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津ノ井地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年７月１７日（水） １９：００～２０：３５ 

２ 会 場 津ノ井地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２９名 

市側出席者  １３名 

竹内市長、深澤副市長、木下教育長、武田企画推進部長、山根農林水産部長、

大島都市整備部長、田中総務部次長、中島庁舎整備局次長、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、田中協働推進課主事 

 

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 

（まちづくり協議会会長） ※スクリーンに基づき説明 

 津ノ井地区には１９の町区がありまして、各町区の町内会長さん、区長さんがリーダー

シップをとってしっかりとまちづくりを、町区内づくりを進めてくれています。そして、

地区には１９の各種団体があるわけですが、区長会を先頭にしてまちづくり、そして公民

館活動に努力いただいています。 

 まちづくり津ノ井は平成２１年の１月にスタートいたしました。２１年１月１日にまち

づくり津ノ井という名前で設立しています。２１年の１１月には地区民の全地区を対象に

してアンケートをとり集約をしました。そして、２３年の４月には地域コミュニティ計画

書を提出し、２３年７月には協働のまちづくり支援宣言をいただいているという経過です。 

 平成２１年に全戸を対象にして実施したアンケートでいろんな意見をいただきました。

この中で、基本的には５つの考え方をもとにしています。賑わいのあるまちづくり津ノ井、

心の通う津ノ井、活気のある津ノ井、安全な津ノ井、住みよい津ノ井、これを基本にして

テーマの作成に当たりました。一つは、地区民の要望、意見を反映させる、そして具体的

なテーマを設定する、実施可能なテーマを設定する、津ノ井の夢を入れる、そして中期的

な目標を設定するということでコミュニティ計画書を作成し、今、これに沿って計画をし

ているところです。 

 平成２３年度は公民館内の図書室を整備して、教養室にすると。従来部屋だったのを２

階に整理をして、図書棚をつけて、そして図書室を各いろんな部が使う教養室に改善しま

した。そして、地区民が安心して気軽に来られる公民館にするということで、下にありま

した図書室を２階に持って上がって、そこを整備して談話室にしています。談話室は血圧

測定器等もありまして、ちょこちょこ使っていただいています。 

 平成２４年度は地区の３大行事である、毎年４月２９日に実施する敬老会に積極的に参

加いただきたいということで、従来はござ席に座って、祝宴をしていましたが、２４年度

からいす、テーブルにして、楽な姿勢で参加いただくことにしました。２４年度、２５年
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度もこれでやっていますが、市長さんも来ていただいて、ごあいさつをいただきました。

皆さんからは非常にいすで楽になったということと、それから、ござがいすになりました

ので、下履きでそのまま上がっていただけるということで、自分の履きなれた靴で安全に

館内を歩いていただけるということで好評を得ています。 

 平成２５年度のテーマを２つ上げています。１つは、空山ウォーキングロードを整備す

る。２つ目が、地域後継者の育成に向けての組織づくりに取り組むということです。 

 ウォーキングロードの整備については、地区民の宝だと思っていますが、空山桜公園か

ら風車に向かって、遊歩道を整備する。路幅が３ｍ、全長が約８００ｍのウォーキングロ

ードを整備したいと。そして、山頂手前に少し広場がありますので、そこに憩いの場を整

備したいなと。それから、遊歩道沿いに植林をしていきたいということを計画しています。 

 空山公園は、毎年春になりますと小学校と保護者、子どもたちが遠足をする場です。そ

れから、このオレンジの道を沿って８００ｍ、風車に向かって上がっていくということで

あります。 

 これが現在の空山桜公園です。ここまでは梨園の関係がありまして、車がここまでは入

ります。ここから少し北側というのですかね、右に曲がってこの辺からが、約２００ｍぐ

らい曲がった辺からが今回のウォーキングロードのスタートになるだろうと思います。そ

れから、中腹にありますのが憩いの場ということで、この近辺に少し伐採も含めて広くし

て、そして憩いの場としたいと。山頂に上がりますと３６０度が見渡せると。日本海、河

原の方、それから氷ノ山、扇ノ山、八頭という格好で見渡せる山頂に上がるという計画で

す。 

 このウォーキングロードの取り組みについては、鳥取市の農林水産部の皆さんに大変お

世話になってアドバイスもいただきながら、きょうまで来ています。きょう、電話いただ

きまして、県の認可もおりたということですので、間違いなしにこのウォーキングロード

はでき上がるだろうと楽しみにしているところです。 

 空山の遊歩道の課題ですが、毎年の維持管理方法と資金調達、あそこは大変イノシシが

出るところでありまして、道も畑もシーズンが終わるとかなり荒れています。それから草

も大変生えます。ということで、その辺の維持管理、それから草刈りのための資金調達、

これは大きな課題が残ると。それから２番目に遊歩道の利用者の拡大をしなければいけな

いということで、津ノ井に限らず、面影、米里、若葉台、声をかけて、健康づくりにぜひ

使っていただきたいと思っていますし、近い将来には鳥取市の指定のウォーキングロード

になったらいいなと思っています。３番目は、当面は津ノ井が管理するわけですが、管轄

機関の検討が必要だろうと思っているところです。 

 ２番目が、後継者の育成組織づくりです。これは地域の行事に計画段階から若者を参加

させたいということで、役員だけの計画になってみたり、あるいは去年のまま、マンネリ

化したままということでありまして、この辺は若者の意見を取り入れながら行事に参画さ

せるということが一つ。もう一つは、小学校、中学校、鳥工、環境大学、これの代表者と

自治会との懇談会を開催したいということで、今、個別には当たっているところです。津

ノ井も少子化とか高齢化という問題は間違いなしに押し寄せて来ています。将来の町内活

動、あるいは自治会活動のリーダーの育成ということも必要な時期がきています。小学生

から環大生までいろんな生徒を巻き込んで、そして一人でも多く地区を愛する若者に残っ
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ていただく、あるいは育てていただくということをしていかなければいけないだろうと思

っているところです。このテーマは１年で一気に解決する内容ではありません。若者の意

識改革をさせながら、こつこつと長期に取り組まなければいけないだろうと思っています。 

 最後に、地区の課題として、地区民の多くが共有できるテーマ設定ができるかどうか。

それから、自治会、町内会の活動の必要性、参加意識の高揚の２つを上げていますが、こ

れからまちづくりが取り組んでいく上に、この２つが大きな課題になるだろうということ

です。いつの時代もですが、住民一人一人が地域を愛して、そして住みよい地域づくりに

興味を持ってくれるかどうか。そして、他人任せではなくて、積極的に参加していただけ

るかどうかということだろうと思っています。 

 以上、まちづくり津ノ井の今日までの経過をご報告させていただきました。今後ともご

支援とアドバイスをよろしくお願いします。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ ＪＲ因美線の踏切の改善要望について 

＜地域課題＞ 

現在、津ノ井地区には、ＪＲ踏切が数多くあります。先日、その踏切の１か所（広岡）

で車の脱輪事故があり、その影響で、津ノ井地区駅の上下の踏切などが、長時間に亘り遮

断した状態となり、一般交通や市民生活に支障をきたし、多大なる影響が出た事故があり

ました。過去には、この多くの踏切での事故により数名の地区民の方がお亡くなりにのな

られたこともありました。日常でも、駅が近いため、列車同士のすれ違いによる踏切の遮

断時間が長くかかります。また、近接住宅では、特急列車の通過時の振動・騒音・粉塵等

の問題も多く発生しています。 

 つきましては、市民を始め、多くの人々の安全と利便性や市民生活の向上のため、その

対策としての面影校区の新地区から津ノ井校区の海蔵寺地区上の若葉台入口までの間の鉄

道の高架が必要と考えますが、この踏切の改善について要望します。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

  市内のＪＲ因美線には、１１箇所の踏切が存在しています。うち津ノ井地区には、６

箇所の踏切が存在しています。 

 鉄道の高架は、莫大な事業費やまちづくりの観点からの検討が必要となることから、将

来の課題として研究してまいりますが、現時点では実施は難しいと考えます。 

 なお、参考として市内で過去に行われた事業を紹介します。 

 【連続立体交差事業（山陰本線、因美線）】 

 ・事業主体 鳥取県 

 ・施工期間 昭和４５年度～昭和５５年度 

 ・高架工事区間  

  山陰本線  卯垣～千代川右岸付近    ４．１㎞ 

  因美線   鳥取駅～新袋川左岸付近   １．５㎞      計５．６㎞ 

 ・総事業費 約１７７億円（うち高架施設費約１０４．７億円 １８．７億／㎞） 
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（都市整備部長） 

ＪＲ因美線には市内で１１カ所の踏切

がありまして、端から端までですと６ｋ

ｍほどあるのですが、そのうち６カ所が

本地区にあります。鉄道の高架化ですが、

莫大な事業費がかかります。まちづくり

の観点から、こちら側とこちら側、高架

にして通行が容易になることでまちづく

りにどういう価値があるかといったとこ

ろも深い検討が必要になることから、将

来の課題として研究していきたいと考え

ています。参考として、市内で過去に行

われた約５．６ｋｍぐらいの連続立体化

ですが、総事業費として当時１７７億円

かかっているというかなりの大事業であ

ります。将来に向けた検討を進めながら、

こういった個別の踏切、踏切そのものの

改善要望はなかなかＪＲに受けてもらえ

ていないところですが、個別の改善要望

もいただき、また、そこに接続する市道

の見通しですとか、歩道部分の着色です

とか、できることは個別にまた対応させていただきたいというのが今の市の考え方です。

個別にまたご相談させていただければと思っています。 

 

（地元意見） 

 鉄道の高架の問題は、私が思うのに、

２００億円ぐらいはかかるのでないだろ

うかと予想を踏んでいたのです。それで、

見ていただいたらわかりますが、大変踏

切もありますし、それから環境大学が公

立化になって子どもさん方もいっぱい通

り出しましたし、それから、踏切は、紙

子谷のところの踏切なんかは特に国道と

線路とがひっついていまして、それで、

こっちから上がって行くのでも、雪道のところは非常にきついものがあるのです。それで、

ちょっとでも滑ったら踏切の線路の中にどどどどっと入ってきまして、これが何回もあり

ます。それで汽車をとめたりということがあるものです。先ほど言われましたが、よう考

えてみたら本当踏切がいっぱいあるなと。それも国道がひっついていないといいですが国

道が横にひっついているものですから、これを何とかしていただければ大変うれしいなと
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思っています。 

 この間、石破さんが鉄道の高速化した

らどうだろうかという話が出ていまして、

やっぱり都会から田舎にかける交通網は、

道路でも鉄道でも本当に必要なものだと

思います。それも鉄道が高速化になるこ

とによって、やはり鳥取市も開けるので

はないだろうかなと、非常にいいことを

言ってくださったものですから、これに

相乗りさせてもらえば、その辺はテクニ

ックがよくわかりませんが、徐々に徐々に近い線でつけていただければ大変うれしいとい

う気持ちの中で、この間、石破のお母ちゃんにちょっと耳打ち、それから知事のお母ちゃ

んにもちょっと耳打ちしました。何とかしてもらわないと、本当に津ノ井もだんだんと人

口もふえていくし、本当に何とか頼めないだろうかなと言いましたら、お父さんに言って

おきますからと言ってくれました。これも徐々に、市の方から県に上げ、県から国に上げ

ていかないと、いろんなストーリーがとれないではないかということを思って、津ノ井と

しては人口が減れば、過疎になればいいですが、だんだんこうして埋まってくるような状

態ですから、できれば津ノ井としては、鉄道の高架を何とかしてほしいなと。 

 聞いてみると、そういう専門の担当の課がつくられたみたいで、でも、それもやはりい

ろんなことで大変なことだと思います。ＪＲにエスカレーターをつけるに当たってもなか

なか市の方は苦労されたそうです。お願いしに行っても順番が来ないということでけられ

たみたいです。でも、今、石破さんが幹事長でいいポジションにおられるみたいですから、

そこら辺も利用しながら、やはり施策として、津ノ井の策として、ぜひ力を入れていただ

いて、何とかいい、安全な線路をしてもらいたいなと、そうしたら道も広がる余地もある

だろうと。 

それから、もう一つお願いしたいのは、国府町の方から、洗井川のところに鉄橋がある

のですが、鉄橋で大水が出ると杉崎あたりはいつもざぶざぶつかっていました。ポンプ場

が大路のところにできたので多少はよくなりましたが、大きな雨が降ったりしたときには、

杉崎二区やあの辺は多分つかるでしょう。ということで、もしできれば、これを高架にし

ていただけば、鉄橋もなくなりますし、そうしたら水の通りもよくなります。ということ

で、被害が大分少なくならないかなと。我々からお願いすればなかなか大変ですので、お

世話になりついでに、ひとつ元気を出して頑張っていただければ大変うれしいなと思って

います。 

 

（竹内市長） 

 昭和４５から５５年の間に施工された鳥取駅の関係の高架事業、山陰本線と因美線の高

架がされましたが、延長が５．６ｋｍで、かかった費用が１７７億円と、３０年前の事業

でこのような莫大な費用がかかりました。新たにご提案の高架を津ノ井の地域、市内の踏

切で４．１ｋｍ分をさらに加えようとすると、これも先ほどの５．６ｋｍが１７７億円で

すから、そこまではいかないにしてもかなりの事業になります。施工もなかなか、列車を
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通しながらやらなければいけませんので、相当な大変な事業になろうかと思います。 

 これは、それこそミニ新幹線でも通るようにして、そういう中で実現するという手もあ

ろうかと思いますが、在来線をそのときどうするのかという議論もありますので、在来線

もあわせて走らせるということになると、またこれも大変だったり、新幹線路線だとやっ

ぱり単線というわけには危険があるのでいかないのかもしれない。そういうふうに考えて

くると、なかなか別の路線で入れるようなことも考えられるし、何ともまだ今の時点では

見通しがなかなか立てにくいのですが、やはりこれだけ踏切が集中してあるということも

考慮して、何とかこの４．１ｋｍあたりの区間を高架化できないものだろうかというのは、

４．１ｋｍではちょっと足らないのですかね。紙子谷とか祢宜谷とかあるようですから、

もうちょっと延ばさなければいけないのかもしれません。でも、高架というのは、鉄道の

線路というのは傾斜があってはいけませんので、基本的に高さをそろえてつくるので、ど

ういうふうに持っていくのか、技術的には私も専門家でなくてよくわかりませんが、ＪＲ

を説得するのは相当大変で、最終的にはそういう費用を地元で持てとか言われるとちょっ

とお手上げになるわけで、国の方で何とかうまい方法はないかということになろうと思い

ます。 

 民営化後のＪＲはなかなかしわいわけでして、エレベーターをつくるときもお金を出せ

と言われたり、津ノ井駅のトイレも市の方でつくったでしょう。自転車置き場とか、駅構

内の施設までつくっているような感じですので、なかなか大変だと思います。ただ、踏切

の問題は、我々、日常的な生活の問題でもあるので、安全が確保されるようにどうしてい

ったらいいか、一つ一つ解決していくようなこともまた必要かなと思います。 

 あまりいい答えにはなりませんが、いきなり高架というのは、一方で将来の夢として掲

げつつも、他方で、一つ一つ踏切ごとに改善できる点は改善するとか、あるいは先ほど例

に挙げましたようなますこ食堂さんのとこの踏切でしたでしょうかね、少し幅を広げて安

全に通れる格好にするために、踏切を合わせて２つを一つにするみたいな、そういったこ

とも本当は重要なのかもしれません。踏切問題は、必ず事故がつきものと言ってもいいと

思いますので、できるだけ危険なところを通るのを避けていただきながら、踏切の改善も

一方でやりながら、大きな夢に向かっても働きかけを続けたいと思っています。 

 

２ 県道若葉台東町線（旧国道２９号線）の歩道改良整備について  

＜地域課題＞ 

現在、この県道の歩道については、幅員が狭小で歩行者のすれ違いや、自転車通行時で

のすれ違いが出来ず、車道部へのはみ出しが数多くあり、交通事故の危険性が高まってい

ます。 

 近年、津ノ井地区内の歩道利用の交通量については、環境大学生の増加や、高校生をは

じめ、工業団地の関係者や一般など増え続けております。この問題を解決するための歩道

拡幅については、民地の用地買収が必要なところもありますが、用地買収をしなくても、

現状の県道用地の範囲内で、拡幅改良ができる区間もあるようですので、歩行者の安全安

心のため、改良工事の促進を図っていただきますよう要望します。 

 

＜担当部局の所見等＞ 
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【都市整備部】 

 県道若葉台東町線の歩道が整備されている箇所の幅員は、広岡踏切～海蔵寺踏切間がＷ

＝１．０～１．２ｍ、海蔵寺踏切～鳥取環境大学入口交差点間がＷ＝２．０～２．５ｍと

なっています。 

 歩道整備について道路管理者の鳥取県に確認したところ、広岡踏切～海蔵寺踏切間の歩

道整備は既に事業化され、今年度中に

測量及び詳細設計を行う予定であると

のことです。 

 整備内容は、現在の道路敷地を有効

活用しつつ、歩道の拡幅を実現しよう

とするものですが、具体的な幅員や線

形は現在検討中とのことです。 

 本市としましては、歩行者等の安全

確保が早急に図られるよう、引き続き、

早期整備を鳥取県に対して要望いたし

ます。 

 

（都市整備部長） 

 続きまして、２つ目の課題です。県

道若葉台東町線の歩道が整備されてい

ます幅員ですが、こちら海蔵寺の踏切

の付近ですと２ｍあるのですが、ご指

摘のとおり、狭い方ですと１ｍぐらい

しかないということです。県に確認し

ましたところ、こちらの区間について

は既に事業化がされていまして、今年

度中に測量及び詳細設計を行う予定で

あると聞いています。また、整備内容については、現在の道路の敷地を有効活用しつつ、

歩道の拡幅を今後設計していきますので、具体的な幅員や線形は検討中ですので、まだお

示しできないということでした。本市としましては、できる限り使いやすい設計、また早

期に工事に着手されますように、引き続き鳥取県に対して要望していきたいと考えていま

す。 

 

（地元意見） 

 この歩道について、以前、杉崎のところの歩道を拡張するという案が一度出まして、途

中でそれが廃止になりました。今、若葉台のところですか、海蔵寺の辺だろうとは思うの

ですが、あそこら辺を拡張するというのはどういう形になるのか私もよくわかりませんが、

確かに狭いところがあって、あれを拡張するとしたら民家の方を取り込むような形になる

と思うのですが、非常にあそこも狭いところですよね。それがどういう具体的な案ができ
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るのかな、杉崎三区でだめになったものが、そこでまたできるかという疑問を持っている

のですが、いかがなものでしょうか。 

 

（都市整備部長） 

 県の方からまだ図面等はいただけていない状態ですので、私からのご提案としましては、

現地を市の方が確認させていただいて、ここについてどう考えているのかということをも

う少し具体的にわかり次第教えてほしいということで県の方に要望して、必要であれば調

整をさせていただくということで対応させていただきたいと考えます。 

 できる限り住宅側ではなく、道路の線形をいきなりきゅっと曲げるわけにいかないもの

ですから、線形の許す範囲で線路側にということで、もちろん県の方には相談したいと考

えます。 

 

（地元意見） 

 これもずっと前から問題がありまして、小学校が通学路にしたり、若葉台の中学生が自

転車で通ったりということで大変狭い歩道を自転車で通っていました。そういうことで、

我々も事故が起きる前に何とかこれを拡張してほしいという要望を常に思っていたところ

です。それから、国道ですから冬になると除雪を必ずしていました。今は県道ですが、ず

っと国道でしたのでね。そうすると、もう必ず歩道にかたい雪が山積みにされると。それ

を子どもが通るまでにまたあけておろすと、そうするとまた上げられると。もうイタチご

っこの状態で、非常に危険な歩道だったわけです。ということで、今回、環境大学が公立

になったということで、余計に通行量がふえて自転車も多いし大変危険だということで、

事故が起きる前になるべく早く完成をしていただきたいという希望がありましたので、部

落の総意として、いっときでも早く完成をお願いしたいという気持ちでいます。 

 

（都市整備部長） 

 いただいたご意見は、できる限りデータなどを整えるようにしながら、県にしっかり要

望していきたいと考えます。ありがとうございます。 

 

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） 

 杉崎線の、２８年度完成というのは非常に長いというか、いろいろ計画では２５年度、

２６年度ぐらいに完成というのがあります。杉崎二区の赤石川の沿線の住宅地ですね、そ

の集落の辺。非常に車が多くて、あそこではパトカーが待っていまして、一時停止をすぐ

捕まえたりということで、パトカーが待っているのですね。とにかく急いで用地買収に積

極的に取り組んでもらって、工事をすぐということで、何とか２５年度の稲刈りが済んだ

ら道路造成にかかるという話だったのですが、見れば３分の１ほどですか、２６、２７、

２８と。それで舗装が２８ということで、ことしを含めて４カ年は長いように感じますが、

市長、どうでしょうか。部長でもいいですが。 

 

（都市整備部長） 
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 この工事に関しましては、ボックス工事ですね、川にボックス埋め込みまして、上部に

道路を通す空間をつくるというところの工事の取り合いの関係で２８年度までというとこ

ろですが、ご指摘をいただきましたので、前倒しの可能性がないかということをもう一度

検討したい。ボックス工事というのが、危険がない時期に手早く終わらせなければいけな

いということで、３カ月とか半年とか微妙に前倒しするのが難しい工事なものですから、

もう一度内容を精査させていただいて検討させていただきたいと考えます。 

 

（竹内市長） 

 早くしたいのはやまやまですが、何とか予算は確保しても工事工程上、どうも私ももっ

と早くならないかなとは思います。 

 

（地元意見） 

 いろいろあるでしょうがね、予算にも。河原の関係があるし、工業団地付近のこともあ

るでしょうが。太平線も終わりましたし、補正でもいいです、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

（地元意見） 

 先般、体育館のトイレの件を要望しました。早速やっていただけるようでありまして、

早くできることはやってあげるという形で非常に喜んでいます。 

 ではもう一つ、いつになったらできるのかなというのが、こちらの公民館のトイレです。

現在どれぐらいの予定になっているのか、私は体育館をやっていただくのだったら公民館

の方も、現在、男子、女子が一緒ですし、特に洋式トイレの方はごらんになっていただい

たらわかるように、カーテンを引っ張っているようなやり方です。津ノ井としましては、

この公民館のトイレがおくれているように思います。１階の方を改築して少し広げて、男

女別に持っていくというお話は聞いているのですが、その後、まだ具体的にいつごろにな

るとか、そういうのは私の方にはまだ入ってないので、これは館長の方に入っているかも

わかりませんが、もう一度その辺の計画について教えていただきたいと思います。 

 

（企画推進部長） 

 津ノ井地区の公民館、実は耐震診断もやっていまして、少し耐震補強もしなければいけ

ないという状況になっています。また、トイレを男女別に改良しなければいけないと、こ

れもずっと以前からお話は伺っていまして、一応、現在のところ、平成２８年度、もしく

は２９年度に耐震化とあわせてトイレの改良も行う計画となっています。 

 

（地元意見） 

 私、自治会の方で敬老会の開催状況なんかを聞いて、非常に高齢者の方で足腰痛いと、

ひざが痛いということがあるので、トイレの改修は早急にやってほしいということで、一

応、今回、教育委員会では１カ所、女性の和式トイレを洋式化したいということで今やっ

ていましたね。できれば多くしてほしいのですが、何年かかるかわからないと言われれば、

とにかく一つでもいいから早急にということで。体育館は、文化祭とか各行事が体育館主
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体でやっていますので、幅広く敬老会とか、非常に多くの方が利用されますので、１カ所、

女性のトイレ一つだけ洋式化しましたよというのではなしに、四、五年ほったらかしにす

るというのではなしに、あわせて全体的予算を見ながら、ある程度、２年でもいいでしょ

うし、できれば来年でも、年度に一つずつとか、できるだけ整備の方にも力を入れていた

だきたいと思いますが、どうでしょう。 

 

（教育長） 

 現在のところは、体育館の洋式と、それから和式ですね。今、一つずつ行うことになっ

ています。その先の話は、これからまたいろいろと検討をさせてもらわなければいけない

のではないかと思っていますが、姿勢は前向きですので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

 

（地元意見） 

 今回は庁舎のご説明はされないのですか。 

 

（庁舎整備局次長） 

 このたび６月２７日に鳥取市の庁舎整備の基本方針案というのを表明しましたので、軽

くですが、説明させていただきたいと思います。 

将来にわたる希望に満ちた新しいまちづくりを確実に進めますと、こういった形で打ち

出しています。市庁舎整備の基本的な考え方ということで３つ掲げています。１番目が、

防災と市民サービスの充実強化のため、交通アクセスがよく敷地が広い旧市立病院跡地に

新たな施設を整備しますということをまず掲げています。２番目に、庁舎の整備は旧市立

病院跡地と駅南庁舎への集約を基本として進めますということです。３番目に、既存の庁

舎は庁舎機能の全体的な配置、費用、まちづくりの観点から適切に活用検討しますという

ことを掲げています。 

 防災からまず簡単に説明さしあげたいと思います。まずは何をもっても、防災の機能、

備えというのが第一だということです。やはり本庁舎については耐震性が低いということ

があります。停電とか断水で機能が停止するおそれがありますよということでありまして、

それを新しい施設をつくっていけば、例えば７２時間にも対応できるライフラインを確保

できるような施設ができるということがあります。それと、現在の本庁舎はとてもスペー

スが狭いということがありますので、災害対策本部であるとか、倉庫など十分なものがあ

りません。それを十分なスペースを確保できるようにしようということがあります。それ

と市民の一時避難所とか、そういったものも受け入れスペースもありませんので、新たに

整備する場所は広いスペースが確保できますので、そういったことが確保できるというこ

とです。特に本庁舎は地下室に機械室があります。洪水ではこういったものが停止するお

それがありますので、そういったものもあわせて改善できるのかなと考えているところで

す。 

 それと市民サービスです。皆さんもご存じかもしれませんが、市役所に行かれましたら

非常に階段とか廊下が狭くてバリアフリーに十分対応できていませんし、市役所は今６つ

の庁舎に分かれていまして、分散化のために市民の皆さんにご不便をかけています。例え
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ば駅南庁舎であるとか本庁舎においでになったお客さんを、年間４，５００件もほかの庁

舎ですよという形で案内していますので、そういった課題を新しいものにすれば解決でき

ると。それも交通の利便のいい場所に行きますので皆さんがそこに行きやすいですし、窓

口も一つにすればたらい回しもありませんし、そういったことをこの機会に対応したいな

と考えています。また、市役所とか駅南庁舎、おいでになったらわかりますが、駐車場が

非常に狭いですので、そういったものもこの機会に広く対応できるようにしたいと考えて

います。 

 それとまちづくりの視点でもしっかりと考えていきたいと考えています。今、人口が減

っていますし、高齢化社会ということあります。一方、高速道路というのが開通して結構

便利になってきましたので、そういったものも含めて対応していきたいと考えています。

鳥取市は中心市街地の活性化とあわせて、この津ノ井地区もそうなのですが、合併地域と

いう、地域生活拠点という位置づけがあります。ですから、中心市街地とその周辺の地域

生活拠点を一緒になって再生していこうということを考えています。駅周辺は非常にポテ

ンシャルの高い地域ですので、そういったところをさらに機能アップしていければなと考

えています。 

 それと最後ですが、庁舎の整備については新たな負担はありませんと申し上げています。

これから庁舎の整備については建設費だけではなしに、維持管理、修繕を含めたライフサ

イクルコストを検討しながら、機能と費用の抑制を両立していきたいと考えています。 

 それと、庁舎の整備に当たっては、今まさに活用できる有利な財源、この合併特例債で

すが、それと今積み立て済みの基金、これは公共施設等整備基金というのがありまして、

これを活用しますので市民の皆さんには負担なしにこういった新たなものが整備できると

いう考え方で進めようとしていますので、ぜひとも皆さんのご理解とご協力いただきなが

ら進めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 先般、市庁舎の問題で国府町の方に行かせていただきました。非常にいろんな意見が出

ていました。情けない意見が多いなという気の方です。どっちかというと、私はどうして

あんな意見が出てくるのかなという方が強かったようです。今になって市民の調査とか、

そういう問題ではないですよね。市長さんのおっしゃっていたように、今の時点で考えて

いって、新しく駅の方に持って新築するのだという方向にすべての人が早くなってくれな

いのかなという気がものすごく強くて、つまらない意見が相変わらず多いなと思って残念

でした。ああいう人の意見は、もう変わることはないのではないかと思うのです、ああい

う考えの人というのは。反対の人のことを言って申しわけないのですが、あれはある程度

置いておいて……。やはり皆は新しい方がいいわけですからね。市長さんおっしゃるよう

に、できるだけ早くあちらの方に前進していただくように進んでやっていただきたいと思

います。最後のお願いにしておきます。 

 

（竹内市長） 

災害はやっぱり待ってくれないということはありますよね。ですから、災害に強い体制

を早くつくりたいと、私も本当に切実に思っていますし、今の状態では地震に全く弱い本
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庁舎の中で仕事をしているわけですが、防災部局もそこにいますし、災害が起こって、そ

こを中心に対策本部を立てるといっても、なかなか十分な災害対策拠点と言えるような、

大きな災害でもびくともしないような状況に到底今の状態はないわけです。いろんな考え

方はあると思いますが、防災の問題は緊急の課題ということで、これはもう避けて通れな

い、ほってはおけない課題だということを国府町の説明会でも強く申し上げた経過もあっ

たと思います。これはやっぱり理解してもらわなければいけないし、何とか実行しなけれ

ばならないという気持ちです。ただ、やはり市民の方の理解や議会の理解、これは重要で

すので、そういったものをできるだけ獲得しながら、確保しながら前に進めていくという

ことが重要な点になると思っています。 

 それともう一つ、市民サービスということで窓口があっちこっちに分かれていると。今

の時点で６カ所の場所があるのですが、調べてみますと、本庁の各庁舎のそれぞれの窓口

に１年間で訪れて申請をするとか届け出をするといった人間の数は延べで６０万人という

大きな数字になるということで、一人で何回か来られる方がもちろんありますし、さまざ

まな届け出、申請がありますので、そのようになっているということです。それを駅南庁

舎にしても、本庁舎、第２庁舎、あるいは下水道庁舎にしても、いろんな庁舎で受けとめ

ているわけですが、やはりばらばらの場所に窓口があるということは市民にとって大変不

自由、不便なことです。わかりやすい場所、行きやすい場所、そして、そこに行ったら手

続関係は、そこで賄えると、いわゆる完全なワンストップサービスというものを実現すれ

ば、仮に庁舎は幾つかには分かれていても窓口はここだけですよと、これでサービスは土

日も含めて、時間外も含めてやれますよとなっておれば、今はご存じのように土日や時間

外のサービスは本庁舎の証明コーナーというところでやっていますが、ここで何でもでき

るわけではなくて、非常にサービスの幅は狭いです。限定されています。どこまでのサー

ビスを夜間や休日に行うかということも判断すべき点ですが、いずれにしても一つのまと

まった場所に、それは市立病院跡地を想定していますが、窓口関係を集約するということ

で、わかりやすい場所にできると、そして行きやすい場所にできるということは鳥取市の

市民の皆さんにとって大きなプラスになります。そういったことはまず緊急に対応すべき

だと思います。 

 また、庁舎全体のレイアウトといいますか、どこの庁舎にどういう機能を持たせるか、

そういったことは今の現在の本庁舎、あるいは第２庁舎含めて、もう一回見直して、どう

いう仕組みで全体構想を立てれば費用が少ないか、あるいは後々の負担が少ないか、こう

いったことを十分考えた上で全体的な姿、全体像をつくりたいなということで、そのため

に必要な調査検討をもう少しさせていただいた上で、できるだけ早く全体構想を明らかに

したいと思っています。待ってくださいと言っているのではなくて、しなければならない、

緊急性を要するものからやっていこうという気持ちを持っていますが、はっきりした根拠

を示して、市民の皆さん、議会の皆さんに理解を求めるという姿勢は求められていると思

いますので、もう少しそこについては時間の猶予をいただきながら、庁舎整備は必ず全体

構想を早目にまとめて実施をしていく。 

 もうこれだけ時間をかけました。平成２１年度の春から始めて、今、２５年度、５年目

に差しかかっていますし、もう相当考えられないほど長い時間と多くの議論と多くの費用

をこの間に要してきているわけですので、もう早く決めて前に進むべきときだという多く
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の市民の皆さんの気持ちを５カ所にわたる説明会の中でもいただきました。こうしたこと

はしっかりと胸に受けとめて頑張りたいと思います。皆さんのご支援もいただかなければ

事業が前に進められませんので、前向きに進めるべきだというお考えの、多くの皆さんが

いらっしゃると思いますが、ぜひ力をかしていただきたいと思います。 

 

（地区会長） 

 不法投棄監視員というのがありまして、各委員さんが不法投棄を見つけて報告をすると

いうことになっています。住民がいろんな場所に目を光らせるということは非常にいいこ

とだと思いますし、それを報告して、そして対策をするというのはいいのですが、残念な

がら鳥取市に要望したことに対しては対応が比較的早い。ところが私の近くは、砂田川が

県ですし、旧２９号線も県ですし、三代寺線も県でありまして、県の管理部門が結構多い

のです。そうすると、なかなか解決されないということで、何とか鳥取市に言ったら、早

急に対応してほしいなと思っています。もう一度言うと、鳥取市の地域に対する要望は非

常に対応が早い。しかし、県については間違いなしに遅いということですので、そこが早

くする方法をぜひシステムの中で考えてほしいなと、すばらしいシステムだと私は思って

います。 

 

（深澤副市長） 

 不法投棄の関係で監視員には大変お世話になっています。このシステムで鳥取市として

いろいろ対応させていただいていますが、管轄が県であり国でありという場合もあろうか

と思いますが、まずは一報、鳥取市の方にお寄せいただければ、できる限り何か対応策を

考えていきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 必ず報告書が上がっているのですよ、市に。 

特に自転車の放置です、川に置いてあるとか。自転車は過去に盗難届が出ていると思う

のですよ、８割方は。引っ張り上げてみないとだれの自転車かわからない。盗難ステッカ

ーというのですかね、あれがわからないということは、川に入ったままになっているので

す。あれを早く上げてくれて、そして警察にナンバーを言うと盗難届けが出ているかどう

かわかって、その人に必ず警察から連絡が行くのです。しかし、揚げないとその作業がで

きません。これは一例ですが、県絡みは非常に遅いということは間違いありません。 

 

（竹内市長） 

 自転車が盗難に遭ったり、その後乗り捨てられたり、大体投げ捨ててあるのはやっぱり

盗難に遭った自転車が多いですよね。私は防犯協会の仕事もちょっとしているのです。も

う一つの方法は、川に投げ捨ててある自転車を不法投棄の通報が出たら警察の方に頼んで

みるというのは一つの手だと思うのです。警察は盗難自転車の届け出を受けていたりする

状況があると思いますし、それから警察の関連している防犯協会という組織が防犯登録と

いうのをやっているのですね、自転車の。警察組織の外郭団体が。そういったことから、

警察も自転車がある分には普通のごみと違って、放置できない可能性が強いと思います。
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ここに警察のＯＢの方がおられたらちょっと教えてほしいところですが。鳥取市が連絡を

受けているわけですから鳥取市がやってもいいと思いますが、一般に、公物管理と我々は

よく呼んでいますが、河川とか道路は管理者がいるわけですね。県であったりする場合が

多いという報告がありましたが、県の方に頼んでもなかなか物理的に措置してくれない分

も、盗難ということとも絡んでくるとなれば警察という手もあろうかと思いますので、鳥

取市の方でもう少し研究してみます。 

 

（地元意見） 

 不法投棄監視員と窓口は鳥取市です。 

 

（竹内市長） 

 あれは鳥取市が地元の方と相談して始めた制度ですから、生活環境課です。ということ

で、我々の方でできる限りのことはするべきだと思いますので、やっていきたいと思いま

す。また、不法投棄監視員の皆さんとして、何とかこの問題の解決についていろいろ報告

を上げていただく際に、こういうふうにしたらどうだろうかという話がもしあれば、また

それも応じて動きたいと思います。 

 

＜補足：生活環境課対応方針＞ 

 不法投棄監視員等市民から不法投棄の通報があった場合、市の担当者が速やかに現地を 

調査し、土地の管理者に対し投棄物の撤去を行うよう依頼しています。 

県に対しても同様に依頼していますが、今後は期限を定めた撤去依頼をし、できない場 

合はその理由及び対応時期の回答を求めたいと思います。不法投棄監視員からの不法投棄

の報告に対する対応状況を監視員に回答していますが、県の対応状況も回答するようにし

てまいります。 

 

（地元意見） 

 平和の鐘ということで、広島と長崎に原爆が落ちた時間、それから終戦記念日の正午に、

日本国中のお寺や教会の鐘を鳴らしたいという運動に参加しています。５年前に札幌の若

者に会ったのですが、その若者がやっていて、それは自分もできることだと思いまして、

ことし、私は５年目です、札幌の方は８年目だそうですが。それで、鳥取市の総務課の非

核平和の委員会というか、そういう関係の方で、私も２年目から協力をいただいていまし

て、毎年、鳥取市のお寺さんにそういう旨の依頼の文書を出していただいているわけです。

その点について、まずお礼を申し上げます。 

 引き続きまして、今、鳥取県では１７のお寺さんとか施設が参加しています。それで、

ことしは、今、鳥取市で３つふえたという状況ですが、まだたった１７というか、ぜひも

っとふやしていきたいと思いますので、引き続きご協力をよろしくお願いしたいと。 

 それから、きのう入った情報ですが、本部の方の情報では、アメリカのニューヨークで

賛同寺院が１つふえたということも聞いていまして、世界的な大きな話なのですが、そう

いうことを地道ですが、こつこつやっていますので、鳥取市の方では引き続き非核平和の

方の年度事業にしていただいているそうですので、よろしくお願いします。 
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（総務部次長） 

 やはり非核平和の取り組みといいますのは、鳥取市も非核平和都市宣言というのをやり

まして、今年でちょうど３０周年を迎えて、その記念事業を進めているところです。せん

だって広島から被爆体験証言者というのですが、実際に被爆された方をお呼びして、学校

を回っていただいたり、一般向けの講演会をしたりとか、そういった取り組みもしました。

今、おっしゃいました平和の鐘の取り組みについては鳥取市も進めていまして、今年もぜ

ひともやっていきたいということで、それぞれお願いをしていっているところです。我々

も引き続き、さらに力を入れてまいりたいと思いますので、どうぞ一緒になってやってい

ただけましたら大変うれしく思いますので、またよろしくお願いいたします。 

 

８ 市長あいさつ 

皆さん、きょうの津ノ井の地域づくり懇談会、ご参加ありがとうございました。 

 踏切の問題にしても、もう一つの大きな課題になっていました歩道の改良整備にしても、

きょう言ってあすはなかなかできない大きな課題だと思います。ただ、この若葉台東町線

という道路については、県庁に近い方は大分歩道整備が、少し時間かかりましたが、きち

んとした形でされました。これはいろんな工夫をしながら歩道として使えるように、あま

りでこぼこした形ではなくて、マウンドアップの形の歩道ではなくて、道路面と同じ高さ

で、ただ、ちょっと縁石はつけて安全を確保しながらの歩道に整備し直されました。県も

やる気を持って取り組もうとしていますので、現在の道路の幅員の中で上手に一定幅の歩

道を確保して、通学、あるいは通行の皆さんの安全が確保できるようになると私は思って

いまして、地元の住宅のところまで削り込むような工事でない工事で何とかうまくやれる

ように。道路もこれまでにはなかった２９号線の方の、国道の方の整備も進んできたわけ

ですから、こっちの県道の方はやはり今でも朝夕のラッシュアワーなどもありますが、で

きれば少しずつ交通量も減っていく形になってくれば安全度も高まるのかなと、少し車の

走行速度なんかも安全を考えて少し落として歩道にも配慮していただく、歩く人や通行人

の方に、自転車の方に配慮していただく、そういった交通が実現できればいいと思ってい

まして、ハード、ソフト両面で努力を県とともにしていきたいと思います。地域の皆さん

の声もどんどん上げていっていただければと思います。特に通学路の安全確保というのは、

今、鳥取県、鳥取市挙げての課題でありまして取り組みを進めていますので、この機会に

前に進めた方がいいと私は感じています。 

 そのほか、津ノ井の夢のある空山のウォーキングの新たな道をつくって、多くの方に空

山の景観、空山からの景観、あるいは自然豊かな津ノ井の地域の様子なども楽しんでいた

だけるような機会をふやす、大変私はいいことだと思います。津ノ井小学校が代々、歴史

的にそういう取り組みをしてこられたというちゃんと根拠のあることを、もう一段レベル

が高い形で実現すると地域にとっても大きな喜びがあると思います。 

 先ほどちょっと冒頭のあいさつで、市民体育祭で７月７日現在、Ｂグループ第１位とい

うことで、いや、まだまだ最後の時点でそうなるかみたいな、多少失礼なことを申し上げ

たと思いましたが、よくよく記録を見てみると、平成２２年、第５３回から始めて、平成

２４年の第５５回まで、Ｂグループ優勝をかち取っておられるので、この２５年度も必ず
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優勝されると期待をしていますので、これからの競技種目もあります。例えば新しい弓道

場が布勢にできて、ここあたりも市民体育祭で活用されることになっていますが、たしか

７月の後半にあったと思いますが、各競技種目ごと点を稼いでいただいて、この体育館の

利用も大変盛んだと聞いていますが、さっきトイレの話も出ていましたが、ぜひとも津ノ

井精神で頑張って優勝に至っていただきたいと思います。私も体育祭の結果など見ていま

すが、ずっとＢグループで優勝を続けておられるということをちょっと失念していたので

すね。失礼をおわびしながら健闘を期待して、ごあいさつを締めくくりたいと思います。

きょうはどうもありがとうございました。 


