本当です。今

も変わりません。とてもきれいです。安蔵公園はまさに満天星公園です。高山は、岩盤が



 - 2 -

固いため、清らかな水が川をつくり飲料水産業の可能性もあります。また、風も強く、風

力発電の可能性も有するのではないかと思っています。 

 気温が平地より低い、あるいは温度差が大きいということから、端境期を利用した野菜

づくり、おいしい米づくり、そういうことに適した場所だと思います。観光、飲料水産業、

自然エネルギー、新しい農業など、たくさんの可能性がある地域です。これらを生かした

明治の地域づくりをさらに進めたいと思っています。行政には、ぜひその手助けをお願い

したいと思います。 

 

（まちづくり協議会長） 

 続きまして、明日をひらく明治の郷づくり協議会から、平成２４年度の取り組み状況を

報告いたします。 

 明日をひらく明治の郷づくり協議会は、平成２１年１月２４日から正式に発足していま

す。明治地区において、住民が活力ある住みやすい郷づくりを推進するための活動目標と

して、平成２２年３月、地域コミュニティ計画を策定しています。その中で７つの基本目

標を掲げています。 

 地域コミュニティ計画基本目標ですが、目標１、地域の自然環境を生かした郷づくりで

す。明治の自然環境は豊かです。改めて見直し、郷土愛を育み、歴史、伝統を大切にし、

ごみの不法投棄等の環境悪化防止に努めます。 

目標２、みんなで支え合う福祉の郷づくり。子どもから高齢者までみんなで支え合って

安心して生活できる、住みやすい福祉の郷づくりを進めます。 

目標３、安全、安心な災害に強い郷づくり。全集落に自主防災会を組織化し、その連携

強化によって活性化を図り、安心、安全な郷づくりを進めます。 

目標４、子供たちが安心して過ごせる郷づくり。登下校の見守りと放課後活動を支援し

ます。 

目標５、地域ぐるみで交通ルールやマナーを守る郷づくり。子どもや高齢者の交通事故

防止を中心とし、交通ルールやマナーを守る郷づくりを目指します。 

目標６、健康で生き生きした郷づくり。多彩な行事を通して、健康づくりのための取り

組みを進めます。 

目標７、活力ある地域コミュニティの郷づくり、一人一人が主体性を持って自分たちで

つくる地域コミュニティを目指します。 

以上７つの基本目標を達成するために、協議会では構成団体の所属員は５つの専門部の

どれかに所属して、各部はそれぞれ毎年事業目標を定めて取り組んでいるところです。そ

して、進捗状況、原則２年に１回、評価見直しを行うこととし、ことし２月に行ったとこ

ろです。 

 さて、きょうの報告はあらかじめ、順調に進んでいる取り組みと、思うように進んでな

い取り組み、それぞれ一例ほど報告するということになっていますので、ごくごく簡単に

報告をさせていただきます。 

 まず、これまでの取り組みで順調に進んでいるものは、いろんなイベントがありますが、

地区三大イベントに位置づけていますのが、地区運動会、夏祭り、文化農業祭で、これは

年々、工夫がこらされ、地区住民のコミュニケーションやスキンシップ向上に貢献してい
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ます。 

 次に、平成２４年度、特徴的な取り組み

といたしまして、明治地区の「お宝」再発

見活動というのがありました。 

 これは公民館便りに平成２４年１月号か

ら約１年かけて掲載された郷づくりニュー

ス、明治のお宝シリーズの原版です。１３

集落あるのですが、松上集落初め、今回は

１０集落を紹介しました。明治にはどの集

落にもこうしてたくさんのお宝があります。

私たちこの明治の郷に誇りと自信をもっと

持つべきだと考えています。その意味で今

回の明治地区の史跡等の再発見活動は大変

よいイベントだったと思っています。 

 ことしは、これを掘り下げまして、史跡

等の観察会を秋に計画をされているという

ことですので、多くの方がご参加いただき

たいと思います。そして、また報告したい

と思いますので、ご期待いただきたいと思

います。 

 次に、これまでの取り組みで、課題と問

題点です。 

 １つ目、安全、安心な災害に強い郷づくりが課題です。まず何よりも安全安心な災害に

強い郷づくりが必要ということで、協議会ではそのためにも防災のかなめとして地区内全

集落に自主防災会を組織化して、連携強化していくことを確認しています。５月に未組織

集落の区長さんに集まっていただき、早期結成を確認いたしました。早速７月に１組織が

立ち上がっています。 

 ２つ目は、地域に活力を生むための特産物が必要です。明治には豊かな自然があります。

そして、人々は至ってまじめで勤勉です。あとは地域に活性化を生むための、これはとい

う特産物がどうしても欲しいところです。

大分県で昔あったと思いますが、一村一品

運動のような運動を明治版一集落一品運動

ということでぜひ起こしまして、特産品と

して結びつけて売り出していきたいと思い

ます。 

 ３つ目です。「住んでみたい明治」の実現

です。日本は今、少子高齢化の時代であり

まして、今後、人口減少が必至の状況とな

っていますが、この明治も例外ではありま

せん。ここは踏ん張りどころでありまして、
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豊かな自然を取り込みながら環境整備を行っ

て、「住んでみたい明治」をぜひ実現して、Ｕ

ターン、Ｉターンの若者をこの明治に呼び込

んでいきたいものと思っています。 

 最後に行政の支援です。私たち郷づくりの

目標、その実現のためにはどうしても行政の

支援が不可欠です。引き続き、市の財政、人

材の両面でのご支援をどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 この後の画面は、昨年５月３日の松上神社、

春の大祭の様子です。例年５月３日の祝日ですので、ぜひ皆さんも一度お参りいただきた

いと思います。どうもご清聴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 明治小学校編成問題について 

＜地域課題＞ 

平成２５年１月、中間まとめが出されたが、明治小学校が地区から無くなることは、地区

の存亡にかかわることで、明治地区として容認できない。存続の方向で検討いただきたい。

存続の方向は世紀小学校に通っている３集落を明治小学校に返す方法、明治小学校を現状

より下の方に建てる方法などの検討をしてほ

しい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会】 

 本市では、市内の中山間地にある小規模な

小学校で、地域の特徴を生かした特色のある

学校づくりを進めています。 

 一方で、年ごとに市内の人口が減少を続け、

少子化が進行する現状を見たとき、より適正

な学校配置や校区設定を考えていくことも、

教育環境整備の大切な課題と認識していると

ころです。 

 本年１月に校区審議会が公表した「中間と

りまとめ」は、こうした視点に立つ中で、全

市域の小中学校を対象に、そのあり方につい

ての考え方を示したものです。 

 校区審議会においては、普通学級が５学級

以下で複式学級編成となる「過小規模校」に

ついては、統合を基本として対策を審議して

おり、明治小学校もその対象となっておりま
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す。 

 ただし、学校のあり方を考える時、規模の視点以外に、地域と学校との関係や通学距離

といった問題も大きな論点として位置付けています。 

 現在、校区審議会は、本年度中の答申を目標に取り組んでおりますが、今後、地域に出

かけて皆様の声を直接お聞きする機会を持つように考えているところです。  

 将来を担う子どもたちにとって、どのような教育環境で、どのような学校がふさわしい

のかを、保護者や地域の皆さんでしっかりと議論いただき、教育委員会も一緒になって考

えていきたいと考えています。  

 

（教育長） 

 学校を取り巻くいろんな状況は、今どんどん変わってきています。今、館長さん始め、

皆さん方から明治地域の様子の説明もありました。あわせて交通も大変便利になってきま

して、非常に短時間で人の移動も可能になってきています。ただ、それ以上に、実は人の

数、とりわけ子どもの数がどんどん減ってきているという状況があります。 

 そんな中で鳥取市の小学校や中学校のこの校区の問題をどうしていくのかということを

実は平成１８年から審議をしています。これまで、岩倉小学校と宮ノ下小学校の校区の問

題で、岩倉小学校のすぐ前の子どもが岩倉ではなくて宮ノ下に通っていたという問題もあ

りましたし、それから、この４月に開校した千代南中学校では、佐治中学校と用瀬中学校

が統合したという問題、こういうものを校区審議会などで地域の皆さんや保護者の皆さん

と一緒になって、実は検討してきています。 

 明治地区からは、中間まとめが出たが、存続の方向で一つ検討してくれというお話です。 

 皆さん方に既にお示しをしていますが、鳥取市の小規模の小学校では、地域の特徴を生

かした特色のある学校づくりを進めてきています。ただ、その一方で、少子化がどんどん

進行しているという現状を考えたとき、より適正な学校配置や校区設定を考えていくとい

うことも非常に大切な課題であると思っています。ことしの１月に校区審議会が公表しま

した中間まとめは、こうした視点に立った中で鳥取市全域の小学校や中学校を対象に、そ

のあり方についての考えを示したものです。校区審議会は、学級数が５学級以下で複式学

級となっているいわゆる過小規模校については、統合を基本として対策を審議しています。

実はお尋ねのように、明治小学校もその対象に中間の取りまとめではなっています。ただ、

学校のあり方を考えていくときに、規模の視点だけではなくて、地域と学校との関係、あ

るいは通学距離といった問題も非常に大きな論点として位置づけています。現在、校区審

議会は、本年度、平成２５年度中に答申を出すことを目標に取り組んでいますが、今後、

明治地区も含めて、地域に出かけて皆さん方の声を直接お聞きする会を持っていこうと思

っています。先ほど館長さんは地域の将来性の話をされましたが、やはり、学校というの

は、こういう将来に活躍をしていく子どもを、私たちは責任を持って育てていかなければ

いけないと考えたときに、どういう環境で、あるいはどんな学校がいいのかということを

しっかり保護者や地域の皆さんと一緒になって議論をしていく必要があると思っていると

ころです。 

 

（地元意見） 
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 明治小学校の校区編成問題についてお尋ねします。中間まとめで書かれていた感じでは、

何か統合ありきというふうに感じられましたが、実際のところはどんなものか。または、

ここに地域の意見、保護者の意見を聞くというふうに書いてありますが、それをちゃんと

吸い上げてもらって意見を聞いてもらって審議してもらうということはあるのでしょうか。

またはそれで存続の道というのもあるのでしょうか。 

 

（教育長） 

 校区審議会の答申が出たときに、小さな学校についてはやはり統合が望ましいというふ

うに出たとしても、必ず統合でないといけないということではないと思います。やはり学

校というのは、地域やたくさんの皆さんに支えられてありますので、皆さん方としっかり

と話し合いをして、その中で理解をしてもらって、納得をしてもらって、そうやって私は

進めていくものだと思っています。 

 ただ、皆さん方、ここに書いておられるように、３地区にいる今、世紀に行っている子

を返したらとか、あるいは学校を下の方にとか、こういうふうに言っておられるのは、や

はりある程度の規模というのは要るのではないかという、多分、そういうお考えではない

かなと思うのです。いずれにしてもしっかりと議論をして、それは皆さん方との議論もあ

るし、それから今、子どもさんを学校にやっている保護者の方々との議論もあるし、それ

から将来、小学校に入れようと思っておられる大変若いお父さん、お母さんたちの気持ち

もあるでしょう。ですから、そういう皆さん方との話し合いの中でやはりそこのところは

決まってくるものではないかなと思っています。皆さん方の気持ちをはなから無視して、

統合ありきだと、そんなことは言うべきことではないと私は思っています。きょうここに

来る前に、実は鬼塚喜八郎さんの、１００年史かなあれは、あの中に書いておられた作文

を読みました。すばらしい先生との出会いということを書いておられて、特に城北の校長

をされた福田校長さんだったでしょうか、すばらしい教育を受けたといって書いておられ

ました。 

 皆さん方のほうがそうなのでしょうが、私も鬼塚先生を大変すばらしい人だと尊敬して

います。特に私もグローバルということを口にしていまして、これからの子どもたちは、

世界に羽ばたいていくような子でないといけない、皆さん方と一緒に住んでいる子どもさ

ん、若者たち、こういう若者も将来、世界で活躍をする子どもでなきゃならないわけです。

１０年、２０年先は今のこういう世の中ではないというふうに私は思っていて、間違いな

しに違う世の中になってきていると思います。そこで活躍できるこの明治の子どもをどう

いう教育をしていったらいいのか、どんな学校でないといけないのか、このあたりはやは

りしっかりと議論を、お話を皆さん方はしっかりしていただきたいと思うし、もちろんそ

の中に我々も加えていただいて、考えていきたいと思っているところです。 

 

２ 県道拡幅について 

＜地域課題＞ 

 明治地域の県道において、住民の安全面から最も課題とする所は、報徳～金原間の道路

である。幅が狭く、傾斜が厳しい所なのでたいへん危険である。この箇所について拡幅を

再三要望してきたが、校正地図が作れないということで、まったく進捗がない。まず、地
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図の整備をしていただき、拡幅工事に着手していただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 県道鳥取河原用瀬線の狭小区間は、車線数が１車線、道路幅員が５．６～６．７ｍ、待

避所が一部整備されている道路です。 

 道路管理者である鳥取県に確認したところ、鳥取市松上地内の牛舎付近から安蔵側の延

長３００ｍの区間は、現在拡幅工事中であり、平成２６年度に完了する予定とのことです。 

 また、未整備区間については、当該周辺の土地の現況と公図が整合しない地図混乱地で

あり、道路改良に着手するためには一定水準まで現況と公図か一致する状況に改善される

ことが前提であるとのことでした。そのうえで、道路拡幅のための用地買収に地権者から

の協力が得られるのであれば事業を検討

したいとのことでした。 

 都市整備部としては、県による道路拡

幅の検討を後押しするため、これらの課

題解決に向け引き続き関係機関と調整を

続けていきます。 

 

（都市整備部長） 

 県道拡幅について、報徳から金原の間

が非常に危険であるということで、県の

方に確認をとっています。幅が、報徳の

方では６ｍ弱、金原の方では５ｍ強とい

うところで、県の方では拡幅を検討して

いて、実際、この牛舎から安蔵の方に向

けての３００ｍは、現在、拡幅工事をさ

れています。この部分については、平成

２６年度に完了する予定とのことです。 

 また、お尋ねの未整備区間の公図と現

況の関係ですが、県の方からは当該周辺

の公図と現況が整合しない地図混乱地で

あることで、一定水準まで一致する状況

に改善されなければ着手が難しい、また

その公図と現況が改善された上でも、用地買収に地権者の皆様からの協力をいただきたい

ということでありました。 

 都市整備部としましては、県による検討を後押しするために、これらの課題解決に向け、

引き続き、関係機関等調整を続けていきます。具体的にはまだ法務局から正式な意見をい

ただけていませんが、法務局とこの公図と現況がどこか手がかりになるものはないかとか、

そういった意見交換をさせていただいて、もちろん公図と現況の整合をさせるためには、

地権者の方に最終的には判こをいただかなければ整わないというところがありますので、
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それがどういうところから始めるべきかということも法務局、県と相談しながら地域の方

に協議させていただくことを考えています。 

 

（地元意見） 

 県道拡幅について、お願いしたいことがあります。これは、ことしや去年に始まった話

ではありません。１０数年来というか、２０年来、その公図とその報徳という土地、開拓

という地域で国から払い下げを受けた農地という関係で、図面は完全に違っているのです。

図面は２つあるといっても過言ではありません。そのことは県も市も、その時々の担当者

は承知しながら、これは無理ですねと、それから先に進まないのです。県と協議します、

法務局と協議しますと言って、いつも同じことの繰り返しを何回もやっています。 

 どうしてここまであえて言うかといえば、事故が起こってからでは遅いと思います。さ

っき言った牛舎のところから報徳公民館の上のところまで、帰りに見てもらったら分かり

ますが、勾配が急で緩やかに曲がっています。それで朝夕、特に、県道の横の草が生い茂

っているときを考えたらすごく危険です。いつまでと期限を切るのは無理とは思いますが、

その協議しますというのをかっちりとお願いしたい。それを地元で、地権者が確認できる

といっても、経費もかかりますし、勝手にその公図をとるとか、地権者名を聞いて同意を

とることは難しいのです。さっき鳥取市の方が言われましたが、県や法務局とかっちりと

協議していただき、その途中経過を地元に流していただきたい。これが来年この時期にこ

うでしたというのでは何かが起こったときには大変ですので、よろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 ちょうど細見から出たところで、特に冬は山がせっていて道が曲がっているものですか

ら、特に鳥取の方から松上にあがる子どもらが待機する場所が道路自体にありません。バ

スに乗るために、バスが来る前に反対側に渡って、乗り場の方に行って待つのですが、バ

スを待つその待機場所自体がないし、おまけに上からも下からも見にくいのです。結構あ

そこは道は広いので車が結構なスピードで通過するのですが、冬は凍っていたら多分すぐ

に止まれないような場所です。多分学校からもお願いしていると思いますが、私も住民と

して毎年、危ないなと思っています。鳥取方面に行くときはちゃんとバス停、待機所もあ

るのですが、鳥取の方から松上の方に上るときの方の待機場所が全然ないし、そこを安全

にといっても山がきわまでせっているので、なかなか土地確保が難しいと思います。ちょ

うどカーブで危ないところなので、場合によってはバス停の移動等も考えて直線のところ

に持っていくとか安全に検討していただきたい。子どもの数、小学生が今３３人で、ここ

の利用者は１０数人います。口細見や奥細見から出てくる子どもが小学校の中では結構多

く、かなり多くの子どもが利用しているので、いつ見ても危ないなという状況です。それ

らの安全面を確保できるようなご配慮をいただけたらありがたいと思います。 

 

（都市整備部長） 

 先ほど期限を切って報告をということですので、地籍調査課と調整して、８月には一度

状況報告にお伺いしたいと思います。 

 それから、バス停については、交通担当ですので、バス停の位置は分かっているのです



 - 9 -

が、その待避場所周辺の状況が手元にありませんので、もう一度連絡をとらせていただい

て、周辺の状況をもう一度一緒に見させていただいて、待避場所を確保できるとすれば、

どのあたりかというご意見もいただいて検討していきたいと考えます。 

 

（竹内市長） 

 まず先ほどの公図が混乱していて、はっきりしないという話ですが、県の拡幅工事が現

在行われているところから、その次の段階で計画されているところについて報告をすると

いう都市整備部長の話もありました。要はいつ事業をするのかとか、事業の設計、拡幅の

計画を立てて、権利者の方に協力いただいて、公図を全部きちんと全体を解明しなければ

道路ができないかというと、道路に必要な範囲だけ分かれば少なくとも道路はできそうに

思います。その部分の関係者の方に集まってもらって、という形でもし進められるようで

あれば、それも一つの方法だと思って聞いていたところです。その点はどうですか。そう

いう方法も可能なのですか。 

 

（地元意見） 

 報徳の公民館の上の辺までは、拡幅の予定で、くいまで打って、地元の了解はとれてい

たのです。後で鳥取市の方と来月中ぐらいにはという話だったので、そのときに詳しい協

議はしたいと思いますが、公図とはちょっとやそっとの形と全く違うのです。というのは、

山林を国が買い取って開拓に売り払いしたということで、その前の公図は昔の図面なので

す。それで分配する公図の段階では実測に近い図面ができてしまったのです。そうしたら

もう元の公図と、実際に今度できた公図とが整合性が全くないのです。ということで、鳥

取市もそのうち地籍調査が入るから、それまで永遠待っておけという話だったのですが、

そんな話は現実にはないでしょうから、もし何かが起こってからでは遅い。その危険性は

すごく高いのです、結構車が走るので。観光もいいのですが、地区外の人もいっぱい走り

ますし、何か起こってから、やっぱりあのときしておけばよかったのにということでは遅

いと思います。詳しい話は鳥取市の担当課の人と、地籍のこととか、昔の図面とかが開拓

に入った当時の図面を比べながら相談はさせていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 よく分かりました。どういう解決方法があるのか、公図そのものを正確なものを全部つ

くってから道路の買収範囲を決めて分筆して買収してということをやっていると随分かか

りそうな気がしたものですからね。道路の敷地に当たる部分の線がはっきり分かれば、境

界くいを打って、用地くいも打ったような話も今聞きましたから、とにかく道路が急がれ

るということで皆さんが団結されて、土地はもうこの人とこの人が権利者で、かかる分は

ここの部分だという、その範囲だけでも分かれば、それはそれで事業ができるのではない

かと思ってもみます。皆さんの話し合いと、うちの方の調整と、それらでいい方法を見出

していくということでいきたいと思います。 

 それから子どもたちの待機場所のない状態とか、バス停に乗るために反対側に移るとか、

道路をクロスするような通学路の安全性は今、鳥取市はテーマにして随分取り組んでいる

ところです。明治小学校に通うかなりの部分の子どもさんが口細見や奥細見の方から出て
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おられてバスを利用されているということですから、子どもたちが安全に、バス停付近で

バスに乗り継いだり、あるいは乗ったりするのを助けられるように、これはちょっとした

工夫でできる可能性がありますので、また地元の協力をいただきながら、早速、通学路の

安全性ということで取り組みたいと思います。 

 

３ 松上さんを観光地に  

＜地域課題＞ 

 松上さん（神社）は、坂根集落から５００ｍ上がった山中に在り、約１７００年の歴史

を持つ、国常立尊（くにとこのみこと）を祀る神社である。社殿は池田光仲公が高松山頂

から現在地に奉還、池田重寛公が本殿を改築し、現在に至っている。また、松上さん一帯

は原生林で、ヤブツバキ、シダジイなど多様な植物に覆われ、鳥取県自然環境保全地域に

指定されている。特に、サカキ樹林は昭和１９年、国の天然記念物に指定され保護されて

いる。植物について学習したり、研究したりする格好の場所でもある。 

 松上さんを世に出すこと、また、観光地化をお願いしたい。中山間地活性化事業として、

道路の敷設をお願いしたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会】 

松上神社のサカキ樹林は、サカキの自生して

いる樹林の代表的なものとして、昭和１９年

に国の天然記念物に指定されています。 

現在のところ天然記念物として適正に保存さ

れており、平成２３年度には鳥取県が解説看

板を新設しています。 

 

【経済観光部】 

 松上神社の歴史(１７００年前創建)、松上

神社社叢は松上自然環境保全地域の指定(昭

和５２年)、秀衡杉の鳥取県銘木１００選(平

成１２年)、天然記念物のサカキ樹林(昭和１

９年)など、松上神社周辺の特有な歴史や自然

環境は、地域や本市にとって大切な地域資源

だと考えます。 

 観光地化という提案ですが、まず地域とし

てどういう活用が望ましいか、また、どうい

う取り組みをしていくかを話し合うことが出

発点となります。その上で、協働のまちづくりの考え方に基づき、市も一緒になって取り

組みを検討したいと思います。 

 

【都市整備部】 
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 市道は、①国道・県道を結ぶ道、②集落

と集落を結ぶ道、③集落の生活道路 に分

類されます。また整備としては、上記の①、

②については、市が用地買収し整備します

が、③については、土地の寄付により整備

を行っています。松上神社に向かう市道松

上５号線整備については、土地の寄付によ

る拡幅整備が可能だと考えます。しかし、

家屋もなく生活道路でもないことから、整

備の優先順位は低いのが現状です。 

 

（教育長） 

 サカキが神社の近くに植えられているこ

とも非常に多いわけですが、こちらの方の

サカキは自生をする原生林であるというこ

とが評価されて、国の天然記念物となって

います。人工的な管理の手を加えられるこ

となく保存されていまして、大変貴重なも

のと思っています。平成２３年度に、鳥取

県によって、参道の入り口付近に説明板が

設置されているところです。 

 

（経済観光部長） 

 松上神社の歴史は、１，７００年前創建と伺っていますし、松上神社の社叢は松上自然

環境保全地域の指定、また秀衡杉の鳥取県銘木１００選、それと先ほどのサカキ樹林など、

松上地域周辺の特有な歴史や自然環境は、先ほどまちづくり協議会でも明治の宝とご紹介

がありましたが、地域のみならず鳥取市にとっても大変大切な地域資源だと考えています。 

 その中で観光地化というご提案ですが、まず地域として、この地域資源をどういうこと

に活用するのが望ましいのか、また、どう

いう取り組みをしていくのか話し合うこと

がまず出発点と考えています。その上で、

協働のまちづくりの考え方に基づいて、市

も一緒になって取り組みを検討したいと考

えていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（都市整備部長） 

 市道の中でも国道や県道とつながってい

たり、集落と集落を結ぶ道路ではなく、ま
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た現在こちらにお住まいの方がおられない、

生活道路ではない道路ですので、基本的に

は用地のご提供をいただきながら、整備の

可能性を検討していくということです。 

 生活道路ではないと申し上げましたが、

地域において、この道路をどういった位置

づけにしていくかといったところのお話を

いただきながら、優先順位については検討

させていただく。今の時点では生活道路で

ないものですから優先順位が低いのですが、

地域の方がこの道路をどれだけ大事にされ

ていくか、どうやって協働のまちづくりの中に位置づけていくかという中で優先順位を上

げていく検討をさせていただければと思っています。 

 

（地元意見） 

 松上神社の社叢や天然記念物のお話、松上自然環境保全地域は県の指定ということで、

市としても市の財産というか、文化財というか価値を認めますというお話でしたが、県あ

るいは国の指定があるから、それだけで価値が認められているからというのではなくて、

市としても、深山でもなく里山でもないこの特別な山なのですよね。私はふもとに住んで

いますが、原生林があるということで、歴史好きの方だけでなくて、植物の研究家を初め、

たくさんの方がよくお見えになります。それで、私の説明で、ああ、そうですかといって

帰られる人もあれば、お宮のことも含めて私よりとっても詳しい方がよくお見えになりま

す。こちらの提案にも書いていますし、市と

しても認めておいでですので、ぜひ、市とし

ての指定といいますか、市としての位置づけ

をもう一度認めていただきたい。これが松上

神社本殿です。市の観光パンフレットなどは

残念ながら正面のこの角度での写真はないよ

うですが、正面の拝殿だけが写っているのが

本殿です。大変歴史ある建物です。その構造

そのものも大変由緒あるつくりで、これは一

宮、宇倍神社と伍して古いといいますか、価

値がある。戦争時代を経て、県社という制度

はなくなりましたが、旧県社ですので、大変信奉者も多く、智頭の奥の辺まで２，０００

何戸、明治の時代は氏子があったという記録がちゃんと残っているお宮です。 

 ということで、文化財としてのお宮そのものの市の指定はどうか私も分かりませんが、

この社叢とか、天然記念物を含む自然とか、サカキ樹林とか、そういうものについて市と

しての指定をお願いできれば、もっと人も来てあるいは勉強したりということができるの

ではないかと思いますので、ご検討いただきたいと思います。 
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（文化財課長） 

 今、サカキ樹林は国の指定になっている、それから松上神社も大変すばらしいものだと、

それから、社叢全体として鳥取県の自然環境保全地域にも指定されているという、大変す

ばらしいところであるということは、現地を見させてもらって感じたところです。 

 今、鳥取市として全体を何か位置づけをというお話だったと思いますが、それぞれもう

既に位置づけ自体はすばらしいものだということは認識できていますので、具体的に例え

ば歴史、文化という切り口で、何ができるのか、そこはちょっと考えていきたいと思いま

す。 

 また、その歴史、文化、それが地域の方で盛り上がっていけば、観光にももしかしたら

つながるかもしれないということで、今回のご提案をいただいて、うちの方で考えてみた

いと思います。 

 

（地元意見） 

 まず、松上さんのことがありましたので、その問題についてです。看板が設置してあり

ますが、県道から随分入った方で、神社に近い方ではあるのですが、非常に目立たないと

ころにあります。もっとたくさんの方が見えるところに設置できたらいいなと、そういう

ことも一つの手始めではないかと思っていますし、内容ももっと工夫できるのではないか

と思っています。ですから、看板の設置のこともお願いしたいと具体的に思いますし、先

ほど道路の問題がありました。生活道路ではないので、優先順位が下がるという話でした

が、確かに現在は生活道路ではなくなっています。かつては生活道路でした。しかし、民

家も少なかったということでほっておかれたということもあるかもわかりませんが、生活

道路よりも神社をお参りする、あるいは維持していく上で非常に大切な道路です。それは

今も変わらなくて、しかし、今のようなままでおれば、恐らく松上さんはやがては朽ちて、

あるいは忘れられてしまうのではないかと思っているところです。 

 実は河内集落にも、松上さんのみこしを２体置いています、その蔵も傷んでいますので

ことしの事業で修繕するようにしていますが、修繕するのに資材運びが非常に大変です。

道路がないわけですので、板１枚から柱１本から担ぎ上げなければならない。しかし上に

は電気がついていませんから、下で刻んで持って上がるか、よっぽどいい大工さんでない

となかなかできないのかもしれませんが、道具も使えないということで、本当に神社を維

持するにも大変だということです。 

 それから、行政が宗教に絡むことはできないので、制約もありますが、森林があります

ので、林道という形での整備もあるのではないか、そういう考え方をとっていけば、そこ

の道の開設もできるのではないかと思います。今のまっすぐな道路ではなく、岩坪の方か

ら抜ける道がありますが、そっちから入ると傾斜も非常に緩やかですし、道路もすぐにで

きるのではないかと思っていますし、地元の了解もすぐに得られるように聞いています。

そうしたことが何とかみんなの力でできれば、松上さんが、本当に観光地に生まれ変わる

のではないかと思っています。確かに規制はありますが、そうした工夫を何とかしていた

だきたいというのが思いです。 

 それからもう一つ言いますと、多鯰というところがありまして、これは岩坪に通じる道

路が通っています。そこは古代の沼地でありまして、古木といいますか、非常に古い大き
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な木が出ています。それは県立博物館にも飾ってあると思いますが、ジオパークの問題で

そこも非常に地質学的に価値ある場所だと聞いていますし、その地域もジオパークのこの

たびの指定ですっぽり入っているということも聞いています。そういうことにすれば、そ

こが変わった意味での価値が生まれてくるのではないかと思います。ですから、地質学的

にもおもしろいし、歴史的にも、あるいは文化的にも学問的にもおもしろい地域だと思い

ます。 

 そういう場所をほうっておいたら、それこそ鳥取の宝が埋もれてしまうのではないかと

思いますので、一つずつでも守っていく、松上さんを中心としたものを守っていくことを

ぜひお願いしたいなと思う次第です。 

 

（竹内市長） 

 先ほど地域の方のお話の中で、いろんなお祭りの姿が写っていて、最後のところのみこ

しだとか、麒麟獅子舞など、この松上神社が、地域に親しまれていることがこの絵でわか

ります。鳥取市のほうの写真では道路が狭くて、急な曲がりくねった道だという絵ばっか

りでしたが、子どもの姿も見えるようですし、小学校の社会郷土勉強、郷土学習みたいな

ことで行ってもらったりして、ジオパークの観点とか、あるいは岩坪の方からだとか、そ

ういったいろんな観点から少し研究を地域でされて、大げさなことでなくてもいいので、

それを内外に発表するとか。我々の方も、ここをどういうふうにしていきたいのか、さっ

き経済観光部長も答えていましたが、いきなり観光地にしましょうよと言われても、なか

なかなっていきません。どういう面ですぐれているかといったことをいろいろ知らせてい

く取り組みもされているようですが、明治地区の中での研究が蓄積されて全市的なＰＲを

するとか、以前は２，０００戸からの氏子さんがあったと、これは大変すごいことです。

そうでなきゃこんな立派な社殿もできておらず、その当時それこそ大変な労力とそれから

経済力も必要だったと思いますが、多くの方が少しずつお金を出し合ってできたことだろ

うと思います。昔の人は偉いなとまず思うのですが、今の我々も昔の人に負けないように、

これは大事だということが出てきた場合に、どういうふうにしてやっていったらいいのか、

地区全体で考えるというあたりを手始めに、だんだんと高めていってもらいたい。郷づく

り協議会もありますから、行政に何ができる、行政が何をしてくれるという部分も大事な

ことは分かりますし、我々も何もしないと言っているわけではないので、何とか歯車がか

み合って進められるように、皆さんすぐれた方がたくさんおられますので、地元での盛り

上がりや研究を少し進めていただきたい。ジオパークという話も出ていましたが、もうち

ょっと方々にアピールするということを、いろんな観点からやってもらえたらいい出発点

になるのではないかと感じています。 

 

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） 

 自治会活動助成金について、この言葉を知っておられる方がここの中に何名いらっしゃ

るか分かりませんが、毎年、各自治会に自治会活動助成金というのが出ているはずです。

これの受け取り方が、地区やそれぞれの自治会別に配分されているところと、どうも２通

りのやり方があるようです。本来、せっかくいい助成で各自治会いろんな活動をされてい
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ると思いますが、これを知っている方がいらっしゃらないことは非常に情けないなと私は

思っています。それをするためにはやはり各自治会にちゃんと渡すということがされない

と、このせっかくいい助成制度が理解されないのではないかと思っています。ぜひ、この

助成金については各自治会に直接渡る方法で助成をしていただきたいと思います。 

 

（協働推進課長） 

 この活動助成金は、１世帯当たり７００円と、それから均等割だったと思いますが、自

治連合会さんを経由してそれぞれお配りしています。その中で、それぞれ各集落の活動費

でもありますが、地区単位の自治会の活動の原資にもなっていると思います。その扱いは

それぞれ地区によって、それぞれの地域の皆さんが合意をされた中で今の形ができ上がっ

ているのだろうと思っていますので、そういうご意見があったことを自治連合会ともお話

をさせていただきたいと思います。 

 それから、せっかく市が交付している助成金があまり知られてないのではないかという

部分については、私どもももう少し宣伝の努力をしていきたいと思います。ご意見という

ことでちょうだいして、自治連合会の方ともお話をしたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 自治会の活動助成金の話ですが、先ほどの説明のとおりなのですが、一方で、集落単位

で今は３万円だったか、直接集落自身が活動できる、主に地域の夏祭りなんかで使われる

例が多いのですが、それに限らず、内容はほとんど何に使ってもいいのですが、直接申請

を受けて交付するようなものも一方ではあります。集落とか、町内会単位で。 

 

（地元意見） 

 実際、使いました。ただ、いろいろ制約がありまして、フリーにはなかなか使わせてい

ただけなかった。非常に残念だなということです。 

 

（竹内市長） 

 そうですか。だんだんと自由度が高まっているというように私は理解していたので、実

態乖離しているかもしれません。ちょうど担当の課長も来ていますから、毎年でも使えま

すね。運用上の問題点があればまた話して、本当に自由に使えるようにできるだけしたい

と思っています。ただ、たしか飲食の経費に充てられないとか、そういう点はあったよう

な気がします。 

 それから、自治連合会を経由して地区の方に市の方からの自治会活動の助成金が来てい

ますが、何か改善できる点があれば、地域内部で話し合っていただくところがあると思い

ます。その点を何か村上会長さん、お話がありますか。 

 

（村上地区会長） 

 先ほどの自治会活動費のことですが、明治地区の自治会としては、年度初めに承認をい

ただき、一括して明治地区の自治会の方に振り込んでいただいて、それをもとに活動をさ

せてもらおうというのは当初の明治地区の区長会で、各区長さんには了承していただいて
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います。その時点ではこれは明治地区の活動に使わせていただきたいのですがということ

で、了承を得ています。 

 それともう一つ、コミュニティの部分です。各集落３万円、これは夏祭りに使わせてい

ただいています。ただ、これは強制ではなく、各集落で自分たちで独自に夏祭りしたいと

か、地域の運動会をしたいというときには、それは各集落で申請をしていただいて使って

いただいています。それで、いいよ、ここの集落は、うちの集落はそっちに使ってくださ

いという集落は明治地区として一括してコミュニティの方を申請して、夏祭りの方に使わ

せていただいています。これも区長会において了承をしていただいているところです。 

 

（竹内市長） 

 地域の中でも、あるいは市との関係でもいろいろな改善できる余地もありますので、集

落の中での意思統一も図ったりして、いろいろ取り組みを進めていただきたいと思います。

協働のまちづくりという考え方ですので、みんなで考えて行動していくということの中で、

いい答えが出てくることを願っていますし、我々も努力するつもりでいますので、よろし

くお願いします。 

 

（地元意見） 

 そういう助成金制度自体を知らない方がいらっしゃることは大変情けないと思いますの

で、そういう制度が実際にあって、各自治会の方にこういう活動をされるように支援をし

ているのだよというアピールはやはりするべきだと私は思いますが。 

 

（竹内市長） 

 先ほど課長も答えていましたが、制度の内容とか、活用の仕方とか、制度の内容を分か

りやすく、もちろん金額なども情報発信を進めたいと思いますし、また市報なども通じて、

多くの方にお知らせするようにしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 安蔵公園ですが、指定管理者制度になってから、行くまでの通路とか、上の方に上がる

ところまででも、整備という言い方が正しいかどうかわかりませんが、草刈り等ひどい状

況にだんだんなりつつあるような気がしています。また施設についても、この間、久しぶ

りに上の方のバンガローの管理棟の方に上がりましたが、非常に薄暗い、入ってくるなみ

たいなところがちょっと感じられて、せっかく地区の活性化のための施設であるはずなの

に、そういう状況かと思っています。 

 また、スキー場の方も孫と一緒に行きましたら、孫も何か察知したのでしょう、すぐ帰

るということで、何か指定管理者になってから非常に安蔵公園が衰えていると私自体がち

ょっと思っていまして、ほかの方は、いや、そうではないよと言われる方もあると思いま

すが、実際、そういう状況ですので、もう少し管理者の方は地域、地元と一緒になって、

場所を盛り上げるような活動される管理者、そういう方を選んでいただきたい。逆に地元

が手を挙げれば少々高くても地元を優先するような形でやっていただきたいというのが私

のお願いです。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（農林水産部次長） 

 安蔵公園とスキー場の件について、指定管理に変わってから、草刈り等がひどいという

ご意見をいただきましたので、早速現地等確認をしまして、本当にひどいようでしたら指

定管理者の方にしていただくように話をさせていただきたいと思います。 

 それから、地元と一緒になって盛り上げていけるような団体を選んでほしいというご意

見でしたので、今後指定管理者の選考等がありますときには、そのあたりも再度検討させ

ていただいて、今後の指定管理についての考え方を整理させていただきたいと思います。 

   

８ 市長あいさつ 

 明治地区の皆さんと地域づくりについて語り合うひとときとなったことを大変うれしく

思います。 

 学校の問題は非常に関心事であることはかねてから私も承知していますし、この問題に

関して、今教育長が話していましたような、さまざまな観点から、いろんな人の立場も考

えながら、どういうふうにあるのが一番いいのか、今、明治の地区でも世紀に通っている

子どもたちもいて、明治小学校としての考え方はどういう考え方でまとまっていけばいい

のか、いろいろと悩みは深いところがあります。人数も非常に少なくなっているというこ

ともあります。これから先を考えてどういうふうにしたらいいのか、検討、議論を重ねて

いこうとする中で、少し時間がかかる可能性もあろうかと思います。私は余り拙速に物事

を進めるのが賢明とは言えないと思います。 

 しかし、先の見通しを持ちながら、どういう方向でまとめていこうかという議論は、地

域の方々のいろんな意見、教育委員会の方の教育的な判断、こういったものが重ねられる

中で出てくると思いますので、ぜひ画一的な考え方で考えないということをきょう申し上

げたところです。じっくりと先のことを考えながらも判断をしていけるような環境づくり

ができればいいのではないかと思います。 

 そのほか、農業の話も皆さんの中から主要な産業ということで出ていました。農業の法

人化も進んでいるということで、明治の皆さんの行動力やご尽力、非常に私は他の地区に

対しても模範的な例に挙げられるものだと思っています。今後とも、地域の皆さんがさま

ざまにこの明治の地域をよくしていくための取り組みを続けていただいて、我々もいろん

な形で生活基盤の整備とか、あるいは道路の整備とか進める中で、地域の皆さんが本当に

頑張っていただきたいと思っています。協働のまちづくりを提唱している私としては一緒

になって頑張ろうということを申し上げて締めくくりにしたいと思います。 

 なお、砂の美術館が大分好調ですが、地元の方にはあまり見に行ってもらっていないと

いう点が一つありまして、ゴールデンウイークの時期も過ぎて７月にも入りました。この

あたりぜひとも、鳥取砂丘の砂の美術館も地域の誇りの一つと考えていますので、ぜひ見

て楽しんでいただきたいと思います。 

 また、きょうはしゃんしゃん祭りの成功祈願祭というのを宇倍神社でやってきたところ

ですが、ちょうど約１カ月先になりました。８月１０日から１５日までしゃんしゃん祭り

で、また明治地区の皆さんにもいろいろとご参加をいただきたいと願っているところです。

鳥取市が合併して大きくなって、できるだけ一体感を持った地域として発展していく、そ
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ういったことを目指しています。鳥取駅の周辺も新しい大屋根ができて、バードハット、

鳥の帽子という日本語訳になると思いますが、そういう鳥の帽子の愛称もつきましたので、

ちょうどしゃんしゃん祭りの踊りの経路にも組み込まれますので、新しい形で実施される

この夏のしゃんしゃん祭りにも、いろんな形でご参加をいただければ幸いです。 

 本日は、大変貴重な時間をこうして割いていただきまして、地域づくり懇談会で語り合

うことができたことを大変うれしく思います。鳥取市の行政も皆さんのためにできるだけ

のことをこれからも続けさせていただきます。どうぞ今度ともよろしくお願いします。本

日はありがとうございました。 


