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遷喬地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年７月１９日（金） １９：００～２１：２０   

２ 会 場 遷喬地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ６５名 

市側出席者  １５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、尾

室総務調整監、山本防災調整監、武田企画推進部長、大田経済観光部長、大

島都市整備部長、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 

（まちづくり協議会部会長）※スクリーンに基づき説明 

 初めに、遷喬地区まちづくり協議会の活動のあゆみということで、平成２２年度～２５

年度、今年までの４年の活動をご紹介いたします。 

遷喬地区は、片原１丁目から北東で掛出、それから東に戎町、寺町、南に袋川、袋川よ

り北側、それから西に片原３丁目ですね、鹿野街道と若桜街道の間の中の通りからの境界

になっております。中心部には遷喬小学校があり、それと鳥取市の中心の商店街が位置し

ております。まちづくり協議会は前年度より準備会を開きまして、お年寄りにやさしいま

ちづくり部、子どもにやさしいまちづくり部、にぎわいのあるまちづくり部ということで、

３部で発足しました。匠、職、健康、学ということで、年ごとに遷喬地区の再発見のマッ

プを作りました。手探りの１年目ということで、遷喬地区再発見の地区内のレトロな建物、

五臓圓ビルと伝統的な手仕事の店を紹介してマップを作りました。 

それを基にして１０月１６日、親子で楽しむ匠めぐりコース、１１月６日に、大人が楽

しむ匠めぐりコースということで企画しました。そのうちの親子でめぐる匠のまちめぐり

では、公民館に集合して挨拶をし、井田神具店、二階町を一緒に周り、五臓圓ビルの横を

通って、アコヤ楽器店の楽器の修理などを見て説明を聞きました。また、畳職人である大

谷さんの、手で畳を作るという工程を見させていただきました。次に子どもさんと一緒に

たい焼きを食べるというコースです。それから当店では建具の製作を紹介いたしまして、

そのあと、既製品の駒を持ち寄って、ペンキで絵を描いたり色を塗ったりして遊んでもら

います。これは建具職人でこういうものがあるということです。２つ目にそば打ち教室、

それから３つめの事業に給食の文化ということで、５００円で味めぐりができるワンコイ

ン祭りを実施いたしました。そば打ち教室では、しっかりこねて、丁寧に切って、試食を

します。また、未病を治すというのは予防ということで、遷喬地区にある病医院、薬局、
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整体・鍼灸関係等の事業所、店も紹介しました。それをマップに作っております。 

健康講演会を櫻井重樹院長さまにお願いして実施しております。３年目で第２回のワン

コイン祭りを実施しております。展望が開きつつある４年目ということで、学びと文化の

まちづくり、地域の文化や学びの教室のマップ作りということで、音楽、習字、絵画、お

茶、お花、裁縫、手芸、料理、スポーツ等の学び者を紹介しております。次に、１０月の

２１日～３１日まで、絵手紙コンテストということで、広く一般から募集しました。小学

生の部、一般の部に分け、賞金付きで、テーマは「にぎわい元気まちなか」ということで、

１１月３日にこむ・わかさで表彰を行いました。その後に３日～１０日まで展示というこ

とで、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。遷喬地区まちづくり協議会というこ

とで、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 市庁舎整備に対する“基本的な考え方”について 

＜地域課題＞ 

（１）住民投票結果を無視して、なぜ実質的「新築移転」を表明したのか。 

住民投票の重みをどう受け止めているのか。専門家委員会の意識調査と住民投票という投

票行動の重さをどう考えているか。 

（２）２００８年制定の市の「自治基本条例」の精神が市の行政姿勢（とりわけ市庁舎整

備問題に関し）に生かされているか。 

すべてが後追い説明になっていないか。「自治基本条例」第２３条（説明責任）では、「政

策の立案から実施、評価までの各過程において、その経緯、内容、効果等について市民に

分かりやすく説明しなければなりません。」 

（３）２核２軸の“まちづくり”構想と市庁舎整備との関係 

２核２軸の“まちづくり”構想に沿ってまちづくりが行われているのか。 

庁舎移転、駅前アーケード、医療看護専門学校、駅南公営駐車場構想等々すべて駅周辺に

集中。若桜街道・本通商店街等中心市街地の空洞化に益々拍車をかけることに繋がらない

のか。 

（４）鳥取市の財政状況について 

一般会計、特別会計、公営企業会計、外郭団体会計（土地開発公社・環境事業公社）の借

金はどれだけあるか。平成２７年度からの“一本算定”で地方交付税はいくら減るか。現

在の臨時財政対策債の額はどれくらいか。現在までに使った合併特例債の額と今後の利用

予定は。 

（５）“基本的な考え方”の（３）既存庁舎の活用の意味するものは、また、新庁舎建設費、

及びその他費用の概算をどう見ているか。 

 ≪新庁舎建設について≫ 

 周辺道路拡幅等工事に関わる費用 

 高架構想の有無を含め、敷地と駅を結ぶ道路整備について 

 

＜担当部局の所見等＞ 
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【総務部】 

（１）鳥取市庁舎整備の基本方針案は、

耐震改修か新築移転かという二者択一

の次元で考えているものではありませ

ん。鳥取市庁舎整備の基本方針案で示

しているとおり、住民投票もこれまで

の経過の一つとして位置づけつつ、こ

れまで示された市民の皆さんの意見や

意向、専門家委員会の報告書や議論、

市民意識調査などを踏まえ、現時点で

の考え方を示したものです。 

 

【企画推進部】 

（２）本市では、市政の執行にあたっては、市民政策コメントや説明会の実施、パンフレ

ット等の配布・回覧、公式ホームページ、新聞テレビ等のメディアの活用など、様々な手

段で情報提供に努めているところです。 

 【わかりやすい市政】、【伝わりやすい市政】、【信頼される市政】を目指し、情報提供の

在り方について、引き続き改善してまいります。 

【都市整備部】 

（３）平成２５年３月に策定した第２

期鳥取市中心市街地活性化基本計画で

は、計画期間中の５年間で目指す中心

市街地の姿として、１期計画と同様に

「２核２軸の都市構造を踏まえたまち

づくり」の考え方を引き継ぐとともに、

新たに地域の特性や既存の取組みを踏

まえたゾーンを設定した「エリアコン

セプト」をまとめました。 

 その中で袋川以南の鳥取駅周辺地区

は「因幡の都市核として駅を中心に都

市機能が集中・集積する舞台」、袋川以北の鳥取城跡周辺地区は「歴史・文化等を有する豊

かな居住・交流の舞台」と位置付けています。 

 第２期基本計画に定められている事業のうち、鳥取城跡周辺地区で実施するものについ

ては、例えば鳥取赤十字病院整備事業や戎町賑わい創出拠点整備事業があり、市としては

これらの事業への支援を行うことにより、当地区の機能強化につなげていきたいと考えて

おります。 

 まちづくりと市庁舎整備との関係性については、庁舎整備の具体化に合せて、魅力ある

まちづくりの促進を図りたいと考えています。 
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【総務部】 

（４）平成２３年度決算の借入残高は、

一般会計１，０４７億円、下水道事業

などの特別会計分が８７６億円、病院

事業・水道事業の企業会計分が２６２

億円で、合計２，１８５億円となって

おります。また、土地開発公社などの

出資法人の短期及び長期借入金の合計

は７６億円となっております。 

平成２７年度から地方交付税の合併

算定替えの措置が５年間かけて段階的

に減少していきます。平成２４年度の実績額で換算すれば、平成３２年度には約５７億円

程度が縮減となります。 

臨時財政対策債の平成１３年度～２４年度までの発行額は３５１億１千７百万円とな

っております。平成２４年度発行額は３６億７千万円（Ｈ２４発行可能額は３７億９千万

円）です。 

 ※臨時財政対策債は、本来国が支払うべき地方交付税の一部を地方自治体に借金させる

ことで補うものです。後年度以降の元利償還額は全額国から措置されるため、市の負担は

ありません。 

発行限度額は５４４億９千万円で、平成２５年５月３１日現在までの借入額は２９３億

７千万円です。今後についても、第９次総合計画の財政見通しに沿って安定的な財政運営

を図りながら、学校などの市有施設の耐震化や橋梁修繕などに活用する予定です。 

 ※合併特例債は、事業費の９５％を借入することが可能で、且つその元利償還の７割が

国からの交付税で措置される非常に有利な財源です。本市においては平成３１年度まで借

入可能です。 

 

【都市整備部】 

（５）【周辺道路拡幅等工事にかかわる費用】 

 旧市立病院跡地を有効活用する際には、敷地周辺道路の拡幅や歩道の設置等が必要にな

ってくると思われます。その際には、施設計画案に基づき、道路管理者や警察との詳細な

協議を行った上で、道路計画を定めていく必要があります。現時点では、まだそこまで具

体的な計画は定まっておらず、費用の算定は行っていません。 

【高架構想の有無を含め、敷地と駅を結ぶ道路整備は】 

 鳥取駅南口から現シャミネ駐車場南側を通って旧市立病院跡地方面に至る市道扇幸町 1

号線は、駅に近接していて交通量も多いため、歩行者の安全性確保と駅周辺の回遊性の向

上のために拡幅が必要な状況になっています。このため、現在、市道扇幸町１号線の駅南

口から国道５３号線までの区間において車道２車線、片側歩道の拡幅事業を計画し、一部

区間について実施しているところです。なお、高架の計画はありません。 
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（庁舎整備局長） 

今回鳥取市は庁舎整備の基本方針案を提案いたしました。主な考え方は、基本方針案の

裏面の１、２、３ということであります。基本方針案の中の４番目の項目ですけども、１

番目として、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

市立病院後地に新たな施設を整備するということ。２番目として、庁舎の機能は旧市立病

院跡地と駅南庁舎の集約を基本とします。３番目として、既存の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します。この基本方針案につきましては、耐震改

修か新築移転かという二者択一の次元で考えているものではなく、いずれか１つに合致す

るというものでもございません。今後、整備に当たりましては市庁舎に求められる機能、

役割、こういったものを明確にして必要性、緊急性、それから合理性、こういったものを

考えて進めているものです。 

そこで、基本方針案で示しているとおり、住民投票もこれまでの経過の１つとして位置

づけつつ、これまで示された皆さんの意見、それから専門家委員会の報告書や議論、市民

意識調査、こういったものを踏まえ現時点での考え方を示したものです。 

 

（企画推進部長） 

 本市においては、市政の執行に当たり市民政策コメントやそれぞれの事業の説明会の実

施、パンフレットなどの配布、回覧、さらには公式ホームページ、新聞、テレビ等のメデ

ィアの活用といった手段で情報提供に努めております。分かりやすい市政、伝わりやすい

市政、信頼される市政をめざしまして、情報提供のあり方につきましても引き続き改善に

努めてまいりたいと考えております。 

 

（庁舎整備局長） 

 本市としては平成２２年度以降、市庁舎整備の基本方針、また基本方針を取りまとめる

前段として、地域での説明会・フォーラム・新聞折り込みなどに取組んできました。しか

し、この市庁舎整備の専門家委員会の報告において、市庁舎の整備を巡りこれまでの経過

の段階での情報提供、市民説明が十分ではなく、結果として市民の誤解や行政不信につな

がるものとなったと指摘をいただきました。本年６月２７日に市庁舎整備の基本方針案を

公表しましたが、市民との積極的な対話については明確にしております。先週の１３、１

４日には市庁舎整備に関する説明会・意見交換会を開催しました。今後も市の考え方をさ

らに広く市民に説明しましてご意見を積極的に伺いながら市庁舎整備推進本部などでさら

に調査検討を深めた上で、市庁舎整備全体の構想を早急にとりまとめ、整備に対して推進

していきたいと考えております。 

 

（都市整備部長） 

 平成２５年３月に策定した第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画では、計画期間中の

５年間でめざす中心市街地の姿として、１期計画と同様に二核二軸の都市構想を踏まえた

まちづくりの考え方を引き継ぐこととしております。そして新たに、この上の方にオレン

ジ色、下の方にピンク色のたゾーンを定めておりますけれども、既存の取組みを踏まえた
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ゾーンを設定したエリアコンセプトを

まとめました。その中で袋川より南の

鳥取駅周辺地区につきましては因幡の

都市核として駅を中心に都市機能が集

中、集積する舞台、そして袋川より北

の部分につきまして、鳥取城跡周辺地

区、歴史、文化等を有する豊かな居住、

交流の舞台と位置づけているところで

す。 

第２期基本計画に定められている事

業のうち、鳥取城跡周辺地区で実施す

るものにつきましては、例えば鳥取赤十字病院整備事業や戎町にぎわい拠点創出事業、鳥

取城跡大手登城路復元整備事業などがあります。市としてはこれらの事業への支援を行う

ことにより、当地区の歴史、文化等を有する豊かな居住、交流の舞台としての機能の強化

につなげていきたいと考えております。 後にまちづくりと市庁舎整備との関係につきま

しては、本庁舎等の周辺地域の活性化などに引き続き幅広く検討を進めたいと考えており

ます。 

 

（総務部長） 

 まず１つ目のご質問が一般会計、特別会計、それから企業会計、土地開発公社や環境事

業公社などの外郭団体の会計の借金がどれだけあるかというご質問です。平成２３年度決

算の借入残高は１，０４７億２，０００万円という大きな数字です。下水道事業などの特

別会計がそれ以外に８７６億円ありまして、病院、水道といった企業会計の借入残高は２

６２億円となり、全て合わせますと合計で２，１８５億円となっています。本市の場合は

行財政改革に積極的に取組んでおり、かつ市債借入の方も抑えていこうということ、それ

から職員も減らしていこうという取組みをしており、財政の健全化に努めているところで

す。それで、市債残高も平成１６年の１，２８３億６，１００万円から年々減らしており、

数字的にいきますと平成１６年から平成２３年までで２３６億４，０００万円減となって

おります。また、それ以外に土地開発公社などの出資法人の短期及び長期の借入金の合計

は７６億円となっているのが現状です。 

２つ目のご質問で、平成２７年度からの一本算定で地方交付税はいくら減るのかという

ご質問です。この一本算定とは、合併により１０年間は合併前のそれぞれの市町村の交付

税を保障するというものが、合併から１０年経ちますと段階的に減らすというような制度

ができています。そのため、平成２７年からは通常の新しい鳥取市の交付税算定になると

いうことですけども、一度に下げると影響が大きいということで、５年かけて落としてい

くというものです。平成２４年度の実績額で換算しますと、平成３２年度には約５７億円

という数字が地方交付税縮減となります。しかしながら、地方交付税の算定については合

併後の行政面積は広くなっており、また中山間地も広がり、支所もありますので、現在国

の方に対しては合併市町村の負担を反映させた新たな交付税措置を行うように要望をして
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おります。総務大臣は今年の３月１４日に国会の方で平均面積が拡大していることなどに

伴う行政需要を新たに把握して、交付税算定で適切に対応したいと答弁されておりますの

で、国もそういった合併した自治体に対しては見直す意向を示しているというのが現状で

す。 

３番目に、現在の臨時財政対策債の額はどれくらいかというご質問です。臨時財政対策

債とは、本来地方交付税というかたちで国が毎年地方に支払うべきものを一時地方自治体

に借金をして、あとになってから地方交付税で返すというものです。鳥取市も臨時財政対

策債を借りてやっておりますけども、これは全額国から措置されると、実質的な市の負担

というのはないわけです。臨時財政対策債は平成１３年度～２４年度までの１０年間で３

５１億１，７００万円の発行をしているところです。平成２４年度の発行額は３６億７，

０００万円ですが、後年度になって国が交付税というかたちで措置をするという約束事で

すので、市に負担は生じないという借金です。 

後に、合併特例債のご質問が出ておりました。現在までに使った合併特例債の額と今

後の利用予定額ですが、鳥取市１市８町村との合併により総額５４４億９，０００万円ま

では使うことができるというものです。今年の５月３１日までの借入額としましては２９

３億７，０００万円を借り入れております。今後も引き続き９次総など長期の財政計画を

睨みながら、市有財産の耐震化や道路、橋の補修などにも有効活用していこうと考えてお

ります。 

 

（庁舎整備局長） 

 既存庁舎の活用の意味するものは、また、新庁舎建設費及びその他費用の概算をどう見

ているか、という点につきましては、現在、本市において急がれております防災と市民サ

ービスの充実強化について明確な考え方で示しております。内容としては、災害発生時の

対策本部会議といったスペースの確保など、現在地では対応が困難であり、市有地である

旧市立病院跡地で活用するのが適切であるという考え方を示ししているところです。それ

以外の庁舎整備の機能の配置につきましては、今後、全体構想を早急に取りまとめていく

ことで表明していますが、現在検討中です。そういった中で方針を示したものです。また、

費用につきましては、併せて全体構想を取りまとめていく中で検討させていただきます。 

 

（地元意見） 

 市庁舎問題について３点質問させてください。まず、本庁舎機能をどこに置くのかとい

うことです。それと住民サービス機能、防災と住民サービス機能を旧市立病院跡地に集約

させた場合、駅南庁舎はどうされるのか、この２点について、はっきりご回答をお願いし

たいと思います。２点目に、まちづくりに関してですが、平成１５年度に中心市街地活性

化基本計画が改定され、二核二軸構想の中で、行政・文化ゾーンに市役所本庁舎が位置づ

けられましたが、 近の市長のご発言では、市庁舎は行政・文化ゾーンである核には含ま

れないというように認識しております。この点について市長の見解をお訊ねいたします。 

３点目、市議会の答弁で市庁舎全体像を明らかにすることが第一番に急がれるとおっし

ゃいました。しかし、本庁舎機能をどこに配置するのか、現本庁舎をどのように扱うのか
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が不明瞭でありますし、費用も不明確です。この点について、再度、ご質問を申し上げま

す。 

 

（竹内市長） 

 初の質問で、本庁舎をどこに置くのかというのは、全体構想の中で 終的に明確にす

るというのが現時点の答えです。それで、現在は本庁舎の機能を持つ建物が６ヶ所に分か

れているという状態です。その中で特に我々が中枢管理機能と言っております議会、総務

部、企画推進部などの管理部門ですね。今は少なくとも尚徳町１１６番地に本庁舎の中枢

管理部門があるんです。実は本庁舎の機能がいくつも分かれているということは、今回の

庁舎整備で出発点になっているわけですね。今後、本庁舎の機能をどの程度まとめるか、

まとめないか、ある程度分散型でいくといった考え方も当然採れると思います。そのあた

り全体の本庁機能のレイアウト、現在の本庁舎にある機能はそのままの場所か、移動する

のか、このあたりを含めて、さらに全体構想の中で出していきたいと思います。 

なぜそう言っているかというと、この基本方針案の中にあるように、全体の経費をどの

程度にできるのか、これはできるだけ抑制したいと。そして、市庁舎の機能はできるだけ

向上させたい、あるいは改善したいと思っています。そのため、全体のバランスを深く検

討して明確な根拠をもって全体図を決めたいと考えておりまして、今の時点では全体構想

がまとまってないので決定されていない。現時点では６ヶ所に分かれている状況、あるい

は本庁の中枢機能は本庁舎にある状況で、まだ検討の過程にあります。それから防災市民

サービスについては、新たな施設を市民病院跡地に設けて整備するのが、一番スピードが

速い、必要な機能が確保できる、全市的に見て交通アクセスもいいといったようなことで

説明をして、今後検討をしていくことにしております。じゃあ、駅南庁舎はどうするのか

ということでありますが、駅南庁舎も庁舎として使っていくという考え方でおります。そ

れは基本的な考え方の２点で、庁舎の機能は旧市立病院跡地と駅南庁舎への集約、これを

基本として検討していくと言っていることからもご理解をいただけると思います。具体的

にどういう機能を駅南庁舎に置くのかというのは、全体的な庁舎の中の機能の配分の中で、

これも全体構想の中で明確にしたいと思います。これが１番目の質問だったと思います。 

２番目は、二核二軸の中心市街地の都市構造についてであります。これは、行政文化ゾ

ーンという言葉が出て来ておりましたが、鳥取城跡周辺地区は、歴史文化等を有する豊か

な居住交流の舞台、歴史文化あるいは自然とかそういったことが特徴です。そして鳥取駅

周辺は、因幡の都市核として駅を中心に都市機能が集中集積する舞台と言っていまして、

いわゆるその行政機能は、両方の核の中に含まれているものだと考えています。ですから、

どちらの核も行政機能があります。例えば城跡周辺の核ですね、上の黄色いあたりでは、

鳥取県庁、裁判所、検察庁、それから市役所の本庁舎、第２庁舎あたり、鳥取駅の周辺で

は、駅南庁舎、さざんか会館とか、中央官庁の例えば税務署だとか、その他いわゆる国の

出先機関などが駅の南側にあります。ですから、二核二軸ということの理解がちょっと違

っているのかなと思いました。 

 

（庁舎整備局長） 
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 本庁機能をどこにということは 初に言われたんですが、費用等についても不明確だと

いう点についてですが、当然その再配置、こういったことを含める中で、費用面について

も全体構想を策定していく中で明らかにしていきたいという考え方で現在おります。 

 

（竹内市長） 

 ちょっと補足しますが、現在の内容が不明確、抽象的であったりする点があることは、

基本方針案であって全体構想そのものではないので、検討の方向性を示す具体的な内容は

今後のさらに深まった検討によって、全体構想の中で明確になるということであります。 

 

（地元意見） 

 何を伺っても全体構想で具体的にしていくという話ですね。これだけ市民の間で問題に

なっておって、何年も議論をしてきて、まだ抽象的なもので説明会を開く。なんの意味が

あるんでしょうか。説明会５ヶ所開いて、この懇談会も２０ヶ所ぐらいでやられるんでし

ょ。隔年でやられる４１ある自治会の中の半分としたら２０ヶ所近くでやられるんでしょ。

幾ら費用がかかるんですか。もう全体構想が決まって、経費、費用もはっきりしてから市

民に問うべきです。これが第１点。それとまちづくりに関して行政文化ゾーンでなくて歴

史文化ゾーンだとさっき市長がおっしゃった。じゃあ、行政文化ゾーンという言葉を二核

二軸の構想の中で使ったことは一度もないですか。私の聞き間違いだったら申し訳ないで

すけども、この点を明らかにしてください。 

 

（竹内市長） 

 まず第１点です。我々が基本方針案ということで基本的な考え方を３点にまとめて、明

らかにしたうえで、さらに深まった検討、特にどういう整備をしたらどれくらいの費用が

かかるかという費用面の問題というのは非常に大きなことです。それで、これまで市民の

皆さんのさまざまな意見を通じて、あるいは専門家委員会の検討を通じて、庁舎整備にお

いて重要なことが出てきています。例えば防災機能としてどのようなものを整備したらい

いのか、市民サービスとしてバリアフリー化をしなさいとか。当たり前ですが、そういっ

た幾つかの要請に応えつつ、異なる幾つかのそれに対する解決案を書こうとしているわけ

なので、基本方針というものを持ちながら、それをだんだん深めて具体化して全体構想を

作りたいと思っています。そういう意味で、今の時点で完全に案が明確になっているとい

うことはちょっと望めないことでありますし、また、完全に明確にならないと説明しては

ならないとか、そういうことにはならないと思います。これはあくまでまだ案ですよとい

う段階でこそ、意見を聞く必要があると。案の段階で意見を聞いて、意見を聞いた内容も

踏まえながらさらに具体化を図っていくことがいいと考えております。 

それから、行政文化ゾーンという言葉は、二核二軸の中では使っておりません。もうこ

れは事実として行政の機能というのは駅周辺と城跡周辺と両方にあるわけで、鳥取市が典

型ですよ。駅南庁舎は駅の方にあり、本庁舎、第２庁舎は城跡の周辺ゾーンにあるという

ことで、しかしこれは、市だけではなくて県や国の機関もそれぞれ両方のゾーンにあるわ

けです。私はそういう行政文化ゾーンといったような言葉づかいは正確でないし、使うべ
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きでないし、過去使った覚えもありません。 

 

（地元意見） 

 まず、こういう懇談会の機会を作ってくださってありがとうございます。非常に大事な

ことだと思います。いろんな事柄が、委員会や有識者会議とかで決まっていくんですけど

も、大学の先生とか、割と庶民感覚と乖離したものだと思うんですよ。だから、こういう

機会での生の声をしっかり聞いていただきたいと思います。まず、 初に申し上げておか

ないといけないのは、この辺の旧市内の住民は、今でも住民投票の２号案を支持している

んです。それで、住民投票のあとに意識調査というのをなさいましたけども、あれは事前

に２号案が不可能だということを公にした上で意識調査させて、そのハンディを背負って

でもわずかですが、耐震改修案の方が多かったんですよ。だからまずは、ここら辺の住民

はそういう考えだということを申し上げたいと思います。 

それから資料の市庁舎整備の基本的な考え方の４－２に市長さんのお考えとか、市当局

のお考えは出ていると思いますね。結局あそこが本庁舎になるというふうに私は読みます

けど、どうですかね、これ読んで皆そう思うんじゃないでしょうかね。それで看板だけ本

庁舎だというふうに空っぽの庁舎を残していただいても全然嬉しくないんですよね。名前

だけ本庁舎、中は空っぽとかね、非常にさみしい話です。市長さんは市全体を見て構想し

ていただいていると思います。ただ、私たちがほしいものと違うと思うんですよ。確かに

この辺凋落しています。商業も沈滞しています。それは人のせいばかりにしてはいられな

くて、世の中の流れもありますしね。商売なかなか難しいし、じゃあ市庁舎が残ったらち

ゃんとお前ら発展していくのかと言われても絶対それが上手くいくということは言えませ

ん。それで、中途半端な市庁舎が残るぐらいだったら、もっといいものを、活性化につな

がるものを作ってあげるからというのが多分市長さんのお考えだと思うし、今反発されて

も後になってから感謝されるという自信もお持ちだと思うんですよね。多分、そういう構

想で頭の良い方いっぱいね、いろんな委員会とかで考えていらっしゃると思うんですけど

も、何て言うかね、１つのアイデンティティなんですよ。本庁舎があり、県庁舎があり、

日赤病院あり、鳥取西高あり、もう生活の一部なんですよ。市庁舎あり、遷喬小学校あり。

じゃあ、その代わりもっといいものを作ってあげると言われても、パン屋が来ればパン屋

が泣くし、靴屋が来れば靴屋が泣くわけですよね、だから、１つに纏まることないんです

よ。やっぱり今まであったものはあってほしいといのが本音なんですよ。 

ただ、この地区のエゴみたいなもので市全体の足を引っ張るということはまずいことだ

と思います。だけど、この地区は、大半の人が第２号案のようにしてほしいと思っている。

じゃあ鳥取市全体はどうかと言えば、いろいろ誘導されましたので、意識調査では拮抗し

ていると言っても僅かでも２号案の方が多いわけですから、だからその辺を、こうしてほ

しいということを、できるだけ聞いてほしい。例えば、アラスカをアメリカがソ連から買

いましたよね。それで、アラスカを買ったときにイヌイットを生活保護の対象にしました。

イヌイットがもう漁ができないとき、保護の手が伸びて、もう飢えることはない、もう漁

ができなくても大丈夫と思ったわけね。でも、結局いっぱい飢え死にしたんですよ。何で

かと言うと、生活保護の対象のイヌイットにジャガイモやタマネギを大量にあげたんです
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よ。子どもたちはすぐに慣れて食べた。死ななかったけど、大人はジャガイモやタマネギ

は食べ物じゃない。その頃は、生の肉しか食べてなかったから。だから、上から目線でジ

ャガイモやタマネギを与えても食べられないの、消化もできないの、だから死ぬんですよ。

だから、ここらの私たちのところの市庁舎というのは、やっぱり譲れない部分があるんで

すよね。市庁舎と遷喬小学校はやっぱりなくなってもらいたくない、我々のアイデンティ

ティなんですよ。だから、それをちょっと念頭に置いて、市長さんお願いします。立派な

市長さんだと思っていますから、これ聞いていただいたらもっと崇めます。 

 

（地元意見） 

 いろいろ意見あると思うんですけども、やはりこの住民投票というものが行われた経過

というのは、ここにご出席の皆さんは全部よく知っとられるわけです。昨年５月２０日の

夜遅くなってから、市長はこの新築移転案を見直して、現地での耐震改修に向けて計画を

練り直すというような主旨のことをはっきりとおっしゃっているわけですよ。 

 それ以降ね、本当に１年間、庁舎特別委員会でまたやれと言われれば、市長さんを支持

する市議会議員さんがたまたま今は多いということでね、何をやっても、例えば日本設計

の随意による検証とか。やっぱりこの住民投票の重さというものを、住民投票にかけた市

民の思いというものを竹内市長は本当に分かっておられるのですか。 

何千万円かけてね、市長さんだって自ら立って一生懸命されたじゃないですか。この執

行者として、住民投票に参加してくださいと言いつつ、上手に新築移転のことも宣伝をし

ておられましたけども。 

確かに法的な根拠はないかも分からんけども、住民結果が出て、それを引っ繰り返して

堂々とやろうというような市はほとんどないじゃないですか。 

なぜ私がこんなことをいうかと言うと、私は 初の耐震対策検討委員会の自治連の副会

長をしていました。１年で辞めましたけどね。そのときの委員長だって道上さんという委

員長でしたよ。今回が小野さんですか、専門家委員会。皆が道上さんに騙されてね。市長

さんが思っておられる方向に何でも持っていくんですよ。委員会とか、検討委員会とか、

専門委員会、そんなもんばっかりいつも作ってね。自分の方に誘導しようっていうのが市

長さんのお考えではないかという具合に、我々市民には写るんですよ。やはり自治基本条

例という立派なものはできていて、鳥取市にとってこの市庁舎問題１００年の大計という

言葉をお使いになるけども、大切なものであるならまず公募でもするかしてね、市民の意

見をまず聞く。 

 何でも都合のいい委員会が多数派の議員を利用してやっていく。そういうかたちが今の

鳥取市じゃないですか。 

 やっぱり市長さんね、もうちょっと謙虚に住民の声、住民投票というものに対して耳を

傾けられなければいけません。すでに民意は変わったと言われるけど、あなたに対する民

意は３年前のときとどうなのか私知りませんよ。今、このような膠着状態になって、これ

からまた何千万円かけて基本計画だ、何だということになると思いますけども、市長さん

で無駄にならんように僕はしてもらいたいと思いますね。 
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（竹内市長） 

 １つは、生活の一部だとか、アイデンティティだとかという議論で、私も街中に育った

人間ですし、そういった生活感覚というのも理解できないことではありません。しかし、

時代も変わって、１つは合併後でもあること、あるいは防災に対するものごとの考え方、

これも大規模災害に対応できるような体制づくりといったことですね。市民サービスの水

準についても、今ではバリアフリーも当たり前ですが、プライバシーを守れとか、相談で

きる場所が欲しいとか、いろんな条件もたくさんあります。そのため、市役所としての機

能が全うできるような市庁舎の整備ということが今求められている。防災の総合的な対策

拠点をどこにやったらいいのか、あるいは分かれている庁舎機能をある程度前提にしなが

ら、窓口だけは１つにできないかといったような努力ですね。こういったことは、全市的

な視野に立って考えていかなければいけないということをご理解いただきたいと思います。 

空っぽの本庁舎だけあったって嬉しくない、そんなことを私は考えていません。現在の

本庁舎の機能をどこに置くかということを具体的に示せない段階であまり具体的な議論も

できないですが、少なくとも、現在の庁舎を耐震改修して何年使えるのかというようなこ

と、そして維持管理にどれくらい費用がかかるのか、具体的な数字がまだ出ていないんで

すよ。もう少しその辺を検証してからでないと、果して本庁舎に使ってよいものか、ある

いはこの地域が求めている他の機能に使うのがより適当であるのか。いろいろ検討した上

で、答えていかなくちゃいけない。皆さんの投げかけられる質問、思いに対して答えを返

していかなければならないと私は思っています。全市的な視野とか、あるいは時代が要請

する内容ということに十分に答えられるものでなければならないということ。現在の庁舎

を使おうとして、耐震化の一部の方式ではいくらかかるという数字がだいたい出てきてい

ますが、まだ何年使えるか、外壁がどの程度健全なのか、などいろんな議論があります。

今は小さな費用でも 終的にはライフサイクルコストという言葉が出てきていますが、維

持管理費も含めたら多大になるとか、そのうち何年か経ったときに建て替えないといけな

くなったときの費用は、莫大に市民にかかってくるといったような問題を考える時期に来

ていると思います。 

今年で満４９年。１、２年はいずれにしても建築に関して検討をする時間が必要ですが、

そうすると満５０歳の建物になります。やはりこれについては、経費はどれだけ維持管理

にもかかるのかといったようなことを考えずに、耐震改修がいいんだと言って踏み出すと

いうのは、私は責任ある市政であるとは思っていないんですね。それから、中心市街地の

活性化というのは、鳥取市の市庁舎整備以前からある大きなテーマですから、今の遷喬地

区の賑わいとか、活性化についての取組みはしっかり取組んでいきたいと思っていますの

で、その点は信頼をしていただきたいと思います。例えば、こむ・わかさの例などいろん

な例はご存じだと思います。それから、住民投票の重さをどう感じているか、考えている

のかという問題提起をされました。私は、住民投票後に判明したいろんな課題含みで、あ

れでは全体市民が結果に基づいて、即やっていこうということにならない現状に今立ち至

っているという基本的な認識があります。というのは、まず第１に、市議会自身がその後

の検討で、問題点を指摘したり、あるいはこれで決まったから、これでやるべきだという

結論が出ていないわけですね。じゃあ、市長が出せばいいじゃないかというお考えかもし
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れませんが、私自身はこの大きな事業について市長がこうやろうと思ったらできるという

ものではないと考えています。 

市長が提案をして、議会が議決をして、それで予算の執行になるわけですよね。ですか

ら、議会としての判断を見極めた上で、今後執行部として市庁舎整備をどういうふうに進

めたらいいのか、議会のご理解もいただきながら進めたいと、今回の方針の中でも８番目

に述べているわけです。住民投票については、私はこれを軽んずるという立場に立ってい

ません。経過の１つとも言っておりますし、費用が少なくてできるということを市民は意

識されたということも答えています。住民投票については全国でいくつかの例があって、

住民投票の結果が必ずしもそのとおり実現されていないところはいくつかあるんです。身

近な合併についての住民投票では、智頭町は２回住民投票をして、住民投票の結果は鳥取

市と一緒になるという結論であったけれども、町議会の方が合意しないということで、結

局合併もできなかったという経緯があります。そういうふうに住民投票は、基本的に尊重

すべきものであるとしても、いろんな課題、問題点を抱えて、今回の住民投票があります

ので、即結果が出たから実現すべきものだと短絡的に考えるわけにいかないという立場も

ご理解をいただきたいと思います。 

私は現時点で方針をまとめようとしているわけですから、現時点の市民の思いをしっか

りと受け止めて、現時点の市民の思いは耐震改修、それから新築移転でそれぞれ約３割程

度あり、それは耐震改修が確か１％高いというような数字でした。それと１５％ぐらいの

人がもう一度よく考えてみようというご意見で、慎重な姿勢も見られます。私も慎重に根

拠を持って、市民の皆さんにこういうかたちで進めるべきことを示して、議会にもその理

解をしていただいて事業化をしたいと考えております。６ヶ月で基本的な方向性は方針の

案として出しました。それで、残りの全体構想をできるだけ速やかに出したいという気持

ちで動いております。また、全体構想のある程度のかたちができてくればご説明する機会

も作りたいと思っていますが、そういう中で皆さんと接点を持っていきたいと思います。 

後に一言だけ。城下町の時代からの議論が時々出てくるんですよ、川内、川外みたい

な話が。しかし、これから我々が進んでいく２１世紀の時代というのは、城下町の時代か

らすれば、もう１２０年以上経っているわけですけど、随分違ってきていますよ。鳥取市

の中心部は、いわゆる川内の中にある２万人余の人口の鳥取市だったのが明治の時代です

よ。しかし、昭和の大合併、平成の大合併といろいろと変化をしてきて、交通機関も高速

道路が出来たり、空港が出来たりしてますよね。そういう時代の流れの中で、我々は少し

その変化を恐れずに何が一番いいかを考えるということも大事なことだということは、少

し強調したいと思うんですね。子どもの時から生活の一部になっていた、それだけでどう

しても現地で耐震改修するのが一番いいという答えにはならないと私は思っていて、いろ

んな可能性を検討させてください、というのが今の私の立っている立脚点です。 

 

（地元意見） 

 １つは、現在の基本方針案は耐震改修か、新築移転かという二者択一の次元で考えると

ころじゃないと言い切っておられるんですね。では、これは二者択一でなくて何ですか。

市立病院跡地と駅南庁舎の集約を基本とすると書いてある。耐震のしの字も書いてないじ
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ゃないですか。次に、耐震改修しても今後のランニングコストが分からない。これを研究

していないのが怠慢ですがね。議会か市長がそういうものを研究するのが責務でしょ。 

 それから、昨年、議会が作りました庁舎特別委員会の報告ですね。４０数億円ですか。

この結論というのはどうなっているんですか。市長は一顧だにされないんですか。あるい

はそれを市民に問いかけようとされないんですか。あの庁舎特別委員会はいったい何だっ

たんですか。市の方も関係するわけですしね。その辺をお伺いしたい。 

 

（竹内市長） 

 まず、市庁舎整備の基本的な考え方というのは、１番目は防災と市民サービスという機

能を取り上げています。現代の鳥取市民の要請に応えるためにはどこに整備したらいいの

か専門家委員会でもしっかり議論をされましたし、我々も持っているし、他都市の整備の

事例も承知をしております。旧市立病院跡地の面積は約１．４ｈａですが、これは現在の

本庁プラス駐車場の面積の、１．７倍にあるんですね。それで、２番目の庁舎の機能。庁

舎の機能は複数の庁舎になるという前提として、旧市立病院跡地に造るのは少なくとも上

のものを考えています。それと駅南庁舎への集約、この２つはメインのものになりますが、

長い目で見ると代表的な庁舎の２つの場所が庁舎の機能の所在地ということになるわけで

す。 

 基本という言葉が書いてあること、それから市立病院跡地と駅南庁舎だけに限定してな

いというところが２番目のポイントの１つなんですね。３番目は、既存の庁舎は今６ヶ所

ある庁舎でありますが、やはり庁舎機能の全体的な配置、耐震改修の方法・費用、あるい

はライフサイクルコストで維持管理費はどうかかるのか、そして周辺の地域との関連でま

ちづくりの効果はどうなるのか。ここで言っていることは、機能を中心としながら全体の

配置をバランスよく、経費を 小限にしよう、こういうような考え方ですよね。 

 

（地元意見） 

 新築したいと、するという提案じゃないんですか。 

 

（竹内市長） 

 新築移転というのは新築移転統合ですよね。これは新築移転統合そのものを述べたつも

りはまったくないし、何を整備したらいいのかをはっきりして、今後の全体像はこれを基

にしながら、 終的に検討した結果でこれをまとめようとしています。 

 

（地元意見） 

 市議会の特別調査委員会というものをどういうふうに思っておられるのか。 

 

（竹内市長） 

 庁舎特別委員会の 終結論を受けて、執行部として今後の庁舎整備をどうまとめるかと

いう責任を我々は負っておりますが、議会としての一定の結論が出ましたから、具体的に

執行部が今、専門家委員会の検討などを含めて、具体的な案をとりまとめています。説明
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会も今やっている。ですから、調査特別委員会の議論を踏まえて、その後執行部としての

検討が今、年明けから進められているという認識です。 

 

（地元意見） 

 これ誤解かもしれませんけど、庁舎特別委員会というのは４０数億円でできるんだと。

初めは、第１案というのは２０億８，０００万円ほどでしたけどね、新築移転よりまだま

だ安いわけでしょう。しかも庁舎特別委員会はこの４０数億円っていうデータを信頼して

いるわけだから公表できたんでしょう。だから、わしは、議会人じゃないから知らんと言

われたら、もう話にもなんにもならんわ。 

 

（竹内市長） 

 ４３億３，０００万円だったかと思いますが、いろいろ足し合わせるとそれぐらいにな

るということは、議会の庁舎特別委員会の中でも議論の経過の中で出ておりました。しか

し、具体的な結論が議会として出たわけではなくて、計算してみると２号案で予定されて

いた内容はそのままでは実現できず、類似した事業をやろうとすれば設計入れて３３億円

余かかりますよと。あるいは関連する敷地の整備が１０億円ぐらいかかりますよというこ

とで、議論の中ではそういう数字は出ておりましたが、その内容で議会が耐震改修するべ

きだという結論になっていないわけです。それについて私はどう考えるかと言われれば、

それは市議会の庁舎特別委員会の経過の中ではそういう１つの案もありましたけど、その

案で実行していくべきだという結論になってないものを、 

 

（地元意見） 

 市長の言った４０何億っていう数字について、どういうふうな思いを持っているか。単

なる２０億を、反論するために作ったというだけのものじゃないでしょう。 

 

（竹内市長） 

 それは調査特別委員会の中で、そのままの条件でできないとすれば、少し条件を変えて

積算してみるとどれぐらいかかるか、ある種の試算が出ているのがこの数字です。ただ、

これで市庁舎としてまっとうなものだから、これで整備をしなさいよということにはなっ

てないことは、議論の中でも尽くされてなかったと思います。要するに、これで答えが出

たからこれでやりましょうというふうにはならなかった。 

 

（地元意見） 

 これでやりましょうっていうことでいいじゃないですか。どういうふうに市長はその数

字を考えられたかですよ。今度は４０数億円対新築っていう住民投票は可能ですよね。去

年は２０数億円対新築移転、今度は４０数億円対新築移転で住民投票、これは理屈から言

うと可能ですよね。 

 

（地元意見） 
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 住民投票の後に、特別委員会をやりまして、先程から出ておりますように２０億８，０

００万円の工事費が３１億円、それから設計管理料が２億２，０００万円、合わせて３３

億円が出てきたんですけども、その数字の話をすれば長くなりますので、私これ以上申し

上げるつもりはありません。日本設計に検証していただいて、４３億３，０００万円、こ

れはその他費用も入れての金額ですが、先程から市長が、議会の方からこうしなさいとい

うものが出ていない、だから今、我々執行部がやっているんだという話をされました。け

れども、それは日本設計に検証していただいた報告、それまでしか時間的に処理できなか

ったから、そこまでの報告ということになりました。今、市長が議会の方からしっかりし

たものが出てこないというお話がありましたが、議会としても鳥取市の耐震計画を聞いて

いないわけですよ。鳥取市がどんな耐震計画をやりたいのか、議会だけで話をして議会で

こういう方向でいきなさいなんてできるはずがない話を、さも議会が中途半端な手を抜い

たような発言はいかがなものかと思います。 

それともう１点は、住民投票があって１年が経過いたしました。特別委員会が７ヶ月、

専門家委員会が６ヶ月議論しましたが、この１年間の経過の中、今回のこのような提案が

出てくるような議論は両委員会ともやっておりません。特別委員会も住民投票の結果を受

けて、どうやって２号案をかたちにするかという議論をやってまいりました。専門家委員

会も、このような提案をされるような議論はやっておりません。それで、今日の市長の答

弁を聞かせていただき１つ感じたのは、新築移転しか読み取れないです。 

市が進めてきた市庁舎問題に対して、市民の皆さんが、市の進め方はおかしいと。それ

であるならば、市民のみんなで、住民投票で 終判断を求めようということで、市民運動

が起こったわけでしょ。そして市民運動の結果、６対４の割合で耐震改修を指示されたわ

けですよ。それが現実なんですよ。確かに基本的な考え方を決められて、こうやって市民

の皆さんに説明会、今日のまちづくり懇談会出て来られて、説明されるのはいいんだけど

も、市長がなんぼ理屈言われてもね、住民投票やられた市民の皆さんからすればこれは新

築移転しか読み取れないんですよ。 

そうであるなら、私は市長がなんぼ説明をされても、市民の皆さんが納得されるという

ことには相成らんと思うんですよ。意識調査をして、新築も３割、耐震改修も３割、そう

であるなら両方の意見を持っておられる市民の皆さんに集まっていただいてですね、新築

を指示されるかたは新築の論破をする、耐震改修を指示されとる市民の皆さんは耐震改修

で意見を申し述べる。それを鳥取市にある推進本部の皆さんが、今の市民の皆さんがどう

いう考え方なのかということを良く聞いてくださいよ。聞いた上で、この提案をされるの

ならいざ知らず、そういうことが無い中で、こういう提案をされると、市民がますます反

発しますよ。私はそのことを申し上げたい。だから、新築、耐震の市民の皆さんの議論も

当然必要でしょう。それと、日本設計が検証されました。２号案を作った市民の会の皆さ

んの設計者もおられます。堂々と議論やったらどうですか。それで市民の皆さんの不満を

解消しましょうよ。そうでないと市庁舎問題完成しませんと私は今日議論聞かせていただ

いて感じました。なんとかこの点を検討してみてください。 

 

（竹内市長） 
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 まず特別委員会の方は 終報告を昨年の１２月に出され、時間がなかったという意見も

ございましたが、７ヶ月の経過の中で議論を重ねられたということであります。それで、

結局住民投票で出された耐震改修の案というのが、そのまま実現できないというような問

題点があり、改めてあのときの住民投票はどういう意味があるのか、もっと良く検討して

からあの案をまとめるべきじゃなかったかとかなど意見も出てきています。住民投票につ

いて、あそこで決まったんだという考え方に捉われるのではなく、これからどういう内容

の庁舎整備をしたら一番鳥取市にとっていいのか、あるいはそれぞれの市民の皆さんにと

って良いというものは内容が違う場合がありますよ。 

しかし、そういったことを集約しながら、庁舎整備という大きな課題に対して答えを出

していかないといけない。これは討論会やれば必ずしも答えが出るというものじゃないん

ですよ。執行部としての意見をまとめて議会に提案して、そして議会が判断するかたちで

実現することでありますので、我々は市民の皆さん、専門家委員会の意見や、住民意識調

査などたくさんの意見を聞きながら、案をまとめようと努力をしているところです。です

から、討論会ということが問題解決に本当につながるんですかね。双方の異なる意見があ

って、公論乙駁していても、それだけで決められると私は思っていません。庁舎整備問題

は、市の行政にとって、そして市民の将来にとって重要な課題、まちづくりにとっても重

要な課題ですので、たくさんの意見や考え方を受け止めながら市として財政的な算段もき

ちんとつけ、そして具体的に議会にも提案して実現していく、こういうことが解決への道

であると思っております。 

先程いただいた提案も受け止めたいと思っておりますが、我々が求められているのは議

論する場を作ることではなくて、庁舎整備についての方向付けをきちんとして、議会の了

解を得て、それを実現していくことなんですよ。そして市民の命と暮らしを守るという使

命を果たしていくことなんですよ。何回か私答えていますけども、時間をかければいいと

全く思ってないです。だからできるだけ早くしたいんですが、具体的な数字、根拠を示さ

ないで 終的にこうするのがいいと、自分の想いだけで話してもしょうがないんです。で

すから、さらに検討深めて、全体構想を示したいと思うんですね。十分な答えでなかった

かもしれませんが、私の気持ちと、住民投票について、あるいは討論会の提案について、

大体以上のような内容です。 

 

（地元意見） 

 討論会の場ではやっぱり議論するのも重要です。それで市民の声が分かるわけですから、

ぜひやってほしいと思います。 

松阪市の山中市長の文書を肝心なとこだけ読ませていただきます。１つは１００億円か

かるところが、耐震改修では見積もりが５０億円かかっとるということでしたが、５億円

で耐震改修ができたということです。その中で合併特例債のことも出ております。合併特

例債の構造について説明してありまして、借金であると。この構造が分かって借金してい

る市長さんは不誠実です。借金の額や事業をコントロールできない人は無能ということか

もしれません。 

私は日本体育協会の公認上級コーチ並びに公認レフリーです。国際審判員です。そうい
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う立場から市民であり、スポーツマンの立場からみて発言します。まず、あなたはフェア

でない。１、市長あなたは市民の総意である住民投票の結果を無視し、市民病院の跡地に

議会の承認もなく新築を提案している。２、日本設計と発注者の立場を大いに利用し、結

託して物事を自分のいいように進めておられます。３、専門家委員会なる自分の支持する

応援者を集めた専門家でない、専門家による委員会を上手く利用し、誘導し作成した意識

調査は詐欺行為に値すると思います。そのアンケートは小野教授の統計学を上手く利用し、

市民意識が変わったと巧妙に誘導している。無効であります。４、市民病院跡地の新築は、

市民は承認しておりません。 

 元建築官僚のあなたは、なぜこんなに新築に拘るのでしょう。美味しい汁の味が忘れら

れないのでしょうか。私はこの市民説明会を全部参加しました。市長は焦点をぼかした答

弁により、上手く逃げ回りこの場所を切り抜けようとしております。誤魔化しや嘘は駄目

です。市民と膝を付合せて話し合わないと駄目です。 

 

（地元意見） 

 防災と市民サービスの充実強化のために交通アクセスがよく、と書いてありますけども

私は決して交通アクセスがいいとは思っておりません。この前もニューオータニの１３階

から見てみましたけども、非常に交通渋滞を招きかねませんし、ジャスコ側の道も狭いで

すし、決して交通アクセスに優れているとは思いません。それから、敷地が広いと書いて

ありますけども、決して敷地は広くないと思います。あそこに駐車場を作って、前に庁舎

を建てる、大変狭いと思っております。逆に、現在の本庁舎は、確かに今のあそこだけで

見ればちょっと狭いかもしれません。ただ、周辺には県民文化会館がありますし、市民会

館などは避難にも使えますし、それから、学校やヘリポートがある県警、そして県庁もあ

ります。ですから、あそこは歴史文化と言いますけども、やっぱり行政のゾーンでもある

わけです。 

ですから、市という立場だけであそこが狭いという具合に言われるのではなくて、やは

りこれは県と市が協定を結べばいいわけですから、いざ大きな地震があったりしたら県民

文化会館の駐車場は物資の避難所に使いますとか、多極的に市と県とが協力をするべきで

す。竹内市長は、やっぱりあっちにいいのが建てたいとしか私には思えないんですよ。片

山さんだって知事になられたときは、新築の方向性が出てたんですよ。だけど、道州制な

ど大きなお金がかかるともったいないから何とか県庁の職員検討しなさいと言って耐震改

修になったんですよ。ただ、耐震改修したときに、市民の会のものが総務室に行って３０

分面談して聞きましたけど、耐震改修ができたのはゼネコンとのつながりがゼロであった

からこれができましたと、それ以上言いませんけどもね。それから、この庁舎機能ですけ

れども、駅南庁舎を取得したときにも金額は２０億円ぐらいです。正確には分かりません。

ただ、当時の竹内市長は、合併特例債を使って駅南庁舎を獲得したと、これでワンストッ

プサービスは完了したと、これは一石三鳥の素晴らしい事業であったと豪語をされたわけ

です。 

 それが数年後、また大きなものを建てたいと、この辺の論が私には全く納得ができない

のです。なんで大きなものを建てるのか、どれだけのお金がいるのか、その他費用なんて
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いうのは全く出てないんですよ。ありとあらゆるものが検討する、ですよ。それでどうし

て基本方針が出るんですか。 

 ある程度の金額も像をもっておられて、それでこそ基本方針というものが私は出てくる

もんだという具合に私は思っています。 

 大きな矛盾ではないでしょうか。やはりあらゆる観点から考えても、やはり耐震改修し

たなら県庁と同じように５０年もつでしょう。またそれがすんだら新しくしますよ。だか

ら、スパンをどれで考えるかということだけの問題じゃないですか。今新築したって、１

００年経ったらまた変えないといけんですよ。１００年のスパンで考えるのか、２００年

のスパンで考えるのか、それ言い出したらきりがつかんのですよ。今の財政状況を見てく

ださいよ。 

 先程総務部長は堂々と、一本算定によって３２年から５３億円減ると言われた。今年の

地方交付税羽場部長なんぼですか。 

 

（総務部長） 

 ２４０億円。 

 

（地元意見） 

 これで５０億円減ったらどうなりますか。ものすごいですよ。他に対する市民サービス

というのがグッと落ちてきますよ。それから、臨財債が３００億円以上でしょう。絶対に

これを国が保障してくれますか。鳥取市にいる費用っていうのは、毎年変わってくるんで

すよ。膨大なものですよ。さらにね、鳥取市の健全性ということについて言えば、実質公

債費比率というのがあるんです。実質公債費比率、全国に１，７００なんぼあるそうです

けど、鳥取はどれくらいの順番だか知っておられますか。 

 

（総務部長） 

 正確には持っておりません。 

 

（地元意見） 

 そうですか。例えば、家で言えば家計に占める借金の返済額の割合なんですよ。借金の

返済額。これが鳥取市は１６％ですね。１００のうちの１６はローンに払っているわけで

す。１，７４２市区町村のうちの１，５１７位だそうです。それで、竹内市長が会長して

おられます特例市の中で言うと４０分の４０位と書いてありました。決して鳥取市の財政

というのは健全ではない。大きな借金を負いながらやっている。できるだけこの合併特例

債を使わないようにする、全国と平均して合併特例債というのはだいたいどれくらいの額

で、皆抑えているか知っておられますか。だいたい合併特例債ね、上限枠を全国平均でど

れくらい抑えていますか。 

 

（総務部長） 

 確認していません。 
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（地元意見） 

 それは勉強してもらわないといけませんよ。だいたい多くても６割ぐらいでしょう。現

在すでに竹内市長は６割使っておられるんですよ。なかなかお金の問題は市民に分かりに

くいんですよ。 

でも今日は比較的きちんと誠意を持ってご回答いただいています。それは、私は感心し

ております。だけどやっぱりもうちょっと鳥取市がどれだけ貧乏しているか考えてもらわ

ないといけんと思います。この市庁舎問題というのは一番の 大の原点は金の問題もある

ことながら、やっぱり進め方なんですよ。 

大事な問題をするときにはやっぱり 初に市民を大事にして、市民の意見を聞いていた

だきたいんですよ。そこが基本の基本なんです。何を言ってもなかなか聞いてもらえない

ことはよく分かっておりますけれども、やはり市長さんの任期もそう長くはないわけです。

だから必要以上の困難を起こされないで、お金の無駄遣いをされんように、もう１回きち

んと市長選にマニフェストを掲げられて４選に出られるのかどうか分かりませんけれども、

鳥取市の混乱を招かないように、ぜひご英断を仰ぎたいと私は思っております。 

 

（竹内市長） 

 討論会という議論も出ておりました。これについても問題解決にどうつながるのかとい

った観点から、やはり慎重に検討しなければいけない。討論会が開かれるだけで終わった

んでは物事の解決につながらないと、その点は申し上げておかないといけないように感じ

ました。それから、整備の事業にどれだけお金がかかるかしっかり検討しなければいけま

せんが、その中で重要なのは、 初にかかる経費はいくらであって、その後維持管理にか

かる経費がそれぞれどういう状態であるかトータルに考えないといけない。この２０億８，

０００万円も含めて、 初にかかる経費だけで議論して耐震改修の方が安いというような

結論が、少なくとも１号案の７４億８，０００万円とそれから２０億８，０００万円の間

でお互い問われた住民投票だったと思うんですが、それが本当に財政の問題を考えた上で

のものになっているのか私は疑問なんですよ。 

ですから、我々がこれから提案する案では、単に当初にかかる費用だけを取り上げるの

ではなく、その後維持管理にはどの程度かかるかです。私が心配するのは、約５０年経っ

た庁舎を耐震改修しましたと、じゃあそれがどれくらい使えるかとか、その使っている間

の維持管理費がたくさん掛かり仕方がないと。そういったこともままあることですからこ

こはしっかり考えないと、トータル経費が安いのは耐震改修だと、そういうふうに短絡し

ないように私は財政を考える立場から慎重に検討する必要があると考えております。それ

から合併特例債は借金だという議論は繰り返し言われますけど、それはどういう意味なの

かというのが大事なんです。全額市が返さなければいけない、元利償還しなければならな

い借金であるという意味であれば嘘です。ですから、合併特例債は国が７割元利償還を補

助するわけです。 

 

（地元意見） 
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 ６６．５％じゃないんですか。 

 

（竹内市長） 

 違います。７割国が償還を持つ制度、例えば子どもが住宅ローンを借りたときにお父さ

んが返済の７割は見てくれますよというのと同じですよ。ですから、そういう意味で合併

特例債は借金だから大変なんだと、そんなことをすべきじゃないという議論は人を惑わす

議論の１つなんですよ。これは十分な注意が必要です。そういうことを言って合併特例債

を使わないで鳥取市がよくなりますか。有利な財源を使わないで鳥取市に必要なものを整

備しないで終わるということは、私は責任者として、絶対によくないことだと思います。

市民にとって損なことであります。学校の耐震化、公民館の整備も合併特例債が使える限

りは使っていますし、過疎債という別の財源が使えるときは使っています。合併特例債は

耐震改修だって、新築移転だって両方使うわけなんですよ。ですから、合併特例債を罪悪

視するような考え方、６割ぐらいしか使うのが適当でないという議論は適当でないんです。 

それからもう１つ。財政状況が悪いと言っていますが、鳥取市は借金をどんどん減らし、

基金を増やし、そのようなかたちで財政の健全化をどんどん進めているんですよ。合併す

れば、いろんな行政需要がたくさん出てきますから、いろんな借金をしなければならない

部分はあります。しかし、もう１，２００億円以上あった借金の残高を１，０００億円程

度に減らしてきているとか、そのような改善を図っていることをどうして無視しようとす

るわけなんですか。だから鳥取市は財政の健全化に取組んでいるし、借金をして浪費をし

たわけじゃない。借金をして学校の校舎だとか、整備をしているわけなんです。ですから、

それはかたちに残っています。借金してそれを浪費したりして、あとに残らないかたちの

ものではないということで、借金は悪いことじゃないんです。学校を建てて５０年使うと

仮にしましょう。当初その建物を建てるときには借金という制度がちゃんとあるわけで、

起債という制度ですけど、これを使って建てて、分割してそれを支払っていく。これは世

代間の負担の公平ということで財政制度として認められている制度です。従って、鳥取市

のように広い範囲の中でいろんな施設を整備したりしていく上では必要な借金です。借金

を僕は推奨するわけじゃないですけど、必要なものをきちんと作っていく上で借金はある

程度かかるんです。それをしないと必要なものができないという眼底に立つからです。 

これは自己評価ですから皆さんのお考えと多少違うかもしれませんが、元々真面目な性

格でありますから、いかにも癒着をしているようなことや騙しているようなこと、こうい

ったことは私自身無縁だと感じておりますんで、心あるかたには理解を求めたいと思いま

す。それから、市立病院跡地は狭いとか、交通アクセスが悪いとか、そういったことはち

ょっと誤解じゃないかなと思います。交通のアクセスはやはり公共交通機関からの距離、

そして、道路の幅員が狭いことに関しては、これは敷地内に広げていけばいいだけのこと

ですので全く問題ありません。現在、隣にあるショッピングセンター、多くのかたが利用

されていますよ。交通アクセスが悪いと言って利用されないかたは、あまり見受けません。

敷地は１．７倍広いということもありますし、市立病院が移転した後、ほとんど更地の状

態で駐車場に使っております。すぐに事業が着手できるという大変な魅力があります。こ

の市立病院跡地の活用によって防災、総合的な防災拠点、市民サービスの拠点といった機
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能をそこに立地させることは適切なことだと考えています。それと、いろんな考え方はお

ありだと思いますが、実質公債費比率１６％、もっと下げられるようになればいいですが、

今、耐震改修とかいろんなことをやっていますし、１６％ということが決して高い比率で

はない。そういったことは総務省の基準に照らせば明らかであります。だから、財政運営

は計画的な見通しを立てて、それが何年ごろに出てきて、それに対してどういうふうにす

るのか。これはうちの財政運営チームが総合計画の中で見通しを立ててやっているという

ことがあります。ですから、今の時点だけ取上げて議論することは適当ではないと思って

いますし、この市庁舎整備にかかる経費は決して将来にわたって、その年の財政の収入な

どをもって充てないんだと、今ある公共施設整備の基金を活用して返済していくというこ

とをはっきり財源の確保というところで書いております。庁舎整備によって市民の皆さん

に新たな負担はかけないんだということを言っております。ここで重要なのは、建物が建

つときの費用は、合併特例債とかそういったことで、あるいは耐震改修するときはいいん

ですが、維持管理のときは、本当に一般財源を必要とする場面であります。そういったこ

とが念頭にあって財政運営上の考慮をして計画的にやっていくことを申し上げております。

私はここに書いてあることは、皆さんに対して約束をして、 終的な全体構想をまとめる

というふうに決意をしておりますので、皆さんの意見を踏まえてまとめてまいります。 

 

（地元意見） 

 先程、尚徳町の場所で本庁舎機能、それから住民サービスの拠点、もちろん防災拠点と

して十分機能できると断言されました。私も今の尚徳町のところで、駅南庁舎の窓口を戻

してもやれる方法はあると断言します。それで、今日は市庁舎問題を中心ということでし

たが、私はこれまでの１１年数ヶ月の竹内市政を私なりに総括したいと思います。 

第１点、ここに法務局の謄本がございます。会社名株式会社レイコフ。この会社名、聞

き覚えないですか。要するに、砂丘ホテルです。砂丘ホテルに応募した唯一の会社で、市

当局がＧＯサインを出した会社ですが、ここの社長が国際金融不安の煽りで借金ができな

くて断念しますと言った。それは私すぐ見抜いて、法務局に謄本取ってきました。その記

者会見１週間前に、民事再生法で万歳しているわけですよ。そういう会社を堂々と砂丘ホ

テルの会社として認めているわけです。私が言いたいのは、これも含めて、お笑い健康道

場の問題も含めて、あるいは中電の変電所問題、浄水場問題、すべて我々の生活に直結す

る問題です。途中で、自ら計画を出しながら、途中で頓挫しているわけです。ですから、

私は、市長は少なくともビジネス運営能力、統治能力、０点と判断いたします。 

 

（竹内市長） 

 今の発言は現在の尚徳町で全部の庁舎を一元的にできるんだという理論で、私はそうい

うふうにはならないと思います。駐車場は地域にとって貴重で、市庁舎へ来られるかたが、

駐車場がないときどんなにお困りか。駐車場は広がりましたけど 近までは狭かったんで

す。そのとき、若桜街道の方へ多くはみ出して大変交通渋滞がありました。右折左折の車

が中に入れないといった駐車場状況を遷喬地区の皆さんは一番よく知っているはずです。

そういうふうに、現在の場所で駐車場を潰すような工事の施工は地域にとって大きなマイ
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ナスになると思います。本庁舎の隣にある駐車場が果たしている多面的な役割とでも言い

ますか、休日は多くのかたが停めておられますし、いろんな行事にも活用されていますし、

日中でもある程度近隣の商業施設に行かれるかたも停めている実態があるわけですよね。

市庁舎を今の場所に全部詰め込んで、まともな駐車場もないような、また、工事に時間が

かかったりするような整備では防災拠点の整備の場所には相応しくないと考えております。 

それから砂丘のホテルの計画について、これは日経新聞に公募したときに手を挙げてこ

られた会社があったのはもちろん覚えていますし、その会社が経営難に陥って、結局提案

どおりにできなかったことはありました。それで、未だにその土地は建物の敷地にはなっ

ておりません。しかし、駐車場や、砂の美術館の彫刻の砂の置き場などに活用しておりま

すし、今後も有効利用される可能性について我々も模索しております。浄水場の問題もき

ちんと検討して、膜ろ過化方式により日本で 大級の膜ろ過化施設として見学者も多い施

設の１つとなっておりますし、低いコストで運営されています。中電の変電所、これは民

間企業の計画でありましたけども、これも紆余曲折はあったかと思いますが、今の段階で

周辺に電磁界によって健康被害を生ずるようなことは全くないという状況であると認識を

しておりますし、ふれあいホールがこちらにできて展示等で活用しておられるかたも多い

わけです。ですから、この地域にとってもプラスがあるようなかたちで、元々まちなか変

電所によって電力供給が目的だったわけですが、単に電力供給の施設だけではなくて、文

化的な施設などもできているということも指摘しておきたいと思います。 

 

７ 市長あいさつ 

鳥取市が発展するために若者定住やＵターン、Ｉターン、それから環境大学の公立大学

法人化、あるいは砂の美術館、道路整備、企業誘致など数々の取組みを全力で取り組んで

きています。鳥取市のまちは多くの可能性を持っております。鳥取市は若い人から見ても

本当はいろんな魅力のあるまちであり、将来性もあるまちであります。新しい時代の潮流

から見て、鳥取の暮らしというものは評価されるべき点も多いと考えておりますので、こ

うした鳥取のまちの基盤である安心安全なまちづくりや、魅力や賑わいのあるまちづくり、

若い人にとっても就職したり、学んだりする場があるような夢のある鳥取市を作ることを

私は重要な使命だと考えております。これからもそういったことに邁進していきたいと考

えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 


