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末恒地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年７月２３日（金） １９：００～２０：３５   

２ 会 場 末恒地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３４名 

市側出席者  １６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、山

本防災調整監、武田企画推進部長、山根農林水産部長、大島都市整備部長、

藤井環境下水道部長、浅井体育課長、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、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 

 まちづくり協議会の中で取り組んでいる中身で、自主防災会の担当者連絡会の取り組み

についてご報告します。 

 まちづくり協議会の関係については、割と早い時期に準備会を持って、平成２０年８月

末には設立全体会という形で、早くから立ち上げていますが、なかなかコミュニティ計画

をつくる段階に至らなかったという事情があります。 

 会長、以下副会長が現在５名いまして、それでＣＳＴの支援も受けながら、専門部を設

けて活動します。調査研究部というものをそれぞれの専門部長と正副会長をメンバーとし

て設けているというのがこの協議会の特徴と言えるのではないかと感じています。 

 協議会の目的は言うまでもなく、地域コミュニティ計画の作成とその推進ですが、この

地域コミュニティ計画をつくっていく段階でたくさんの課題があり、自主防災会連合会の

組織化と機能化というのが一つの課題としてありました。それぞれの町区には自主防災会

がありますが、末恒地区全体でまとまって何かやっていくという連合組織体がなかったの

で、できればまちづくり協議会が地域コミュニティ計画をつくっていく段階で、自主防災

会連合会を組織化したいという気持ちがありました。 

 そして協議会を結成して、翌年３月に自主防災会の担当者の連絡会を開催しています。

これは担当者だけでなくて、自主防災会の会長さんも含めてお集まりをいただき、連合会

という形の組織化を提案しました。当時の自主防災会の会長さんや担当者の方のご意見は、

権能等に関する自治連合会との関係が未整備ではないか、最終的にどこが責任持つのか、

あるいは指揮命令系統はどういう形になるのかという意見が相次いで、連合会の組織化は

早急には難しいかなという感じがしましたので、当面は機能化の方をメーンに出して、担

当者連絡会としています。実際には自主防災会長、多くはそれぞれの町内会長さんなり区

長さんが会長さんを兼ねておられますが、実際の防災担当者に集まっていただいて、連絡
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会という形で機能させていこうと考えまし

た。 

したがって、平成２１年度から２３年度

については、各自主防災会の活動の情報交

換等をこの担当者連絡会という形で、研修

も含めて年に２、３回開催しています。２

３年３月に東日本大震災が発生して、防災

計画づくりというのが非常にクローズアッ

プされました。そういう背景のもとに、昨

年度、平成２４年度は末恒のまちづくり計

画の作成と同時に各町区で防災安全マップづくりに取り組もうという提案をして、研修を

含めて４回の自主防災会長、防災担当者連絡会を開催しました。実は末恒というのはそれ

ぞれの地区で特徴があります。海岸部については例えば津波対策という状況ですが、美萩

野は、特に直接津波の影響が来るという状

況ではありませんので、むしろ土砂災害と

か、そういう危険性の方が優先する。した

がって、それぞれの町区で何を目的に防災

安全マップをつくるのか、そのあたりはそ

れぞれの町区の特徴に合わせた形でつくっ

ていただきました。昨年の年末までにすべ

ての町区で防災安全マップができています

が、その中の一部を簡単に紹介します。 

 これは、美萩野２丁目がお作りになった

防災マップです。赤い線で波線が引いてあ

るところは、土砂災害のおそれがあるという形ですし、丸でしてあるところは一次避難場

所です。それから水色のところが河川氾濫の危険があるという状況のマップです。 

 これは、美萩野３丁目の安全マップです。少し内容が見にくいと思いますが、こういう

形でマップをつくられています。 

 これは旧地区の白兎です。白兎は海岸沿

いにあると同時に急傾斜地が結構あります。

１つは津波対策と、この赤い斜線が引っ張

ってあるところは土砂災害の危険が高いと

ころで、それぞれの避難場所についても緑

で表示がしてあり、こういう形で各町区の

方でマップをつくっています。 

 最後に、伏野です。特徴的なのは、伏野

津波浸水マップで、左側の方ですね、去年

の伏野の防災担当者の方がいろいろ苦労し

て、会合も何回も持たれたようですが、こういうマップをつくっておられます。 

 それで本年度の取り組みは、それぞれの町区でお使いいただくマップはできましたが、
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やはり末恒地区全体の総合防災安全マップをつくっていく必要があるのではないかという

ことで、昨年末ぐらいから検討を始めていますが、成案ができましたのはことしの春先で

す。 

 平成２４年、昨年末に鳥取市の方が作成されて全戸配布された総合防災マップがありま

す。そのマップに各町区で作成したマップの内容を加えて原案を作成しています。現在、

市の危機管理課の方に全部原稿提出をして、市の方のお世話で印刷業者の選定を、つい最

近、たしか終わったと聞いていますので、その印刷業者が決まった段階ではさらに詰めの

作業が必要かなと思っています。なるべく早く防災安全マップをつくっていきたいと思っ

ています。 

 末恒地区は東西にも長いですが南北にも長く、御熊がずうっと南の方まであります。逆

Ｌ字型で非常に範囲が少し特徴的な形になっていますので、全体を２ブロックに分けて、

その１、その２という格好で、２枚合わせて末恒全体の表示ができるというマップにした

いと考えて、そういう原稿をつくっています。 

 マップができますと、その防災安全マップを活用した避難訓練の実施ですとか、あるい

は災害時の緊急連絡体制の整備、一次避難所間をどういう形でお互いに連絡をとっていく

かということや、あるいは各自主防災会の間の連絡体制をどういうふうにしていくかとか、

今後解決しなければならない問題も幾つかあります。それから防災物品等の整備、備蓄と

か、保管場所の確保とか、こういうものを含めた災害対策マニュアルといいますか、地域

防災計画の作成が今後の課題ではないかなと考えています。 

 最後に、まちづくり計画推進の課題ということで、人材発掘と育成ということが少し難

しいなという感じがしています。各町区の自治会長さんの多くが１年で交代されるという

ことや、防災担当者等、各町区の担当者も１年交代という形になりますので、なかなか継

続性が確保できないというのが少し悩みです。まちづくり計画を着実に推進していくため

の人材確保というのが大きな課題です。したがって、何とか複数年、計画推進に携わって

もらえる人材をつくっていきたいというのが最大の課題だと認識しています。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 生活道路（県道・農道）とＪＲ鉄橋交差部の抜本改善について 

＜地域課題＞ 

（１）県道御熊白兎線とＪＲ鉄橋交差部の交通隘路の解消 

（２）農道（河川管理道）とＪＲ交差部の抜本改革 

 表記は、平成２３年度の地域づくり懇談会での地域課題として、意見交換をおこない、

それ以降の取り組みを本年６月４日付の進捗状況表でご報告いただいていますが、その内

容は 

【県回答】 

（１）ＪＲ山陰本線への高架等が考えられるが、費用等の問題により当面の間、事業実施

は困難な状況です。また、その事は地元役員に対して説明済みです。 

（２）現在、ＪＲ下流部についてはＪＲ橋部分の流下能力に見合う暫定改修の状況です。

事業再開に向けて、ＪＲと継続して協議します。 

【市回答】 
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（１）引き続き、地区の皆様と一緒になって鳥取県へ強く要望すると共に、段階的な整備

が可能かどうか鳥取県と協議いたします。 

（２）『平成２３年度の末恒地区地域づくり懇談会での内容を踏まえ、鳥取県に対して要望

いたします。』となっており、ＪＲ絡みとはいえ、目に見える進展が見られません。 

 

 当地区にとって将来を見据えた「魅力ある末恒のまちづくり」、「安心安全なまちづくり」

を目指して取り組んでいる現在、改善を要す重要な課題であり、今後も継続して取り組む

との検討委員会の一致をみました。 

 目に見える取り組みと対応を改めて要望いたします。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 県道御熊白兎線及び溝川の改修について、管理者である鳥取県に確認したのでお知らせ

します。 

（１）県道御熊白兎線の道路整備については、現時点で費用対効果の面で事業実施が困難

な状況に変わりありませんが、今後、交通量の増加などの状況が変われば、事業実施の可

能性は高まるとのことです。 

 本市としましては、当該県道が周辺地域の

生活道路としての役割だけでなく、防災や広

域周遊の促進にとって重要な役割を持つ道路

と考えており、引き続き、地元の皆様と協力

して早期整備が図られるよう鳥取県に対して

要望してまいります。 

 

（２）県内の河川改修事業は、近年、人家へ

の浸水被害があった箇所又は被害の恐れがあ

る箇所を優先して実施しています。 

 溝川の改修は、危険性の少ない現時点では、

事業再開は困難な状況ですが、今後の予算確

保の状況により再開時期を検討したいとのこ

とです。 

 本市としましては、今後も引き続き、早期

整備が図られるよう鳥取県に対して粘り強く

要望していきたいと考えています。 

 

（都市整備部長） 

 まず御熊白兎線との交差部です。 

 この下に川が流れているという状況もあり、

なかなかかさ上げが困難な状況です。県に確
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認したところ、こちらの道路整備については、現時点では、県としては費用対効果の面で

事業実施が困難な状況ですが、今後、交通量の増加など、状況が変われば事業実施の可能

性があるということです。本市としましては当該県道が周辺地域の生活道路としての役割

だけでなく、防災や広域周遊の促進にとって重要な役割を持つ道路であると我々自身考え

ていますが、そこを強調しつつ、引き続き地元の皆様と協力して早期整備が図られるよう

鳥取県に対して要望していきたいと考えています。先日の県への要望に私も同席させてい

ただいていますので、今後、県を巻き込む作

戦を考えながら要望していきます。 

 続きまして、溝川です。こちらも県に確認

したところ、近年人家への浸水被害があった

箇所、または被害のおそれがある箇所を優先

して実施しているところです。こちらの改修

については、県の方では、危険性の少ない現

時点では事業再開が困難だと言っていますが、

本市としては今後も引き続き早期整備が図ら

れるように県に対して粘り強く要望していき

たいと考えています。 

 

（地元意見） 

 いずれも長年の課題でありまして、特に生活道路という書き方をしていますが、確かに

生活道路というよりもむしろ農業用の道路です。御熊白兎線については、現段階では生活

道路という位置づけで、県土整備部長さんに陳情した段階でも、交通上の隘路があるとい

う認識は部長さんも持っておられるとおっしゃっていました。 

 ただ、市として生活道路だけという考え方で今後もいくのか、それとも、例えば白兎の

丘という形で公園を整備された状況があり

ますし、白兎神社もありますし、海水浴場

もありますし、言ってみれば鳥取市にとっ

ては砂丘に次ぐ観光地でもあると思ってい

ますが、そのあたりの生活道路プラスアル

ファみたいな位置づけで、もう少し県を動

かすとか、そういう形がとれないのかどう

か。なかなかいい知恵がないので、県も巻

き込んだ検討会みたいなものをちょっと考

えようかということになったのですが、市

として、生活道路プラスアルファみたいな

ところを何かお考えになっているのかどうか、いや、そこまでは考えていないということ

であれば、その理由等も含めてコメントがいただければと思います。 

 

（都市整備部長） 

 都市整備部としましては経済観光部がピンポイントの観光スポットを掘り起こしていく
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のをうまくつなぎ合わせていくということで、市役所全体として鳥取市の観光振興に取り

組んでいまして、そういう意味で生活道路だけでなく観光地、スポット同士を結ぶ周遊の

ネットワークは当然考えていきたいと思っています。現時点ではまだどこに関しても具体

的な絵までかいていないものですから、ちょっとあいまいな答えですが、必要な箇所につ

いて計画をかいていくということで考えています。 

 

（地区会長） 

 溝川の改修の関係、ＪＲの交差部も含めて、この辺の事情を、県の方は事業の継続性み

たいなところを忘れているのではないかというのを正直なところ思います。 

 私がかなり若いころですが、当時の河川係長から溝川の河川改修をしたいという県の提

案があり、伏野公民館で説明会がありました。将来はこういうふうな形にします。ただ、

ＪＲの鉄橋があるので、暫定的にこういう改修にしますよと。ついては、溝川よりも東側

の方に道路をつくりたいので用地を提供してほしいということで、例えば１反あった田ん

ぼの中では２畝ほど用地を提供して、東側の方にも農道をつくっているのです。言ってみ

れば農道というか河川管理道をつくっているわけです。もう２０年、３０年ぐらい前です

から、そのあたりの経過もきちっと県にも知らせて、一体そのときの約束はどうなってい

るのかというところから始めないとらちが明かないと。 

 伏野８号線の溝川の橋のかさ上げは今年度やってもらえるということで、非常にありが

たいと思っていますが、あれがなかなか実現しなかったのは、あの河川改修が本格的にな

らないとあの橋のかさ上げもなかなか難しいですよというのが今までの市の回答だったの

です。それを待っていたのではらちが明かないということで、道路の方を上げていただく

と。 

 今、舗装も何にもなくて、砂利道になっています。ところがある一定のところからは農

水関係でもう立派にアスファルト舗装が全部してあるのです。県絡みの河川管理道絡みの

部分だけが未舗装で、そのまま残っているといった状況を抜本的に改善していくという基

本的な姿勢をぜひ市の方には持っていただいて、何かいい知恵を出していただければあり

がたいなと思います。 

 

（都市整備部長） 

 今の時点ですぐこうという知恵は出ませんが、もう一度経緯を整理させていただくとも

に、市としてできることを洗い出してみたいと思います。また協議をさせてください。 

 

（地元意見） 

県道御熊白兎線の桁下が今３．５ｍなっています。ついこの前までは３．６ｍだったも

のが３．５ｍに表示替えをして、１０ｃｍ低くなった。湖山消防署にも確認をしましたが、

ここは絶対的にはしご車は入りませんよということです。防災上の立場、もちろん観光面

の話も今までもあったと思いますが、あらゆる面から考えても明治４４年につくられたこ

の鉄橋、今日までずっとこの姿なわけでして、そういう意味ではやはり長年の懸案であっ

た課題ですから、課題解決に向けてご努力をいただきたい。 

 そのために、５月３０日に県土整備部長も含めて要請をさせていただき、今後どういう
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形で県に積極的に働きかけていくのかということについて、鳥取市行政と地域と一体とな

って課題解決に向けて努力していかなくてはならないなと思っています。 

 県民、市民の願いである西道路の建設が急がれるわけですが、実は御熊の皆さん、内海

中の皆さん、この西道路関連の地権者さんがおられます。しかし、切り離して考えていこ

う。西道路は西道路として早期に完成してもらおうということも言っておられますから、

そういう意味では地域の皆さんのそういった思いもしっかり大切にしていただいた中で、

何としてもこの課題解決に向けて一緒になって努力をしていただきたいと強く申し上げて

おきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 地域課題についての再度の強い要請がありました。溝川の改修の問題について、もっと

とにかくしっかり整備を進めるようにということ、県道とＪＲの交差部の話を、何とか熱

意を持って取り組んで解決に至るようにということです。それ以前の議論として、生活道

路として位置づける以外にもいろいろ位置づけ方がないかといったご議論もありました。

確かに生活道路というと何か軽く見られるかもしれませんが、単なる一部の人が使ってい

るというより、多くの方が使っておられるのも事実です。３．６ｍが３．５ｍになったの

はことしの６月からだそうですが、現状がどこか変わってということではなくてＪＲの判

断のようです。ここの交通上の問題がきちんと解決できないので、何かいい手はないのか

ということに関して、県道と河川、両方ともやはり県との関係が重要になると思います。

地元の皆さんと我々で県に粘り強く話をしていく。それから、西道路の建設ということも

一つの大きな背景としてありますので、交通量が増えたりすることもありましょう。ある

いは開発が進むようなこともありますから、ぜひこういった事業について、多額の経費が

かかるというのが県の言う大きな理由だったりするので、経費の問題は何とか最小限にと

どめることを県としても考えてはいるのでしょう。そこで何とか具体の方法を見出してい

けないのか、地元と一緒になって、市は引き続きこうした地元の長年の懸案事項、平成１

９年とか平成２１年度から要望いただいていますので、しっかり受けとめて一緒に行動し

たいと思います。 

 

２ 第２末恒墓苑の整備について 

＜地域課題＞ 

 平成１９、２１年度地域づくり懇談会の地域課題として意見交換をおこない、平成２３

年度のフリートークでも要望があり、経過説明もありました。 

【市回答】 

①地権者との交渉経過ではもう少し時間がいる。 

②周辺土地３カ所程度あたったが、第一候補に匹敵する程の条件のものがなかった。 

③美萩野団地は市街化区域と市街地調整区域に跨っているので墓地の値段の差が１０倍く

らいとなる。 

このような状況なので、元々の地権者の方の状況を見守っている。もう少し交渉時間がか

かる。 
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 当地区では、高齢化が進み、美萩野団地でも４、５丁目を除く町区ではその傾向は顕著

であります。 

 《墓地アンケート》 実施 Ｈ１９年９月 回答 ７４０世帯 

             主体 末恒地区自治会 

  ①利用したい １５０世帯（３６％） 

  ②利用しない １５７世帯（３８％） 

  ③価格により １１０世帯（２６％） 

 ６割を超える人のニーズがあり、その傾向

は増加の一途であります。早急に第２墓苑の

整備をお願いしたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【環境下水道部】 

 第２末恒墓苑の整備については、墓地の維

持管理、墓参者等の利用者の利便性、墓地埋

葬法の制度趣旨から墓地の散在化を避けるこ

となどの点から、既存の墓地に隣接することが 善であると考えます。 

 このため、隣接地の土地所有者と用地交渉を行っていますが、土地所有者の方の事情に

より、早急な用地取得が困難な状況が続いています。 

 併せて、平成２３年度以降におきましても、隣接地のみに捉われず、複数箇所の近隣地

の候補地を調査しておりますが、事業費及び土地状況を鑑み、用地交渉にまで至らない状

況です。 

 引き続き、土地所有者の方と連絡を取りながら、状況の把握に努めていきたいと考えて

います。併せて、地元の方から候補地の推薦があれば、現地確認のうえ、検討していきた

いと考えます。 

 

 参考 隣接地の土地所有者との用地交渉 

    １回目 平成２２年８月 

    ２回目 平成２５年２月 

    ３回目 平成２５年６月 

 

（環境下水道部長） 

 現在の末恒墓苑は、昭和５４年に区画数

５１５で整備されましたが、現在は完売と

なっています。 

 第２末恒墓苑の整備については、墓地の維持管理、利用者の利便性、墓地埋葬法の制度

趣旨から墓地の散在化を避けるなどの点から現在の末恒墓地にできるだけ隣接することが

一番よいと考えています。このため、①から⑤までの５カ所の候補地について検討しまし

た。しかし、①から④の候補地については、事業費がかかり１区画当たりの単価が高くな

る、用地買収が難しい、墓苑への進入路確保が難しいなどの理由から断念したところです。
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現在、⑤の候補地について、用地交渉を行っ

ていますが、土地所有者の方の事情により早

急な用地取得が困難な状況が続いています。 

 ⑤の候補地に限らず、⑥から⑧までの３カ

所の候補地についても調査検討をしましたが、

同じく事業費がかかり１区画当たりの単価が

高くなる、勾配が大きく墓地に適さないなど

の理由から、用地交渉までに至っていない状

況です。このため、本市としましては、引き

続き⑤の候補地の土地所有者の方と連絡を取

りながら状況の把握に努めていきたいと考えています。併せて、地元の方からこのほかの

候補地の推薦がありましたら、現地確認の上、検討していきたいと考えています。 

 

７ 市政の課題についての意見交換（フリートーク） 

（地区会長） 

 この末恒地区というのは非常に範囲が広い、山があり、いろいろあるということで、細

かい道がいっぱいあって、非常に不法投棄が多いのです。それも民地にほかされるもので

すから、その地権者の責任ということになって対応がとれない。これは法律だから仕方が

ないのでしょうが、そういったことも踏まえて、市の方としてこの不法投棄に対する防止

策なり、今こういうことを検討しているということがあったらお聞かせください。 

 

（環境下水道部長） 

 不法投棄については、廃棄物処理法の中で土地または建物の所有者は、土地・家屋の清

潔を保つように努めなければならないとありまして、このことから、公道などは利用者の

安全を図る必要がありますので、管理者である国、県、市などが速やかに廃棄物の撤去を

行うようにしています。同じように民有地についてもその管理は所有者が行うべきもので

すが、市民の方から市に不法投棄の報告があった場合には、所有者を調べて所有者の方に

対応をお願いしているところです。ただ、所有者の特定に時間がかかりますとともに、特

定できても処理費用に相当なお金がかかる場合には、なかなか撤去の対応をしていただけ

ないという状況があります。 

 これ以外に不法投棄については市内全域で、末恒地区の方にもご協力いただきまして監

視員の方をお願いしているところです。監視員の方に不法投棄が発生した場合には、ご報

告いただいてすぐに現地確認をし、対応していますが、民地については所有者の方に対応

していただくということで、なかなか難しい状況です。 

 それから、監視員の方以外にも、不法投棄が多い場所については、監視カメラを県と市

で設置して、それにより不法投棄の防止を図っているところです。現在も年に数カ所、監

視カメラを増やしている状況です。 

 

（地元意見） 

 監視カメラが設置されている場所は、末恒地区ではどこかあるのでしょうか。 
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（環境下水道部長） 

 きょうは監視カメラの設置箇所の一覧表を持ってきていませんが、基本的にどこに設置

しているというのは公表していません。申しわけありません。 

 

（地元意見） 

 不法投棄を例えば民有地にされた場合、その民地を持っている地権者が全部処理しなけ

ればいけないということ自体がちょっと理不尽な感じがします。だから、そのあたりで法

改正等の問題が検討されないのかどうか、そのあたりは市としてはどうなのでしょうか。

不法投棄されているところは大抵民有地ですよ。ただ、一たん捨てられると、それを撤去

するのは、その民有地を持っておられる地権者の方が自分で費用出して処理しなければい

けないという、そんなばかな話になるわけです。それだったら一向に解決ができないと私

は思います。そのあたりで法改正が必要であるのだったら、やっぱり法改正の動きを出す

べきではないかと私は思うのですが、それについての市の考え方はどうなのでしょうか。 

 

（竹内市長） 

 不法投棄が、具体的にどういう場所で、どういう状態かというのが抜きで議論になって

いるので、まずそういう実態を教えてもらって、うちの担当者も見に行ってどういう実態、

どの程度周りに影響与えているか。いろんな事例があって、これは自己所有地だったと思

いますが、過去にも古タイヤをたくさん投棄していて、ボウフラは湧くわ、火災の危険は

あるわで、非常に問題があるというのを公的な対処をしたこともあります。ですから、民

有地にあればその人の責任だと言ってもその人が何もしないときに、ではそのままほって

おけるのかという問題が次の問題としてあります。事柄の内容いかんによっては市として、

それこそ自力で撤去させるとか、撤去してその費用を投棄した人間に請求するとか、そう

いったことがあり得るわけです。 

ですから、まずは不法投棄がないようにするために、不法投棄があるところに立て札を

立てたり、監視カメラを置くとか、あるいは地域の不法投棄監視員の方がパトロールして

いただいて、ここはパトロールしているのだぞということの中で抑止を図っていただくと

いうこと、すなわち不法投棄の防止が第一です。不法投棄は犯罪であって、投棄した人は

犯罪者ですし、責任を追及されるべきだというのは私も同じ理解です。ただ、分からない

ときに、その土地の管理者として、所有者がいわば一時的な責任を負う立場になるという

のも事実は事実なので、それがさらに高じて他にもひどい影響を与えているとか、いろん

な意味で放置できないという状況になって公的に動き出すということが現にあります。で

すから、実態に応じた対応をしたいと思います。 

 ただ、不法投棄があって、直ちに市がとりに行って片づけたりしますと、不法投棄は終

わらないと思います。そういったことで不法投棄が、逆にいつまでもイタチごっこのよう

に終わらない状態では、市は市の税金を使ってそういうことをやっていいだろうかという

ことにもなりかねませんし、不法投棄をはびこらせる、のさばらせることにもなりかねま

せん。 

 ですから、不法投棄に対しては予防、監視、禁止の姿勢を強く打ち出すというのが第一
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です。空き家なども今問題になっています。所有者が空き家を放置して危険がある場合に、

法律の範囲内という前提はありますが、条例をつくって何かいい制度を考えたらどうかと

いうことも思います。法改正も含めていろいろ取り組みは考えられますが、今のところ不

法投棄の防止と、不法投棄されたときは現場を確認して、不法投棄した人を警察も含めて

責任をとってもらうというのが第一です。所有者が一時的に土地の管理者として、投棄さ

れたごみなんかを管理してほしいというのはありますが、これは本来の責任者が土地所有

者だと考えているわけではなくて、ごみを投棄した人が本来責任をとるべきです。最終的

に大きな問題となるような不法投棄であれば、市の方で止むなく片づけて、公衆衛生上と

か、安全のために出動しなければいけない。少なくとも自分の土地に不法投棄されないよ

うに、土地所有者は何かできることがあれば、注意していただくということは、またお願

いをしていきたいと思います。ここは不法投棄の実態を見ながら解決を考えたいと思って

います。 

 

（環境下水道部長） 

 一つ補足をさせていただきますと、土地所有者の方から不法投棄の相談を受けた場合に

は、廃棄物が今後投棄されないよう草を刈るとか、看板を設置するなど、土地の管理をし

っかりしていただくことを条件として、不法投棄物の撤去を行う場合もありますので、一

度相談はしていただければと思っています。 

 

（地元意見） 

 新市庁舎の問題についてお伺いします。 

 この話は、３年半前の市長選のときには全くありませんでした。市庁舎の耐震の問題の

委員会がつくられて、その委員会の中でどうもこのままではだめだということからこの論

議が始まって、どうも建て直した方がいいのではないかという意見に話が変わってきて、

いきなりそこからこの新庁舎建設問題というのが始めてきたと思うのです。 

 この 初の説明会をされたときに市庁舎整備を進めるためにという議題で、市民に対し

ての案内があって説明会が行われました。この話の内容は市庁舎整備といいながら、初め

からもう新築だけを目標にしたお話でした。整備というからには、新築だけが整備ではな

かったと思います。整備のためにはこんな方法もある、こんな方法もありますよ、だから

どういう方法でやったらいいでしょうねというのが本来整備に対する意見の聞き方ではな

いかと思うのです。だからそれに対して多くの市民の皆さんが懸念を表明されて、住民投

票が行われて、多くの方が新築ではなしに、耐震でやろうではないかという意見が多数を

占めたわけです。この民意は一番大事にしてもらいたいと思うのです。 

 市庁舎整備を進めるための資料を見ますと、整備方法に関しての市民の意識が確実に変

わってきています、したがって、住民投票をこれまでの経過の一つとして位置づけつつ、

現時点における市民の思いを十分に反映した市庁舎整備を進めるべきですと述べて、いか

にもこれは住民投票の意見を組み込んだような言い方をしながら、実質的にはこれを否定

して、ここには耐震で行うということは一つも言っていない。私はこういうことは、やっ

ぱり民意に反したやり方ではないかと強く思うのです。なぜそこまでして新築にこだわら

れるのか、私は不思議でかなわないのです。そのことだけお聞きしたいと思っています。 
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（竹内市長） 

 庁舎整備はどうあるべきかという議論が、平成２０年、２１年の耐震診断が行われて、

２１年の春から市議会でも議論がされる中で古い現在の本庁舎は、耐震改修をするよりも

新築をした方がいいという考え方で議会の方でもまとまってきました。鳥取市としてはそ

のような基本方針を平成２３年３月の段階ですが、まとめてきたわけです。もともと耐震

改修を含めたさまざまな選択肢はあったのですが、新築統合、新築移転統合が一番いいの

だという考え方が、少なくとも市議会の中で、あるいは執行部の中でも鳥取市としてそう

いう考えになったということがあります。 

 その後、それに反対する意見もたくさん出されまして、耐震改修でやった方が安いので

はないかという議論がありました。住民投票がその間にありまして、住民投票においては

確かに耐震改修及び一部増築という２号案が多数を占めたということがあります。その後

の検証で、その案のとおり実現できないということも検討されて、議会の方で確認をされ

てきたわけです。改めて意識調査とか専門家委員会の議論とかされていますので、そうい

った考え方をもとに何が一番求められているか、例えば防災とか、市民サービスの窓口の

集約とか、そういったことを進めていくことが必要だということから、基本的な考え方を

まとめていっています。 

 耐震改修を全面的に否定しているのではなくて、これからももうちょっと研究をした上

で、既存の庁舎の整備のあり方、耐震改修も含めて検討した上で、例えば本庁舎を取り上

げた場合、昭和３９年にできて５０年経っている。果たして耐震改修をして、それに幾ら

かかって、その後の維持修繕にどれくらいかかるのか、何年間ぐらい使えるのかを出して

みないと、当初にかかるお金の額だけで安いからと言ってその道に進んだところが、その

後の維持修繕とか、やがては機能的にこのままずっと使い続けられないということになれ

ば、新築せざるを得ないわけです。先のことまで考えて、実際にどっちの費用が少ないの

か、将来の子どもたちの世代の負担も考慮に入れて判断していこうと考えて検討を進めて

います。住民投票は住民投票として鳥取市にとっては初めての取り組みでした。検討の経

過の中の一つの要素として位置づけつつ、住民投票ですべて決まったというふうにならな

いという問題点を含んでいますから、そういうふうに理解していかなければならないと。 

 それから、庁舎整備はこれから計画をまとめて進もうとしています。大変時間がかかっ

て、その間にいろんな経費もかかったではないかと。一番大きな経費は住民投票そのもの

の経費だといったことはあるのですが、これまでのいろんな考え方、検討の結果、経過、

こういうものを踏まえて、これからまとめようとしています。現時点の市民の意向をでき

るだけ反映させたものにすべきで、１年前の５月２０日の住民投票の結果がすべてである

かのように考えるのは、もう少し慎重に考えなければいけないと、その後の経過から考え

ています。 

 それから、選挙のときにどうという意見がありました。確かに庁舎整備を新築すべきだ

とは言っていません。当時、議会が議論していたのです。ですから私自身は、議会の議論

を踏まえて方向性を出すべきだと考えていました。２２年４月の段階です。しかし、私は、

防災について力を入れなければならないということで、公共施設の耐震化とか、防災につ

いての取り組みに力を入れるということは人を大切にする町という考え方の中でちゃんと
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述べています。 

 長い経過を経て、いろんな場面でいろんな思いをお持ちだと思いますが、果たして何が

一番本当に安くつくのか、当初の建設費だけではなくて維持修繕費も含めて物事を考えな

ければいけないという考え方が専門家委員会で示されていますので、こうしたことも含め

て今、最終の全体構想を取りまとめることにしています。もう少しその時間をいただき、

新しい全体構想をまとめる上でしっかり参考にさせていただきながら、なるほど、こうい

うことならこちらがいいのだなと納得いただけるような結論を私としては最終的には出し

ていきたいと思っています。 

 庁舎の問題は引き続き関心を持っていただきまして、今まだ基本的な方針案という段階

ですので、この後、全体構想というものをどこの場所に、どういうものを整備するのか、

どこの場所に、どういう機能を配置するのか、全体として経費はどのような経費がかかる

のか、次の段階でこうしたことを取りまとめた全体像を明らかにさせていただこうと思い

ます。その間におきましては、市民の皆さんのさまざまな意見をお受けしまして参考にし

ながら検討を深めていきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 今までの経過を見たときに、先ほど耐震も視野の中にあるのだと言われるが、今、その

耐震ではいろいろ不合理な面が出てくるということを一生懸命言われた。しかし、市側が

出した資料には耐震について、どういう利点があって、どういうところがいいのかという

ことは１点も出ていない。しかも新庁舎、市庁舎を建てたところの宣伝は、あそこの市は

とても立派なこんなものができて、こういう太陽光を取り入れてという大宣伝をされた。

では耐震を、どっかにした分を見て、それを研究した結果を市民に発表して、どうだとい

うことは実際されていない。初めから新築ありの話がどんどんどんどん進み、現在も結局

市長さんの頭はそこにしかない。言っているが、そこにしかないということを私は 後に

言わせておいていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 庁舎の問題についても現時点に立ちながら機能を確保する、機能の強化と経費の抑制と

いう、その２つの要素をしっかりと実現できる内容で、将来から見ても後の時代に負担を

新たに求めたりすることないように、きちんとしたものをまとめ上げて、皆さんの理解を

得たいと考えています。できる限り速やかに全体構想を出していきたいと考えています。

もうしばらくの時間をいただきながら、最終的な詰めをしていかせていただけたらと思い

ます。多くの方がこの問題について、何がいいのかということをしっかり考えて、意見も

分かれてはいますが、もう一度考えてみようという方の割合も意識調査の中ではかなりあ

りました。我々も早く結論を出して事業を推進すべきだという意見が一方に強く出されて

いますが、こういった重要な問題ですので、しっかり検討して答えを出して、これで間違

いないのだということで事業を進めさせていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 町内会に入っていない家庭がありますが、この人々へのごみステーションの使用不可と、
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市報を配らなくてもいいのか、この考えをお聞かせいただきたいです。 

 

（企画推進部長） 

 町内会の未加入の方には、加入の促進ということでいろんな折にお声かけをさせていた

だいています。いまだに入ってらっしゃらない方がいらっしゃるのも事実です。そういっ

た方に、あなたは町内会に入っていないからごみを捨ててはだめですよと行政の方から言

うというのは事実上困難ではないかと思います。 

 それから、加入の促進については、引き続き私どもの方もいろんな機会をとらえて、ま

た方法をいろいろと考えてはみたいと思いますが、ご近所の方も町内会の役員の方などを

中心に、粘り強くお声かけをいただきたいとも思っていますので、よろしくお願いします。 

 市報については、町内会に入っていない方でも別の場所でその市報がご覧になれる、ま

た配布というのではなくて取りに行けばもらえるということもやっています。 

 

（竹内市長） 

 私たちは町内会にできるだけ入ってもらいたいのですが、一時的な居住者だという認識

で生活している学生さんとか、あるいは本当にひとり暮らしの大分ご高齢の方とか、入っ

ていただくことが難しい方もあると思います。やはり普通に子どもを育てているご家庭と

か、働いている方とか、地元にずっと定住している方、こういう方が入っていただけない

のは、どういうことが理由なのだろうと、我々は常日ごろ悩みます。できるだけ入ってい

ただくようにするにはどうしたらいいかということもよく相談を受けますし、全国の自治

体でもそういうことがテーマにもなります。入っていない人の理由が、何か事情があって

やむを得ないなと感じられるようなケースなのか、その辺も教えていただければと思いま

す。というのは、地域の方と全く関わりを持ちたくないからという方であるとすれば、本

当にどこまで対処するのかということがやはり気になりますし、そうではなくて、何か事

情があるなと、理解すべきだなという方であれば、市報にしても、ごみステーションにし

てもあまり制限的に考えるのもおかしいなとも思います。事情なりなんなり、やっぱり地

域地域で考えて対処していただいているのが実情ではないかとも思うので、どういう場合

を想定しておられるかとか、どういう場合が入らないということになっているのか、我々

も教えてほしいなと思います。 

 

（地元意見） 

 自治会加入について、いつも気になることがあります。 

 自治会に加入されていない方が町内会にもあります。敬老会を開催する場合にそういう

方に対しても呼びかけます。お隣同士仲よく声をかけ合って助け合いしましょうと私たち

は言っていますが、自治会に入っていらっしゃらない方に対して町内会でやはり声のかけ

合いができにくい部分もあります。 

 末恒地区の場合は、高齢化がどんどん進んできています。隣近所の助け合いというのは

もう欠かせない状況になってきています。若いうちは、隣近所との関わりはなくても過ご

せるというか、生活できるということもありますが、だんだんと年を重ねてこられますと

やはり隣近所の助けは必要になってくるわけです。だからそういう場合のことも考えれば、
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やはり町内会に入っていく必要はあるのですが、その声かけの仕方というのもあるわけで

す。もう少し鳥取市の方でも呼びかけをしていただく、自治会に加入しましょうというこ

とがあってもいいではないかなと私は思っています。 

 それから、アパートなどに入ってらっしゃる方は、アパート全体が町内会に入っていな

い場合もあります。アパートの管理者の方にも、町内会に加入することは必要だというこ

とを管理者から申し上げていただくことはできないものでしょうか。町内会に加入すると

いうことはお互いが助け合っていく上でとても大切なことですので、町内会に入ることを

鳥取市の方としても勧めていってほしいと思っています。 

 

（企画推進部長） 

 鳥取市としても、加入の促進を市報、あるいはケーブルテレビ、またそれ以外、いろん

な情報を流す中で、確かに若いときは全く隣との関わり合いがなくても自由気ままに過ご

せるという思いの方もいらっしゃるのかもわかりません。やはり地域として困ることがた

くさん出てくることも想定されますので、そういったことも訴えかけて、町内会の加入の

促進をこれからも呼びかけていきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 市の方はこれまでもしっかりそういう気持ちでいますが、不十分な点もあったと思いま

すので、強力に働きかけをしていきたいと思います。特に転入されるときには必ずそうい

う呼びかけをしていますし、自治連合会との話し合いでも常にテーマになっていて、どう

いうふうにしていったらいいだろうかと、知恵は絞っているということです。 

 その中で私が思うのは、町内会に入るように呼びかけるときに、会費の問題が一つある

と思うのです。例えば、年をとってくると、やっぱりひとり住まいになったりすることも

ありますし、２人であったとしても何らかのことで隣近所の助けが必要な場合があります。

そういう方が、たまたま町内会はもうそろそろやめさせてもらいたいと言われたときに、

一つの方法は、町内会の会費は払わなくてもいいが、町内会には入ったままにしてねと。

あるいは新しい人でも、これまで入っていた人がやめようというときも、それから、ある

いは新しい人に説明するときも相手にいろいろ事情があるなと思ったときは、この会費の

問題を少し各町内会で考えられて、例えば８０歳以上であればとか、あるいはお一人暮ら

しで何歳以上であればとか、あるいは若い人に入ってほしいときは、何歳までの間では半

分にするとか、ゼロにするとか何か地域で基準を決めて、会に入ってもらうということを

重視して、町内会に入るときの負担をいろいろ検討してされたらどうかなと思うことがあ

るのです。時々私は提起しているのですが、現場的にはそういうわけにもなかなかいかな

いという声の方が多いようなのです。これからいろんな工夫が要ると思いますし、場合に

よっては、町内会費の負担をどうしたら下げられるかということも地域の課題として全体

で考えて、まちづくり協議会とか、そういうところでのテーマになってもいいのかもしれ

ないと思います。加入の促進は大変重要だと思っていますので、市としても呼びかけをし

っかりしたいと思います。 

   

８ 市長あいさつ 
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 さまざまなご意見、地元の切実な思いを聞かせていただきました。本当にありがとうご

ざいます。 

 末恒地区の地域づくりについては、自主防災組織の強化といった取り組みが推進されて

います。まちづくり協議会へは４０万円を限度とする補助金がありますが、鳥取市として

は地域づくりを防災の観点から進める意味で、防災ということでのまちづくり協議会での

取り組みがなされれば、１０万円加算をするという検討もして、平成２５年度からその事

業を始めています。防災についていろいろご検討され、自主防災会の連合組織を立ち上げ

ていろいろと具体的な事業の取り組みされていますので、まちづくり協議会と一緒になっ

て、さらに財政的な資金面でも支援をさせていただけたらなと感じましたので、最後に申

し上げておきたいと思います。 

 きょうの地域づくり懇談会に貴重なお時間を割いて、こうしてご参加をいただきました。

そして多くの意見もいただきました。自治会の加入、これも全市的な課題ですし、鳥取市

としても改めて強力に取り組んでいきたいと思いますので、どうぞ各関係者の皆さん、団

体の皆さん、まちづくり協議会という一つの輪に参加をして、そのテーブルの上で地域と

して取り組めることは取り組んでいただき、この末恒の地域をよりよい地域に、住みよい

地域にしていっていただきますようにお願いも申し上げたいと思います。我々も一緒にな

って頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。きょうはありがとうございま

した。 


