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中ノ郷地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年７月３０日（火） １９：００～２０：４５   

２ 会 場 中ノ郷地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３３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、井上農林水産部次長、河井教育委員会事

務局次長、谷口道路課長、林文化財課長、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 

（地区会長） ※スクリーンに基づき説明 

 中ノ郷地区のふるさとづくりの取り組みについて、ご説明します。 

 中ノ郷地区は、覚寺、円護寺、それから北園１丁目、２丁目、山城町という５つの町の

中に８つの町内会が存在しています。古くからあります覚寺、円護寺の町内会に、約３０

年前に山城町、それから北園１丁目、２丁目、北園団地の町内会が、近年といってももう

随分なりますが、覚寺口と円護寺団地の町内会が加わってきています。まだ拡張を続けて

いまして、円護寺団地のところでは４４区画が住宅供給公社の方から売りに出ていて、も

うちょっと増えていくところです。この中ノ郷地区は１，３５８世帯で、自治会の加入率

が８１．９％の地区です。 

 地域づくりの目標は、２００９年に地域コミュニティ計画を策定してやっています。地

域に誇りを持ち、人が輝く活気あるまちをつくっていこうということで、具体的な目標と

しては、伝統文化の継承、発展、それから創造。２番目には、健康で安全で福祉の充実、

３番目には、世代間の交流の推進という具体的な目標を掲げて活動しています。 

 中ノ郷はふるさとづくり協議会と言っていて、一般的にはまち協と言われていますが、

それと同じです。５つの部会を設けています。会長と副会長と事務局長は、黒子というこ

とで小さくしていまして、主役は部会のところにあります。総務広報部会、伝統文化部会、

防災環境部会、健康福祉部会、それから世代交流部会と分けています。以前は防災環境部

会というのはなくて防災環境部会と健康福祉部会が一緒になっていたのですが、防災と環

境の整備を強化していこうということで、この部会が１つ増えています。 

 総務広報部会は、広報誌「ほたる」の発行を年４回やっています。それから、ホームペ

ージの作成と更新、１年の事業の評価のまとめ等をやっています。 

 伝統文化部会は、鳥取しゃんしゃん傘踊りに参加するということです。それから、中ノ

郷まつりをやっています。前は公民館まつりと言っていましたが、中ノ郷まつりと名前が
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変わっています。 

 防災環境部会は、防災訓練と環境美化活動をやっています。特にことしは、通学路の安

全確保ということを念頭に置いて、草のよく生える夏場に３回ほど草刈り、それから小学

校の中の木を切って、コンセプトとしては風通しのいい小学校になったらいいなというこ

とで、先週の土曜日に２回目をやらせていただきました。 

 健康福祉部会は、敬老会とふれあいウォーキングということで、摩尼山まで歩いていく

というウォーキングをやっています。 

 世代交流部会では運動会と納涼祭、納涼祭は今週の土曜日にやりますが、それから子ど

も御輿の活動をやっています。 

 ２５年度の活動は、運動会、納涼祭、しゃんしゃん祭、敬老会、防災訓練、中ノ郷まつ

り、ふれあいウォーキング、広報誌、ホームページ、それと事業評価の１０個あり、半年

の間に事業が集中していて、半年は寝て暮らしているわけではないのですが、結構ハード

なものになっています。 

 事業評価は毎年やっていまして、平成２４年度の事業の歩みということをことしの３月

にやりまして、これはまとめて全戸配布しています。アンケート方式でやっています。そ

のときにいろんな意見も書いていただき、その書かれた意見は、すべてこの中に、一字も

変えないでそのまま載せています。 

 これは平成２１年からやって４年になります。回収率はその年によってでこぼこはある

のですが、昨年は過去最高の５０５枚、４５％回収しました。ここで見ていただきたいの

は、活気あるまちづくりが進んでいると思いますかという問いに、そう思うという方が毎

年どんどん増えてきているということです。平成２１年は１４．４％だったのが、２４年

度は２２％まで増えている。どちらかといえばというところまでひっくるめると、かなり

支持されているということです。 

 具体的な事業とその評価ですが、地区運動会は地域づくりに役立っているかという質問

に、そう思うが４９％、それからどちらかといえばと合わせますと８１％になります。そ

れから、納涼祭は延べ１，３００名ほど人が集まりますが、合計しますと８５％の方がそ

う思うと回答しています。それから、しゃんしゃん祭参加ということで、昨年は小学校の

５年生と６年生が９０名参加しました。地区の敬老会は、９８名の招待者が参加されまし

た。 

 それから、中ノ郷まつりは、作品の展示、芸能発表と４つやりましたが、作品の提示は、

結構、中ノ郷の中にもすばらしい芸術性の高いものをやられる方が多いということで、見

に来られる方も非常に多くなっています。それから、芸能発表は、これもいろいろな伝統

芸能の発表会、それから公民館でのいろんな教室での発表会等やっていただいています。

一番人が集まるのが、４００名参加する福引で、何かもらえるところには人が集まってく

るという感じで、１等賞はミカン１箱となっています。この事業の評価は、どちらかとい

うとそう思うと合わせますと、大体６７％の方です。 

昨年だけですが、映画祭をやりました。これは１２０名の方に鑑賞していただいたので

すが、納涼祭のときから寄附金を集めました。それでこの「ふるさとがえり」という映画

をつくった監督さんを呼ぶ費用にしようということで、５万円の目標で寄附金集めをしま

した。要は、５円でもいい、１０円でもいい、１円でもいい、とにかくこの映画をやるに
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当たってみんなが参加したという意識を持ってもらえればいいかなということで、寄附金

集めをして映画祭をやりました。 

 ふれあいウォーキングは、１１月に摩尼山まで歩いています。秋のきれいな景色といい

空気、ここはもう空気はいいですから、森の中の歩くということをやりました。それから、

広報誌の「ほたる」は年４回発行し、ホームページを開設しています。 

 効果ですが、この地域の伝統文化に直接触れる、目の前でいろんなことが見られるとい

うことをすることによって、この中ノ郷への地域の誇りとか愛着心をはぐくむことができ

たのではないかと思っています。それから、納涼祭、運動会など住民が集まる機会をいろ

いろ設けることにより、そこで交流が生まれてきた。敬老会、中ノ郷まつりで異世代の交

流、おじいちゃんと小学生の交流とか、お互いを理解する空間、時間づくりができたので

はないかと思っています。 

 課題ですが、このふるさとづくり活動をもっと浸透させていくためにどうすればいいか

ということですが、非常に悩ましいところがあります。自分の生活する地域を安全で安心

して住みやすくするための意識づけをしていかなければいけないのではないか、ただ行事

をやっているだけではなくて、そこにそういう意識を持ってもらえるかどうかということ

です。それから、ふるさとづくりの活動をやっていただく人の確保が非常に難しくなって

います。だから、魅力あるふるさとづくりの活動とは何なのかということです。見に来る、

要は参加するお客さんからお世話をする方にどう変わっていってもらえるかということ。

それから、ふるさとづくりに参加しているという意識とその情熱を維持していくためにど

ういう活動をすればいいかということが、今後の課題ではないかと思っています。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 災害時の避難場所の確保と整備について 

＜地域課題＞ 

中ノ郷地区住民４，０００人の避難所として、小学校、体育館、地区公民館合わせて１，

８７０人（４７％）で充分なのか、考え方を聞きたい。 

①地区内及び近隣の民間施設の活用（ウェルフェア北園渡辺病院・サンマート北園店・い

なば幸朋苑など） 

②京都大学地震予知研究センター閉鎖後の利用 

＜担当部局の所見等＞ 

【防災調整監】 

 災害時の避難に際しては、災害の種別や規模等に応じて的確な避難を行っていただくこ

とが大変重要であると考えており、場合によっては他地区の避難所へ避難していただくこ

とも想定されます。 

 なお、避難時の条件（夜間や降雨時、道路の浸水・陥没、土石流の発生など）によって

は、必ずしも指定された避難所へ移動するのではなく、自宅に留まったり付近の建物への

緊急避難も選択肢とするなど、状況に応じた適切な判断と行動が求められます。 

 なお、仮に本市の全人口が避難を要した場合、市内のすべての指定避難所を活用すれば、

全員を収容することは可能な状況です。 

 また、協力が得られる民間施設等と、一時避難場所の提供に関する協定等を締結してお
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ります。 

 

＜地域課題＞ 

避難場所の整備 

①中ノ郷小学校グラウンドの排水工事 

 

【教育委員会】 

中ノ郷小学校グラウンドの排水対策については、以前から、水はけの悪い状況を改善し

てほしいとの学校からの要望を受け、真砂土を入れるなどの対策を講じてきていますが、

十分な対策となっておりません。 

抜本的な改善には、校庭の全面的な暗渠整備などの工事が必要ですが、大きな事業費が

必要なため、他校の整備、改善状況を踏まえて、優先度を考慮しながら対応を検討してま

いります。 

 

（防災調整監） 

 災害時の避難に際しましては、災害の種

別や規模に応じて的確な避難を行っていた

だくことが大変重要であると考えており、

場合によっては他地区の避難所へ避難して

いただくことも想定されます。なお、避難

時の条件、例えば夜間や降雨時、それから

道路の浸水、陥没、土石流の発生などによ

っては、必ずしも指定された避難所へ移動

するのではなく、自宅に留まったり付近の建物へ緊急避難も選択肢とするなど、状況に応

じた適切な判断と行動が求められると思います。このたびの山口県萩市や、それから島根

県津和野市を襲った集中豪雨においても、避難中に災害に遭われた方があります。状況に

応じた判断を優先していただきたいと考えています。仮に本市の全人口が避難を要した場

合、市内のすべての避難所を活用すれば、全員を収容することが可能な状況にあります。 

 また、協力が得られる民間施設等については、一時避難場所の提供に関する協定を締結

しています。このたびご指摘があった、いなば幸朋苑については、平成１９年に福祉施設

として協定を結んでいます。ウェルフェア北園の渡辺病院は医療施設ですので、避難所の

指定は難しいと考えています。サンマート北園店ですが、店舗の方に避難することはなか

なか難しいのでしょうが、駐車場を一時避難場所として活用することは考えられるのでは

ないかと考えています。それから、京都大学の地震予知研究センターは、私の方が聞いて

いますのは、平成２６年３月に閉鎖しまして、閉鎖後は更地にして売却することを考えて

いると聞いていますので、この研究センターを今後避難所としていくことは、難しいので

はないかと考えています。 

 

（教育長） 

 中ノ郷小学校のグラウンドの排水工事についてです。平成２０年だったですか、芝生管
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理組合の皆さんやおやじの会の皆さん方、たくさんの方々の応援のもとでしっかり芝生化

されています。 

 さて、この小学校グラウンドの排水対策

については、以前から学校からの要望を受

けていまして、真砂土を入れるなどの対策

をしてきていますが、十分な対策となって

いません。そういう意味では、抜本的な改

善を行うには、やはり全面的な暗渠整備な

どの工事が必要ではありますが、かなり大

きな事業費が必要なために、他校の整備や

改善状況を踏まえて、優先度を考慮しなが

ら対応を検討していこうと思っているとこ

ろです。 

 

（地元意見） 

 災害時の避難場所のことですが、先ほど

サンマート北園店は、駐車場はオーケーと

いうお話がありましたが、これはサンマー

トさんの了解は既についているということ

でよろしいでしょうか。それからもう一つ、

サンマートさんは駐車場が屋上にもありま

すが、万が一、水害ということであれば屋

上の避難がいいと思いますし、地震という

ことであれば平地の駐車場がいいのではな

いかと。 

 それともう一点、今、災害時要支援とい

うことで取り組んでいますが、一時避難所

としてその駐車場を町内なりに周知してい

いものかどうか、その辺のご意見を。 

 

（防災調整監） 

 いなば幸朋苑については協定を結んでい

まして、了解を得ています。 

 ご指摘のサンマート北園店については、

まだ防災上の協定は結んでいません。防災

上どこが使えるのかなと、敷地を見た段階では建物の中はちょっと無理だろうなと、駐車

場については可能性があるだろうと。ですから、これから皆さんの方にもお話をしていき

ながら、どういうことができるのか話し合いをしていかないといけないのですが、まだ具

体的にこのサンマートが一時避難場所ですよという公式な形で周知することは、今の段階

では無理だということです。これから相手方との話し合い等もしていかないと、正式に一
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時避難場所としての指定はまだしていません。 

 

（地元意見） 

 中ノ郷小学校、並びに公民館、体育館等、避難場所に指定されていますが、みんなちょ

うど土石流の危険な地域にあります。そこが指定になっていて、地域の皆さんが来られる

のですが、土石流の危険なところで、道路が崩れてしまうと来れない。しかも、この道路

はできたときに実際に崩れて、しばらく通れなかったこともあるので、次の場所への移動、

それすらちょっと怪しいなと思います。仮に来ていただいても、実は小学校は、停電する

と水は即とまってしまいます。上の水槽ではなく、中央水槽です。それから、仮に地震等

で下水管等大丈夫であったとしても、電気が来なければ、小学校の場合は一遍、落ちたの

を上げる状態にしていますので、これも使えないと。つまり、たくさんの方がおいでにな

られても、一時避難場所としてのある程度の時間、１日なり 大３日までと考えても、そ

の機能の維持すら怪しいという、そのあたりもやっぱりご配慮いただかないと難しいもの

があるかなと思います。 

 あわせまして、実は避難していただくときに、今ここにいるところが崩れてしまいます

と、小学校に入ってくるルートは上丁田橋という細い橋が１本です。この橋は、その横が

通学路になっていますが、現在、乗用車が通ると危ないという狭さです。そういうところ

に、もし地震時とか避難をしているときに物資搬入のトラックと言われても入れないので

す。ですから、この橋は、避難所という視点でも拡幅をお願いしたいのですが、通常、登

下校している子どもたちにとっても非常に危険な状況なので、やっぱり拡幅をお願いした

い。せめて、そういうときでも車が通れる、避難の人も通れるよう歩道用の橋を追加する

なりしないと、小学校の機能として、避難所という部分では非常に脆弱です。 

 この学校、あるいは地域はできて１９年目になりますが、この学校の校庭は、暗渠もし

っかりしてあって非常に排水のいいところでした。同じ中学校区の浜坂小学校さんと、用

意ドンで運動会をしようとした日に雨が降った。砂地の上にある浜坂小学校ができないと

言っているときに、ここはできたぐらい排水がよかったのです。それが、今、なぜこのよ

うになったか。過去のことをあわせて考えてみると、１つは、この校庭にはダイヤモンド

型の非常にいい排水がしてあったのに、地区体育館を建てるとき、排水の出口が２カ所あ

ったのですが、一方がどうも詰まってしまった感じがあります。それからもう一つは、こ

の芝生を今、鳥取市内の学校はたくさんするようになりましたが、今、公園愛護協会さん

に刈っていただいています。ところが、刈ったままなのです、どこでも。これが、そのま

ま置いておくと肥料化してしまって目が詰んでしまうと。だんだん下には、肥沃な土みた

いな形になってしまいます。ここは、市内でも先んじてやった学校、広い面積をやった学

校です。しかし、そのやり方をある程度考えていただかないと、これから出てくる学校に

ついても同じようなことが考えられるのではないかなと。このグラウンドの部分について

は、もう一度図面等を考えていただいて、ひょっとしたらあまりお金をかけずに改善でき

るのかもしれないと思います。そうすれば、先ほどの避難のときにも、ここに車が入って

くる可能性も十分考えられますが、そういうのにも対応しやすいかなと思いますので、そ

の辺をお考えいただければなと思います。 
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（防災調整監） 

 このたびつくっています鳥取市の防災マップの１番で、小学校の地域については土砂の

警戒区域にしてあります。ただ、避難所ごとに適用性というものを表示しています。例え

ば、避難所であっても、低い地域にあれば洪水のときはそこに避難をしないでくださいと

いう形で、洪水、土砂、地震、津波ということで、それぞれ避難所の適用性というものを

示しています。中ノ郷小学校については、土砂災害、大雨が降ったときは避難所としては、

少し考えて避難をしてくださいということで三角印をつけています。その災害に応じて、

例えば地震のときには中ノ郷小学校に集まってもらうことはできるのですが、大雨が降っ

たときは中ノ郷小学校ではなく、ほかの地域の避難所に避難していただくということで、

その場、その場での適切な判断ということが一つの方法ではないかと思います。避難所の

適用性を示しているのは、その災害ごとに自分がどこに避難すれば一番安全なのか、逆に

言えば自宅にいた方が安全かも分からないということもありますので、その点、個々にそ

れぞれ状況に応じて適切な判断をしていただければありがたいと思います。 

 

（道路課長） 

 橋の必要性については、通常の橋の状況の必要性、あるいは災害のときの必要性を考え

ていかなければいけないと思います。これまでご要望をいただいていたかどうか分かりま

せんが、状況を確認して検討していきたいと思います。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

砂防河川である円護寺川を渡り、土石流危険区域エリアへ渡る橋の整備は、防災の観点

での整備は難しいと考えます。 

しかし、通学路拡充の観点より、学校、地域、ＰＴＡが歩道橋設置が必要となれば、鳥

取市教育委員会へ申請を行い、鳥取市通学路交通安全対策推進協議会の中で協議を進めて

いきたいと思います。 

 

（教育長） 

 暗渠はしっかりできていて排水溝が詰まっているという話がありました。それから、刈

った芝が腐葉土化してしまっているというあたりは、何が原因なのかも調べてみないと分

かりませんので、そこはこれから調査してみなければいけませんね。 

 

（竹内市長） 

 上丁田橋は、地域づくり懇談会で何回も課題になって、市の方も検討してきました。実

態もいろいろ把握していて、狭い橋で、あそこがメーンの通路になった場合は、当然、車

両とか人の通行に十分ではないと。ふだんは車で通る人も少しありますが、歩行者もある

ときは、小さな短い橋ですから、様子を見ていて譲り合って通っているような実態を承知

しています。防災の観点から、あの橋を改めて強化する必要があるのではないかというご

提案です。ふだんの危険性も言われましたが、ふだんの危険性は周辺の道路の整備もある

程度進んでいますので、改めてその観点からの議論を持ち帰ってしていきたいと思います。

あの橋は、もともと農道の橋として整備されたもので、重要な学校へのアクセス道路にな
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っていることはよく承知しています。子どもたちも通っていますし、時には車も通ってい

ます。これはしばらく検討していましたが、防災の観点からも複数通路があることは重要

ですので、そういう意味からここを強化すべきではないかといったことを、もう一度、中

で検討してみたいと思います。 

 排水の話も、芝生の刈られた葉っぱが下に落ちて肥料化するというのは、我々もそれを

むしろねらっていると聞いていました。ところが、それが排水を悪くするということも考

えられる点だと聞いています。では、芝生化した前提で、どうしたら排水がよくなるか。

改めてグラウンドにちょっとした傾斜をつけるような努力をしたらどうかとか、暗渠で埋

めてある排水の設備を全部しつらえ直すのも非常に費用がかかると聞いています。どうし

ていったらいいのか、芝生化という新しい要素も加わったので、これは教育委員会を中心

にグラウンドの排水問題の対応策を検討してもらいたいと思っています。この場でどうこ

うするということまでは言えませんが、検討することをお答えしたいと思います。 

 

（地区会長） 

 小学校に避難したところが、びちょびちょで沼になっていたらどうしようもないという

ことで、そういうところはきちっと整備していただきたいと思います。 

 土砂災害のときに、中ノ郷小学校は避難の適用性が三角だということですが、中ノ郷地

区の収容人数見ますと公民館が１１０人、それから地区の体育館が４１０人、中ノ郷小学

校が１，３５０人なのです。ということは、４，０００人が避難するときに、この１，３

５０がなくなると中ノ郷では５２０しか避難できないということなので、ぜひ、ここは何

か方法を考えて、小学校をきちっと整備して、避難できるようにしていただきたいという

ことを強く要望しておきたいと思います。１，３５０人収容の大黒柱がなくなってしまう

ということですのでよろしくお願いします。 

 

２ 円護寺トンネルとその付近の整備について 

＜地域課題＞ 

通りやすい道路とするためのトンネルと付近の坂道の施策 

①明るい照明とする。トンネル壁面も明るく。 

②道路側溝の蓋を設置し脱輪を防止する。 

③滑らない舗装 

④融雪装置の設置 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

①道路照明基準に照らし明るさの検討します。また、トンネル壁面については、漏水のた

め、防水モルタルを噴霧しており、新たな色への変更は困難です。     

②蓋設置を湯所側より行い、その後円護寺側の順で行います。         

施工については、平成２５年度に調査設計、平成２６年度より順次工事を行うこととして

おります。 

③②と合わせて整備を行う予定としております。 
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④除雪をすることを基本として、新設の融

雪装置の整備は行っていないため、困難で

す。 

 

（道路課長） 

 トンネル内の照明については、路面の明

るさが確保できるように基準に基づいて整

備しています。現状の明るさを確認させて

いただいて、検討をさせていただきたいと

思っています。 

また、現在の壁面は平成２０年ごろに漏

水対策のために防水モルタルを吹きつけて

います。このモルタルは特殊な材質で、上

から色を塗ってもはがれてしまうために、

新たな色への変更は困難な状況です。しか

し、現状のように側面が見えにくい状態で、

現在貼ってある反射テープみたいなものの

効果が薄い感じもあります。現在、横から

光っても反射するような反射誘導体ができ

ていますので、それを設置するような方向

で検討して、安全の確保を図っていきたい

と思っています。 

 次に、道路側溝の整備についてです。これが現状の円護寺トンネル前後の市道天徳寺通

りの、これは円護寺側の状況ですが、これの側溝の整備については、カーブの安全確保と

幅員の確保ということで、現在、ふたの設置について計画をしているところです。まずは

湯所側から整備して、その後に円護寺側の整備を考えています。施行時期については、今

年度調査・設計を行い、２６年度より順次、工事を行うように考えています。また、この

側溝整備にあわせて、滑りどめの対策についても必要な箇所の整備を行う予定としていま

す。 

 次に、融雪装置についてですが、現在、

鳥取市では機械除雪というのを基本として

います。そのために、新たな融雪装置の整

備というのは行っていませんので、現在の

整備は困難だと考えています。機械除雪や

凍結防止剤の散布を徹底して、安全確保に

努めたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 湯所から円護寺のトンネルを通っている

道路はＳ字カーブが多いということで、対向車が膨らんで走行して、ひやっとしてぶつか
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りそうになることが多いのです。昔、ロープウエーがあったところに今は建物があります。

あそこは一部、カーブが拡張されて広くなっています。ほかのＳ字カーブをあのように拡

幅してもらえないかなと思っています。 

 もう１点は、円護寺にあるビルマ塔の下の道路のところは、盆とか彼岸、墓参りの方が

駐車していてぶつかりそうになります。時々、警察もここは駐車禁止だということで広報

をしているのですが、参った人はお構いなしに置いているのです。墓地というのは市の管

理だと思います。近くに、墓に参られる方の駐車場をつくっていただくとかしないと、そ

の道路に駐車されると事故の原因になりますので、それも考えていただきたいと思います。 

 もう１点は、融雪装置はつけない、機械で除雪すると今お話しされましたが、除雪され

ると、結局、道幅全部を除雪できるわけではないので、横の方にかいた雪が積み重なって

道が狭くなるとまた事故のもとになると、そこも考えていただきたいと思います。 

 また、冬になると道路が凍結して、毎年、数台の車が滑って溝に落ちるなどするのです

が、この滑らない装置は、凍結に対応した滑りどめの舗装なのでしょうか、その辺をちょ

っと伺いたいと思います。 

 

（道路課長） 

 まず、Ｓ字カーブの部分で拡張ができないかということが１点ありました。道を整備す

れば確かに安全に通れるということはあると思いますが、ここについては、拡張するとす

れば山の方の処理とか大変な費用がかかってくる道です。基本的には、皆さんが危ない道

だというのはご存じだと思いますので、その辺はやっぱり気をつけて通っていただくこと

も必要ではないかと思っています。 

 それから、機械除雪についてです。ご指摘のように、機械の除雪は道に降った雪を横に

よけるということです。市内全域、同じようなかき方をしていまして、これについても皆

さんに、狭くなった分はゆっくり安全に気をつけて走っていただくということで、これを

全部解消するということはとても鳥取市の力ではできませんので、皆さんにご協力をいた

だきたいと思っています。 

 それから、凍結の場合に滑りどめがということです。凍結防止剤で雪が、その滑りどめ

の上に乗った雪や水が解けておれば滑りどめにはなると思いますが、その上に乗って凍っ

てしまえば、やはり滑ってしまうことになりますので、凍結防止剤の処理を入念にやって

いくしかないのではないかなと思っています。滑りどめをする材料がどういうものかとい

うこともありますので、施工にあたってそういう効果のあるものがあれば検討していきた

いと思います。 

 

（地元意見） 

 安全、人の命にかかわることで、費用がないからできないというのはちょっとおかしい

のではないですか。少しずつでもやっていくという意思を示していただきたいと思います。

凍結剤をまけばいいのではないかと簡単に言われますが、朝、通勤される方で、誰が凍結

剤をまくのですか。一番朝、凍結するのですよ。凍結剤を各場所に置いてあっても１個も

使われてない感じなのですよ、毎年。それで凍結剤をまけと言われても、それは市役所の

原理ですよ。 
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（道路課長） 

 凍結防止剤の件ですが、この天徳寺通りは市が凍結防止剤をまく路線にしていまして、

凍結のおそれがあるときには、この路線全体に凍結防止剤を散布しています。 

 

（地元意見） 

 私は全国ずっと転勤をしていて、金沢、富山、福井という各雪国に行きましたら、必ず

融雪装置は至るところに設置してありました。鳥取市に帰ってきたら、全く融雪装置がな

い。逆に言うと、雪にみんなが慣れているから、決して設置しなくていいという流れなの

かどうなのかということです。雪国の市では本当に珍しいぐらい融雪装置がないのです。

そういう面からすると、 大の危険区域であるわけです。あまりにも雪が降り過ぎたりし

たら、凍結防止剤をまいたとしても、１年間通じて４、５台ぐらい側溝に落ちているよう

な状態です。そういうところは特別に、融雪装置をつけるとか、あるいは完全に冬は通行

止めにするとか、抜本的な対策をしていただかないとなかなか解決できないのではないか

な。今はすごい交通量なので、１回交通量を調べてみてください。もう 高にあの坂道は

よく車が通っています。そういう急坂等については、抜本的な措置をやっていただくよう

な手配をしていただかないと、やりませんからと一言で言われても。ほかの都市ではどう

なのかと、お金を各市でどういう形で出しているのか１回見ていただいて、ほかの地域は

融雪装置が至るところにありますから、冬場はもうすごいですよ。鳥取市だけですよ、本

当に融雪装置がないのは、びっくりするぐらいない。そういう面で、市の方もちょっと対

策を考えていただいた方がよろしいのではないかなと思います。 

 

（竹内市長） 

 この円護寺トンネルとその付近の整備というテーマは、我々も実情はよく承知していて、

いろんな意味で見通しをよくするとか、さっきＳカーブのところを少し広くしているよう

だといったお話がありましたように、できるだけ安全確保に努めてきています。側溝も、

あそこに側溝がある方がかえって、気をつけて運転するのではないかということとか、除

雪した後の雪解けなんかにもプラスではないかという議論も内部ではなかったわけではな

いですが、やはり幅員を有効利用するためにふたかけを、湯所の側から計画的にやってい

こうということをお答えしたところです。 

 順次、安全に向けてやっていますが、道路整備というのはなかなか一挙にできないこと

もまたご理解いただきたいし、この道路が本来、昔からの円護寺トンネルの前後の道路で、

どうしても線形も悪くて大幅な改善が難しい道路です。通る人は大体それを分かっている

人が多いので、もし分かってない人があるのだったら標識ででも、あるいは最高速度を制

限してもらうとか、そういうソフト面での対応ももっと考えるべきかなとも思っています。 

 特に融雪装置は、まず地下水をくみ上げることになります。そして、故障することが多

いこともあって、融雪装置に頼っておればそれで除雪は万全かというと、必ずしもそうで

はなくて、冬に入る前にもちろん点検をやっています。この近くだと、浜坂小学校に上が

るところからバス路線についてありますね。ですから、鳥取市にもあるのですが、決して、

長期間、安全に使える仕組みではないように我々は感じていて、例えば地下水の水量が減
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ってきたらどうするかとか、それには電気が必要だったり、融雪した融雪装置の水が凍る

という議論もあったりもします。ずっと出し続ければいいのかもしれませんが、ある程度

は水量が減ったり、あふれた水が敷地内に入ってきて文句が出るとか、いろんな問題があ

って、我々はどちらかというと除雪に頼っているという道路課長の意見になっているわけ

です。いろいろ要望はありますが、設置費用や維持管理の費用も高くて、かついろんな面

で不都合が起こり得る場合も多いということで、融雪装置はあまり積極的に考えていない

のは事実です。ほかの都市はより積極的に考えているところもあろうかと思いますが、そ

れぞれの地域、地域で判断してやっていくしかないと私は思っています。そういう意味で、

機械除雪を鳥取市は市内の基本としながら、どうしても融雪装置に頼らざるを得ないとか、

既に融雪装置が設置されているとか、そういうところを中心に考えようとしています。 

 できるだけこの道路を安全に通行してもらえるように、もう少しトンネルの照度を検討

するというようなことで、もう一回点検をして、できることからやっていこうと思います。

なかなか一挙にできない点はありますが、取り組みの姿勢は理解していただきたいと思い

ます。 

 

（防災調整監） 

 実は墓地の関係は環境下水道部の生活環境課というところが担当でして、私も昨年まで

そちらに籍を置いていたので、分かるところでお答えさせてもらいます。 

 墓地で、盆などのときに墓参りの多いときは、土地を借りて臨時駐車場を確保していま

す。どうも運転者のモラルの問題もあるのでしょうが、道路に車が並んでいるということ

ですので、実態を担当部局の方に一度お話をさせてもらって、看板とか何か対策は立てら

れるのか、担当部の方で検討させていただきたいと思います。駐車場を設置していました

ので、多分そちらに停めていただいているのだろうという考えだったのですが、何か対策

ができるのかどうか、担当課の方で検討していきたいと思います。 

 

＜補足：生活環境課対応方針＞ 

道路位置の特定のため、８月２日中ノ郷地区公民館長に聞き取りをしたところ、トンネ

ル中ノ郷側の「ビルマ方面戦死者慰霊碑」付近の墓地（真教寺墓地）進入路がある道路で

あるとのこと。 

なお、この道路はカーブが連続し、幅員も狭く駐停車すると危険であると思われるので、

ラミネート加工した『道路に駐車しないで、臨時駐車場に駐車ください。』等の張り紙を墓

地区域内に設置することとします。 

また、参拝者への対応として、臨時駐車場と管理事務所脇の駐車場の草刈りを行い、駐

車スペースの確保と、駐車場への誘導表示を設置することとします。 

 

（地元意見） 

 この円護寺トンネルについては、随分前から、北園のというか、このニュータウンがで

きて当初から新しいトンネルをつけるという構想がありました。地元でも何回か市、県に

陳情に伺ったりしましたが、その後、いろいろ検討しているということから、かなり期待

はしてきました。しかし、湯所とか相生町の方とか、あちらの方の反対で難しいと。代替
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案として、何か天徳寺の下のあたりに出ていく案も考えているというお話もあったのです

が、いろいろと財政難の中で難しいという方向へ向いたわけです。 

 それで、トンネルの通行についての安全確保とかありますが、そちらの方に焦点が移っ

てしまいまして、この円護寺のトンネルの建設問題は完全になくなったのか、かつて西尾

迢富市長さんのときには、市政懇談会で、鳥取市百年の大計で、この道路は必要なのだと

はっきりと言われたときもあったわけです。その後の情勢の変化でいろいろと事情が難し

くなってきているということはよくわかります。市としてどういう見解をお持ちなのか、

もうだめなのか、やはり継続してその案については時代がよくなったらやりますよという

ことなのか、その辺の見解をはっきり示していただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 もともとこのトンネルは県の方で事業を計画されて、これを実施するようにされていた

のです。鳥取市はそういう道路計画も要望してきた立場ですが、トンネルの出る先の湯所

のサイドが、ずっと拡幅するような計画でとても事業に同意できないということになって、

難しいということになりました。もう一つは、今の円護寺トンネルの下をくぐるような形

で、もう少し低い位置に真っすぐのトンネルで通すという案もその後、計画をされていま

した。現時点で道路課長に確認した限りでは、県の方もこの大きなトンネルの事業を県の

事業としてやっていこうという構想で進められましたので、今のところ鳥取市として、こ

のトンネル計画をみずからが実現するという状況に必ずしもないままになっています。 

 その間に、道路間を直接、山を越えて市街地に抜ける道路整備はなかなか難しい状態が

このところ続いています。私が経過的に理解しているのは、北側のところでのルートがと

ても無理だということになって、トンネル下をくぐるような新しい、少し長い深い位置の

低い位置のトンネルを考えようということになって、天徳寺さんの横あたりに地上に出る

ような案もありましたが、いずれの案も現時点で具体的な計画という形にはなっていませ

ん。住宅団地を計画した住宅供給公社のサイド、あるいは県のサイド、前の浜崎議員さん

なども熱心な推進者だったと聞いていますが、今、ちょっと状況がなかなか変わってきて

いるのは事実です。 

 さて、この道路の位置づけをこれからどうしていくか、安全確保をどうしていくか、交

通量の問題も提起されました。交通量がかなりあるということも現実に前提とせざるを得

ないと思いますが、これから東西を結ぶ道路整備というのは、現在、駟馳山バイパスが今

年度末に開通して、これから先、福部のインターから鳥取インターにつなぐ山陰道といい

ますか、今の鳥取インターの方につなぐような高速道路の計画を新たに検討するという流

れもできています。９号線にしましても何本も東西に走っていますし、縦の道路も幾つか

ありますので、全体の道路計画の中で、恐らく、私としてはトンネル計画が再び現実的な

ものとして計画されるということは、逆に難しくなってきていると感じています。 

 そういう中で、安全を確保するという大きなテーマに向けた取り組みを進めていくとい

うのが現実的であり、安全確保のためにスピードを出して走る車を少しスピードを抑えて

もらうような速度の制限とか、ソフト面で安全を確保していくということも重要だと思い

ます。こちらの中ノ郷の皆さんにとっては生活道路の一つになっていることをよく理解し

ていますが、岩美町の方から来る抜け道として通行されるような方々も多いわけです。そ
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ういったことに対して、もっと幹線道路を回ってもらえるような仕掛けをすれば安全性も

高まるように感じていますので、全体の道路網を考えながら、一方では安全確保のための

整備と、一方では道路の路線の位置づけを少し考え直していただくようなことが必要にな

ってこようかなと思います。 

 

３ 猪対策の強化について 

＜地域課題＞ 

①駆除 

②食用の事業化（生け捕り・飼育牧場・肉の処理） 

③里に下りてこない施策（猪との共存をどう図るか） 

④街灯の増設で自動車との衝突事故の回避 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【農林水産部】 

①駆除については、現在覚寺、円護寺、北園地内にイノシシ捕獲用わな（囲いわな、オリ）

を平成２４年度１基増設分を含めて合計６基設置しており、平成２４年度は１７頭捕獲し

ました。今後も、地元からの要望に基づき、設置場所等を精査の上、増設などの対応を行

い、捕獲数の増加に努めていきたいと考えています。また、本年７月１日に鳥獣被害対策

実施隊を設置し、緊急時等に捕獲活動ができる組織体制を整備しましたので農業振興課ま

でご相談ください。 

 

②食用の事業化については、いなばのジビエ連絡協議会が中心となり、有害捕獲したイノ

シシを鹿野町、河原町の公的解体処理施設や個人の解体処理施設で、県が策定したガイド

ラインに基づいた処理方法で食用に活用し、消費や販路拡大のためのブランド化を進めて

います。また、解体処理技術向上のための研修などを実施しています。この取り組みは、

イノシシ等のジビエ（野生獣肉）を食材としてイメージアップを図り、有効活用と消費拡

大を促進し、有害鳥獣の捕獲を推進するものであり、生け捕りや飼育までは現在のところ

検討していません。 

 

③イノシシとの住み分けができれば良いですが、餌を求めて里山や住宅地に出没していま

す。昨年度は市道の道路敷きの除草を行うことにより、緩衝帯としての機能が発揮されイ

ノシシが住宅地等に寄り付かなくなった地域もありましたので、今後も草刈等の徹底を行

いたいと考えています。また、侵入防止柵として平成２４年度も覚寺地内において約３，

０００ｍのワイヤーメッシュ柵を設置されました。侵入防止柵の設置は有効であり補助制

度として、農林業被害を対象の場合２／３を助成、生活環境被害を対象の場合１／２を助

成する制度などがありますのでご相談ください。 

 

④イノシシ等鳥獣と車両等による衝突事故は夜間を中心に発生しているので、山林に近接

した道路では、特に徐行を行うなど細心の注意をはらって運転していただきたいと考えま

す。 
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【都市整備部】 

街灯は、交通量の多い道路の交差点、横断

歩道、急カーブなど、夜間の交通上特に危険

な個所に限り設置しており、イノシシ対策の

ための設置は困難です。 

本市では、維持管理費用を地元で負担してい

ただき、市が設置する協働による防犯灯の設

置を行っておりますので、要望がありました

ら道路課へご相談ください。 

 

（農林水産部次長） 

 現在中ノ郷地区には、６基の捕獲用のおりが設置してあります。赤い丸の後ろに、何頭、

何頭と書いてありますが、そこでとれたイノシシの数を示しています。平成２４年には、

それ以前と比べて１基増設して６基にして、１７頭の捕獲をしています。今後も地元から

の要望に基づいて、設置場所等を調査の上、増設などの対応をしていきたいと考えていま

す。 

 それから、本年７月１日に鳥獣被害対策実

施隊を設置いたしました。緊急時の対応等に

当たっていただくということで、市内に在住

の狩猟免許をお持ちの方４５名に当たってい

ただいています。そういった状況がありまし

たら、農業振興課にご相談いただければ、対

応できる部分については対応したいと考えて

いますので、よろしくお願いします。 

 それから、食用の事業化について、既にイ

ノシシの肉については、一部の団体が食用に

販売をしています。特に最近は、いなばのジビエ連絡協議会という協議会が中心になりま

して、有害捕獲をしたイノシシを、鹿野町にあります処理場、それから河原町の北村に処

理場がありますが、公的な解体処理施設での

場合や、それから個人が保健所の許可を受け

られて開設しておられるところが何カ所かあ

り、それぞれ県がつくりました解体処理のガ

イドラインに沿って処理して食用としておら

れます。この協議会で処理した肉の消費拡大

や販路拡大のための取り組みを行っています。

それから、解体処理技術の向上のための研修

も実施しておられます。ただ、これはあくま

でも食肉を販売することをメーンとしていま

すので、ここに書いてあるような飼育牧場で
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あるとか、あるいは生け捕りは、おりで捕獲すれば生け捕るのですが、そのままでは処理

ができませんので、やはり捕殺ということで行います。一応、そういったことを考えてい

ますので、生け捕りや飼育までということ

は、現在のところは考えていません。 

 それから３点目に、里におりてこない施

策ということで要望をいただきましたが、

イノシシはどうしてもえさを求めて、えさ

のある里山とか住宅地付近に出没している

のが現状です。昨年度、市道沿いの道路敷

を、道路課に協力をいただいて試験的に草

刈りをしました。これを緩衝帯といいます。

果樹園の支柱に覆いかぶさるぐらい草が生

えて繁茂していた状況を、きれいに草刈り

をして遠くまで見晴らしができるようにする事業があります。この事業を使っていただい

て緩衝帯を設置したところについては、やはり隠れる場所がなくなりますので、イノシシ

も出にくくなったということです。それから、どうしてもえさがあるとそこに寄りつきま

すので、食べない果実であるとか、それからイノシシが届くようなところにある果実につ

いてはできるだけ早目にとっていただいて、イノシシが寄りつかないようにしていただく

というのも、一つの対策ですので、そういったことも皆さんにご協力がいただきたいと思

っています。 

 イノシシの侵入を防ぐのは、やはりワイヤメッシュという侵入防止柵を設置するのが一

番、後の維持管理を含めて有効的ではないかと、市としては考えています。皆さんにその

ことを勧めていまして、昨年も覚寺地内において約３，０００ｍのワイヤメッシュを設置

しています。侵入防止柵の設置については、農業被害等がある場合は３分の２の補助、そ

れから生活環境被害が対象の場合は国、県の補助がないものですから、市単独で２分の１

の補助をする制度を設けていますので、ご相談をいただければと考えています。 

 それから、４点目の街灯の増設で、自動車との衝突事故の回避というご要望をいただき

ましたが、実際に、あそこはイノシシが出るところだというのはご存じだろうと思います。

そういったところは、できるだけイノシシに当たらないように、当てないように徐行運転

をしていただくというのが一番ベターだと

思います。車両保険に入っていない場合は

保険が一切おりませんので、運転者が修理

費全部を支払わなければならないというこ

とで、私の知人が夜、帰りに、正面衝突で

はないですが、イノシシが横からはい出た

のに車がぶつかったということで、軽乗用

車でしたがラジエーターが全壊で、交換す

るのに２５万ぐらいかかったという事例も

聞いています。できれば、当たらないこと

が一番よいと思いますので、この辺は出る
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と言われているところは、慎重な運転をお願いしたいと思っています。 

 

（道路課長） 

 道路の照明といいますのは、街路灯とい

いまして道路の交通の安全のために設ける

ものと、一般に町内会等で設置していただ

く防犯灯の２種類があります。街路灯につ

いては、交通量の多い道路の交差点とか横

断歩道、あるいは急カーブなどの夜間の交

通で特に危険な箇所に限って設置をしてい

ます。大きなカーブ、あるいは横断歩道の

ところ、それから交差点に設置していまし

て、これをイノシシの対策のために設置することはできないと考えています。 

 一方、防犯灯ということで、地元で維持管理費を負担していただきまして市が設置して、

共同で防犯灯の設置をするという制度を設けていますので、地域の中で必要な箇所等の要

望がありましたら、道路課の方に相談していただけたらと思います。 

 

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） 

 前回の地域づくり懇談会において、まだ回答をいただいていない部分がありますので、

それについてお尋ねしたいと思います。 

 前回の懇談会で、防災拠点というところで下水道庁舎を防災拠点として位置づけるとい

うお話があったと思いますが、先般、配付されましたところには、あそこは拠点にも何も

地図に載っていないということなのですが、その後どうなったのでしょうかというお尋ね

です。 

 それから、中ノ郷の伝統文化の拠点としてということでお願いしていましたが、やまび

こ館で伝統文化の継承のための展示をやっていきたいという回答が、その時点ではありま

した。ということで、先日ちょっと見に行ったのですが、吉川さんとか、それからさいと

りさしとか、そういう部分をやまびこ館でもう少し詳しくきっちりと展示をするための検

討はされたのかというお尋ねです。 

 それから３つが、鳥取吉川会の市の窓口は総務課にするという話がありましたが、その

活動はどのようになっているのでしょうかという、３つ、お尋ねをしたいと思います。 

 

（防災調整監） 

 下水道庁舎は、本庁舎や駅南庁舎と同様でして、防災拠点としては位置づけをしていま

す。秋里の下水処理場、敷地一帯を災害時の一時避難場所という形でも指定をしています。

それから、備蓄倉庫としても、毛布やブルーシート、それから簡易トイレなども備蓄をし

ていまして、ざっと１，０００近くの備蓄用品があそこの中に入っています。ただ、ご指

摘のように、防災マップが下水道庁舎の名前がないというのは、私の方の落ち度といいま

すか、大変申しわけなく思っています。次回の改定や増刷するときには、きちっと記載を
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させていただきたいと思っています。それから、今年度については、下水道庁舎の入り口

に避難所の看板を設置させていただいて、ここは避難所ですよと分かるように、とりあえ

ずさせていただこうと考えています。 

 

（文化財課長） 

 地域の伝統文化に関する、やまびこ館での展示ということで、一昨年度、中川教育長が、

例えば、やまびこ館でそういったものも展示したいということを答えさせていただいてい

ます。それを受けて、一昨年度の後半ぐらいから、特に踊りですね、手踊りとかそういっ

たものを全市的に改めて調査を始めました。数も多くありまして、５０以上のものが今現

在あり、これからもっと詳細に調べなければいけないというものが出てきているという状

態です。その展示をするにいたしましても、そういった成果を踏まえて、どういった展示

ができるかという全市的な取り組みをさせていただきたいと考えています。またそういっ

た調査がまとまった段階で何らかのものをしたいと考えていますので、よろしくお願いい

たします。 

 

（地区会長） 

 それはいつごろまでかかるのですか。 

 

（文化財課長） 

 実は、まだ聞き取りが昨年度で終わった段階でして、本年度から実際にその踊りを見る、

そして記録を残すということを始めたいという段階でして、いつごろまでというのはなか

なか言いにくいのですが、精力的に取り組みたいと思います。 

 

（総務部長） 

 吉川会のことについてです。 

 私も先ほど、こちらに寄らせてもらう前にちょっと公園の方を見させていただいて、お

墓の方をきれいに管理していただいているなと感謝を申し上げたいと思います。 

 吉川会は、歴代、鳥取市長が会長をさせていただいているという経過もありまして、総

務課の方が実際には市役所の窓口をさせていただいています。日ごろからツジ洋服店の辻

さんに、事あるごとに寄っていただいたりして、いろんなお話をご相談させていただいて

います。岩国に行くが何かいい話はないかみたいなこととか、岩国に行ったりするときに

はうちの総務課の職員も一緒についていってお手伝いをさせていただいたり、そういった

つながりも持たせていただいています。吉川経家の銅像の管理も市に寄贈をいただいて、

もともと市民の有志のご寄附で建てられた銅像についても、これは総務課ではなくて公園

の関係になりますので公園・スポーツ施設協会、そちらの方に頼みまして日ごろから管理

しています。市の窓口としては総務課がさせていただいていますので、もし何かありまし

たら総務課の方にご連絡いただければと思いますし、それ以外にも、交流を続けるので何

か援助がないかということについては、これは総務課の予算ではないのですが、企画調整

課の方で民間交流促進事業という補助金の制度もありまして、旅費とかそういったものの

経費は２５万円という上限を設定はしていますが、そういったご協力もさせていただける
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ということですので、吉川会については総務課が窓口で、引き続きご支援させていただき

たいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 一般的な質問ですが、毎月、市報に情報ひろばということでいろいろ福祉関係の情報が

載っています。８月号でも、法定後見人の申し立てとか、電話の安心ホットライン事業、

それから寝具の丸洗いサービス、いろいろ情報が載っているのですが、これは包括センタ

ーなり高齢福祉課にたどり着くまでにどういう手続をとって連絡をさせていただいたらい

いのか、老人の人は非常に迷っておられます。特に、今月号に載っています法定後見の市

長申し立て、これは障害者であったり認知症の人であったり、そういう人で身寄りのない

人が市長さんにお願いする。連絡場所は包括センターということになっているのですが、

どうやってそこまでたどり着くのかよくわかりませんので、説明願いたいと思います。町

の民生委員さんにお願いするのか町内会長さんにお願いするのか、社会福祉協議会さんに

お願いするのか、その辺がはっきりしていませんので、よろしくお願いしたいと思います。

特に、安心ホットラインの電話サービス、これはかなりの人が申し込みを希望しています

が、手続がよく分からない、どうしたらいいかよく分からない、こういう人がいらっしゃ

いますので、簡単に説明願えたらと思います。 

 

（竹内市長） 

 市報に書いてあるが、今、例を挙げられた一つは、法定後見人の市長申し立て、確かに

こういう制度もあって、これは毎年数件ぐらいですが、ご本人の権利擁護などのために鳥

取市の方でこれは後見人を立てた方がいいというときに、周りに適当な方があって申し立

てをするということがない場合は、市の方で行うようなことがあります。そのほか、安心

ホットラインも上げられました。 

 これらは、市報に書いてあるときに連絡先というのがあって、何とか課とか包括支援セ

ンターとか、電話番号も書いてあります。ですから、問い合わせ先がはっきり書いてあり

まして、基本的には、まずご希望される方が直接電話をかけて話をされるのが一番早い方

法です。我々はそういうことを書くときには想定していると理解しています。詳しい事情

は直接お目にかかって話を聞いた上でということになる場合がありますが、そういう場合

は例えば駅南庁舎のどの課だとか、包括支援センターも中央包括であれば駅南庁舎の１階

にありますが、高齢社会課だとか、この後見人の申し立ては障がい福祉課が一番の窓口だ

ったと思いますが、担当課にまずは連絡をしてください。そして、電話一本だけで申し込

みが確定するというわけになかなかいきません。その手続の担当課に申請書を書いていた

だくことが多いと思いますが、そのような形で、もう直接コンタクトしていただくという

のが一番で、民生委員さんとかあるいは地区の社会福祉協議会とか、そういうところを経

由される必要はありませんので、その方法でアプローチしていただけませんでしょうか。

それでなおかつ分かりにくいときは、市民総合相談課という課がありますので、そこに相

談して道筋をしっかりと確認していただければ、そこでも十分お世話をさせていただける

と思います。 

 直接連絡をとっていただくということを、まずはトライしていただくようにお願いした
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いと思います。それが一番早道だと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

 まだまだいろんなご意見もあろうかと思います。ぜひ、きょうこれを言いたかったとい

う点については、市長への手紙、毎日５通ぐらい来ていて、多い日は１０通近く来ること

もありますが、ぜひこれを使うなどして意見をお寄せいただきたいと思います。必ず回答

をしていて、少し時間がかかる場合もありますが、早ければ１カ月ぐらいのうちに大体返

せるようにしています。緊急を要するような話は、またもっと早くお答えするようにして

います。 

 きょうは地域の課題も３つありました。防災についてのご議論もちょっと中途半端に答

えが終わっているような気もしていますので、今回の議事録をつくるときに改めて書き込

ませていただいて、きょう文書以外の口頭で答えたこと、あるいは検討すると申し上げた

ことについての答えを織り込んで回答を用意させていただきたいと思います。 

 予定の時間も過ぎましたが、このあたりできょうの地域づくり懇談会をお開きにさせて

いただきます。皆さんの意見は、市長への手紙とか、きょうのアンケートなどにも記載を

いただければ、改めて検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 どうも、長時間にわたりましての地域づくり懇談会へのご参加、ありがとうございまし

た。 


