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久松地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年８月２日（金） １９：００～２０：５０   

２ 会 場 久松地区公民館 

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、武

田企画推進部長、大島都市整備部長、井上農林水産部次長、河井教育委員会

事務局次長、木村学校教育課長、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 

（地区公民館長） ※スクリーンに基づき説明 

 協働のまちづくりということで、住みよい久松地区をつくる会というものができてから、

実質活動し出したのは平成２３年度からです。それで、順調に進んでいる取組みとして、

今、久松山頂に大文字の明かりを映すということを久松山を考える会を中心に、２３年、

２４年と２年間続けております。今年も８月の１３、１４、１５日の３日間、夜、久松山

頂に大文字を灯すということにしております。鳥取の大地震と大火災から約６０年～７０

年ということや、東日本の３月１１日の大震災があったので、鳥取の方もこれを忘れては

ならないということで、こういうことを思い立ったということです。 

それで平成２３年８月１３日に１日だけですけど、久松山頂に大文字の明かりを灯しま

した。この大文字の横の長さが２０ｍ、縦の長い方が３０ｍ、縦の短い方が２０ｍという

大きさです。平成２３年度は、光源は懐中電灯を約１５０個使って、竹の横に２列につけ

ました。懐中電灯はＬＥＤですから、光が真っ直ぐ進みます。懐中電灯の向きによっては

下から見えないということがありますので、光を拡散させるためにナイロン袋を１個ずつ

つけました。大変な作業です。消さないといけんということもあります。それから電池が

どこまで持つかというようなこともあります。それでやってみて、何とか見えたんですが、

やっぱり光源が弱い、向きによっては見えないというようなことでした。 

それで、平成２４年は、光源はイルミネーションを使いました。イルミネーションの間

隔は、電球と電球の間が１０ｃｍ間隔と２０ｃｍ間隔のものがありますが、それを大体２，

０００個使って、懐中電灯の代わりにつけました。ここに持っていくまでには、何回も二

ノ丸に上がって電気を灯して、イルミネーションを灯して遠くから見て、見えるというよ

うな確認をしたり、頂上に持っていって見えるという確認をしたりして、悪戦苦闘しなが

らやっていきました。それで、昨年度は発電機を使用して３日間灯しました。準備の段階

から最後の８月１６日の朝までに要した日数は１２日です。だから１２日間いろんなかた
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ちで夜となく昼となく動いておるというような大変な苦労です。それから、鳥取城は、雲

山の方やいろんなところから見えます。ただ大きなビルがあるとその陰で見えないという

ことがありますけど、それがなければ、駅南というか、たぶん河原からも見えていると思

います。というように、かなり見えるということですので、この大文字については久松地

区ということのみならず、鳥取市の送り火、迎え火となるような気持ちで今後工夫して実

施していきたいと思っています。これが、今年は８月１３日～１５日の３日間点灯します。

明後日、この実行委員会を開くようになっています。ですから、久松山を考える会のかた

には、大変ご苦労をしていただいてこういうことをやっていただいておるということです。 

それから、去年２４年１２月２３日と２４日、二ノ丸の石垣にイルミネーションを使っ

て愛という字をしました。平成２３年は絆で、昨年は愛という漢字で、夕方映すとちょっ

と愛というのが見にくいんですけど、目の前で見ればはっきりと鮮明に良く見えます。こ

れはベニヤ６枚分の大きさです。 

思うように進んでいない取組みとして、組織が大きいということと、役員さんが各種の

団体の長を兼ねている人が非常にたくさんおられるということです。自分たちの仕事をし

ないといけんのに、こっちに来てするというのが非常に難しいということで、今現在は、

住みよい久松地区をつくる会の役員が、各種団体と個別的にいろんな話をして、そこでい

ろんな事業をやってもらっています。だから、住みよい久松地区をつくる会がドンとまと

まって、全員ですというのはほとんどできません。中心になってするのは、講演会とか、

ファミリーウォーキングとかそういうものをやっていますけど、役員が１つになって、い

ろんな話をしてもっと煮詰めていかないと発展はせんなあと。ですから、今後はこの事業

をたくさんのかたに知っていただく。今までもパンフレットも配っているんですけど、何

だこの会は、というようなことになっているので、もっとＰＲも必要だし、役員の方もい

ろんな話をして、さらに前進していくように頑張っていかないといけないなと思っていま

す。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 空き家について 

＜地域課題＞ 

 各町内において空き家が増加しつつある。 

 空き家条例の進展状況と今後の展望について聞きたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

空き家の問題は全国的な社会問題となってきております。昨年度、鳥取市では、「空き

家対策本部」を設置し、「基本方針」・「適正管理に関する要綱」を定め、４月より運用して

おります。また、空き家の条例化についての進展状況と今後の展望についてとのことです

が、どのような施策が本市に適するのか、適正管理に関する要綱を運用しながら条例制定

についても前向きに検討したいと考えております。 

県内の条例策定状況：米子市（Ｈ２５.４.１施行）、日南町（Ｈ２５.４.１施行） 
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（都市整備部長） 

 現在の状況ですが、この４月に鳥取市と

して空き家対策に関する基本的な方針を定

め、また、この適正な管理に関する要綱を

定めました。そのときに、併せて調査した

空き家の実態のデータがあります。一部、

余所の空き家がどれだけあるか、答えるの

が難しいという地区がありますが、８割の

地区から回答をいただきました。鳥取市内

で把握できている範囲では、約２，０００件の空き家があります。そのうち、こちらの地

区からは９３件という回答をいただきました。その中の管理に問題があるんではないかと

いうところをご指摘いただいたのが４件。鳥取市全体で１４％強の管理不全の空き家があ

る中で、率としては低いんですが、やはり空き家の数がこの地区内で９３件ということに

なりますと、大きな問題であるということは、私どもも認識しているところです。 

この４月に空き家の要綱を定めまして、我々が何をやっているかと言いますと、まずこ

の管理不全とご指摘いただいた空き家２９７件について、当課の職員が１軒１軒カルテを

作って回っております。それを踏まえながら、米子市さんとか、県内でも条例を作り始め

ているところがありますが、そこの条例を研究しながら、今年の前半９月、１０月には鳥

取市としてどのような空き家対策条例が必要かという方針を出して、来年度必要な条例の

制定に向かっていきたいというのが、今、都市整備部としてのスケジュールです。鳥取市

としては、空き家対策を２つの観点から考えております。１つは、当然管理不全、危ない

状況にある空き家が周辺の皆さまにご迷惑をかけないように、適正な管理をお願いしてい

く。これまでは建築基準法に基づいていたので、市の職員が様子を見に行くと、お前ら何

の根拠があって来ているんだというようなことがありましたが、４月からの空き家の適正

管理要綱に基づきまして、市として取組んでおりますという説明をしながら、２９７軒を

半年かけて回らせていただいているところです。 

そして、もう１つは、空き家がそのまま管理不全な空き家に移行しないように、可能な

ものについては有効活用を地域のかたと検討していくというところも、できれば市として

は取組みたいと思っています。そういったまちづくり、あるいはこの空き家が管理不全空

き家に移る前に、有効活用をする検討や、そういったところを鳥取市としてどのように考

えていくか、条例化までする必要があるのか、それともまた別のまちづくり、空き家活用

の要綱のようなものを作って適正管理は条例化しつつ、有効活用については別のまた仕組

みを作っていくのか、そういったところを今まさに議論をしているところです。少なくと

も建築基準法を所管している都市整備部としては、この管理不全空き家に関する条例は最

低限必要ではないかというようなことを、今詰めているところです。 

 

（地元意見） 

 西町１丁目の中にも管理不全な空き家というのが１軒あります。誰が持っているかとい

うのは一応分かりますが、管理されていなくて、草ぼうぼうで、家もちょっと壊れかかっ
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ています。庭も荒れて、近隣の家から非常に問題だということで以前から市の方にいろい

ろ意見を言っているんですが、直接対話が取れないということで、自主的に邪魔な木を切

ったりして、町内会でできる限りのことをして対応しているというのが現状です。 

４月から要綱ができたということで何か少し進展したのかな、ちょっとその対応が変わ

るのかなと思って、５月頃にちょっと担当のかたに電話しました。少なくともこの要綱が

できた段階では何も変わっていなくて、結局、以前聞いた話そのままですねということで

何か止まっているようなので、結局、条例ができなきゃ何もできないんだろうかという感

じがしています。 

それで、どのような条例になるかというのはこれから詰められるということなんですが、

我々がするんでも、市がするんでも、どこがするんでもいいんですけども、何かもうちょ

っと強制力があるかたちで具体的に改善ができるということにしていただかないと、結局

何も変わらないということでは困ります。私も建築基準法がらみとか、よく分からないと

ころはありますが、ぜひそういう内容にしていただきたい。それで、崩れそうな家はどう

にもなりませんが、荒れた庭は町内会の方で年に１回ぐらい自主的と言いますか、勝手に

と言ってもいいんですけども、刈っているというようなことで対応しているのが現状です。

多分他の地区でも、それに近いことをやられているところがいくらかあると思うんですが、

そういうことがもうちょっと積極的にできるようなかたちでやっていただければなと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 有効使用を検討しているとかいう言葉が出てきましたが、どういうふうに持っていくこ

とは可能なのかというようなことを、もう少し詳しく答えていただきたい。ただ、全部調

べました、調べて回っておりますというだけの回答ではなく、それでどういうふうに持っ

ていって住民に応えようとしているのかということをもう少し回答していただけないでし

ょうか。 

 

（都市整備部長） 

 具体的な活動に結びつく条例等検討という点は、都市整備部としても必要があると考え

ていますので向かっていきたいと考えています。スケジュールにつきましては、今、９月、

１０月頃にその内容を定めまして、年度末に議会等に上げていくことを考えています。 

２つ目は、活用についてということで、現在、具体的には２つモデル的な取組みを進め

ています。１つは、中心市街地におきまして、使われていない廃旅館を、空き家の有効活

用を検討する題材になっていただけませんかということで、昨年度募集をしまして、まち

なかでの有効活用について実際に取組んでいます。 

もう１つは、建物そのものの有効活用というよりは、土地の有効活用ということを現在

一部の地区でモデル的に取組んでいます。そちらはどちらかと言いますと、地権者さんが

片づける気力がないというようなところにつきまして、地域のかたと協力して家財の片づ

け、あとは、解体につきましても市役所の方がその地域のかたと一緒に入ることで、ちょ

っとハードルを下げて、空いた土地を地域の広場として有効活用いただく。まだモデルの

段階ですので、両方ともどの空き家にも適用できるという手法を用意できるところまでは
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きていませんが、建ったまま有効活用する。片づける気力がなくなっているかたについて

は、片づけて、その土地を地域で管理しつつ活用していただく。今はその２つのタイプで

具体的に攻めています。 

 

（地元意見） 

 先程空き家の数字の例を出されましたが、そういうところは、固定資産税とかはどうな

っているんですか。徴収はきちんとされているんでしょうか。もし徴収されていなかった

ら、法律的に差し押さえて、地区の共通の広場にするとか、そういう方向に持っていった

らなとちょっと思ったんですけど。 

 

（都市整備部長） 

 固定資産税については、こちらの地区ではなく全市的な話ですが、基本的にはすべてフ

ォローしています。その固定資産税の徴収先が全く分からないというのは、本当に例外で

して、１％弱というぐらいの率で、固定資産税は徹底的に追いかけて徴収されているとい

う状況です。ですので、その要綱段階では、固定資産税を納めているかたまで追いかけて、

その対策をするのかというところまではなかなか厳しいので、条例を制定して向かってい

く必要があるかもしれません。まだ方針が確定していませんが、ただ、税に関する情報と

いうのは本当に個人情報ですので、それを庁内で使ってもいいものかというところも含め

て、今、議論しているところです。 

 

（竹内市長） 

 鳥取市は全数調査で、管理不全の空き家が２９７軒ということを把握し、久松地区では

４軒だということを割り出しています。これを個別に検討、議論するというのをまず１つ

のアプローチにしています。そして、台帳みたいなものを作ろうと作業しています。新年

度に入ってからいろいろ問い合わせをしたけれども全く前年度と変わっていなかったとい

うことですが、具体的にどういう方策があるのか、有効利用の方法があるか、その他、有

効利用として適切な場所なのか、内容なのか、そういったことも考えて個別に方向を出そ

うとしています。それで、条例が必要なものは条例も作って、新年度に向けて、これから

年度後半には検討して、議会とも調整してやっていこうとしています。私が一番言いたい

のは、個別の相談を受けさせてほしいということです。４軒全部所在も分かっているはず

ですので、その全部を検討して具体的な方向づけをしたいんですが、差し当たり、今ご意

見いただいたところは、早速、具体的な検討にも我々入らせていただきたい、相談をした

いということです。 

有効利用をする適切な方向がないというときには、危険がないようにしておくとか、地

域のかたが草を刈ったり、大変ご苦労されている状況があります。そういったことについ

てどういうふうにするか。不動産については、本来管理者が適正な管理をするべきという

ことになっていますが、こういった適正な管理をした場合の費用を所有者に請求するとか、

そういう仕組みを作ることができるかどうかを含めて、有効利用か、適正な管理か、その

あたりを方針付けていきたいということが、今我々が立っている地点です。税金はだいた

い払っておられて、ごく例外的に払ってない人もあるということですが、税金を払ってな
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いから差し押さえて市が取得するというような仕組みではありません。一方で空き家を壊

す経済的な力とか、あるいは手間暇とか、そういったことを厭われるかたには、場合によ

っては建物を併せて寄付していただかなければなりませんが、鳥取市の方で寄付を求めて、

鳥取市が自らの土地として適正な管理をしたり、地域のために使うといった仕組みも作れ

るようであれば作っていきます。税金もかかっていますので、そういった仕組みについて

も一考の余地があると考えているところです。 

 

（地元意見） 

 管理不全の空き家というのはこれから増えていく、予備軍はもう少しあるんじゃないか

と思っています。要綱はもうできていて、条例化されるということなんですけれども、関

心が高いと思いますのでパブコメをされるなり、町内会長会で相談とかしていただけたら

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

（都市整備部長） 

 条例化に向かう際には、当然全市的な課題だと思っておりますので、パブリックコメン

トの手続きをきちんと取らせていただきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 要綱も併せてお願いします。 

 

（都市整備部長） 

 分かりました。現時点の要綱で十分かという意見照会もパブコメとタイミングを合わせ

てすることを検討させていただきます。 

 

（地元意見） 

 適正管理ということの中に活用という問題が出てきました。もう１つ、危険という問題

が出ていますね、空き家は。鳥取地区ではありませんが、よその地区を見ますと放火とい

うのが頻々と起きています。その原因は人気がないとか、つけやすいとかいうことになっ

ています。従って、そういう問題も念頭に置いていただいて早いこと措置をお願いします。 

 

２ 自治活動について 

＜地域課題＞ 

 少子高齢化社会の進展により、自治活動にも限界が出始めている。現状を考えると、自

治会への負担が増加している状況である。 

 市行政としてどのようなバックアップを考えているのか聞きたい。また、自治会活動の

大幅な軽減策は考えているのか聞きたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

 自治会の皆様には、市民と行政をつなぐ大切な役割を担っていただいており、深く感謝
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申し上げます。 

 高齢化の進展により、今後の自治会活動の継続に懸念を抱かれる声は、他地域からも伺

っております。 

 地域の実情に応じた自治会、町内会活動の在り方について、自治連合会でも話し合って

いただくなどしていただけたらと思います。 

 地域において、このような話し合いの場を持たれる機会がありましたら、担当部署の職

員も参加させていただきたいと思います。 

 市が自治会にお願いする案件で、負担軽減等、具体的に検討の必要なものがありました

ら、改善に努めてまいりますのでお知らせください。 

 また、負担の一つと伺っている市の配布物については、全戸配布、班回覧等、配布方法

について自治連合会の了承を得た上で、市報配布時期に合わせてお届けするなど、できる

だけ役員さんのお手を煩わせないよう引き続き配慮に努めますので、ご理解、ご協力をお

願いいたします。 

 

（企画推進部長） 

この自治会活動、平素から大変の鳥取市民のかた、市全体で大変お世話になっておりま

して、本日改めてお礼を申し上げたいと思います。高齢化の進展によって、なかなか自治

会活動を上手く進めることができないという声は、実は久松地区だけではなくて、他の地

区からも聞かれている声です。こういった地域の実情に応じた自治会、また町内会活動の

あり方について例えば、自治会、自治連合会等で話し合っていただくということも検討し

ていただければと思います。また、この地域の中においても、自治会活動をどうすればい

いんだという話し合いの場を持たれるようなことがありましたら、担当部署も出かけて参

加させていただきたいと考えておりますので、声をかけていただければと思います。 

また一方で、市の方で自治会にいろいろなお願いをしておりますが、そういった案件で

ちょっと負担がきついという声もあろうかと思います。この負担の軽減につきましても、

具体的にどういったことが負担だ、ということがありましたら、ぜひ教えていただけたら

と思います。改善に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。その中で具

体的な例として、市からの配布物が回数や量が多いじゃないかということも伺っておりま

す。この配布物につきましては、全戸に配布するものや、町内会の班の中で回覧をすると

いった方法で、自治連合会の了解を得た上で市報の配布時期に併せてお届けして、できる

だけ役員の皆さんがたのお手を煩わせないような配慮をしていきたいと考えておりますの

で、今後ともご理解、ご協力をお願いします。 

 

（地区会長） 

 自治活動の件は、軽減する方法はいろんなものがあると思います。言ってくださいだと

か、自治会に相談してくださいというのはおかしいと思うんです。市から出ているサービ

スを結局自治会が受けて、それを流しているだけのことなんですよね。ですから、自治会

の会長会議で、資料を皆もらってきます。ものすごい資料です。私に言わせれば、紙はで

きるだけ１枚にすべきだと思います。裏表にきちっとしていただきたいと思う。私は、サ

ラリーマン生活で、エンジニアですけども、そろばんを持って仕事しろと言われました。
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それで、会議は、紙１枚に全部まとめよというのが基本でした。ものすごい文章がだらだ

らだらだらと書かれている。その文章を読まなくても、要点だけピシッ、ピシッとまとめ

れば、だいたい全てのものが１枚の紙に収まるんです。市報に全てのチラシ等入ると私は

見ています。それぐらいきちっと検討していただきたい。そうすればそんなに配布するだ

とか、いろんなことが起こらなくていいわけです。しかも、コストダウンができるわけで

す。ＱＣＤというのは仕事の基本です。ＱＣＤというのは、クオリティ、デリバリー、コ

スト、この３つは必ず守らなきゃいかん、仕事の中ではね。そういうことを考えれば、市

報というのはもう穴だらけだと私は思ってみていますよ。 

それぐらいきちっとすれば自治会の仕事も大幅に軽減ができるというふうに考えてい

ます。ですから、自治会と相談するのは市役所じゃないんですか。説明するのだって、結

局は説明して帰られるんだけど紙が相当多いんです。表だけのものもあるし、裏表したも

のもある。持って帰ってきて会長会をしないといけません。１枚ずつ分けないといけない

し、コピーするのでも大変なんです。表のものは表だけ、裏表のものは裏表というふうに

まとめてコピーしないといけない。こんな無駄な話は、ないと思う。だから、会長会でも

配らなきゃいかん資料については、市役所の方で全部配って自治会に配布するとか、とに

かく基本的に紙１枚にしていただきたい。そうすれば、もっともっと簡素化できると思い

ます。私に言わせりゃあ、これは放漫経営だとしか言えない。もっときちっとやらないと

いかんと思います。 

 

（竹内市長） 

自治会へは紙１枚にして、無駄を省いて、見る人の時間も労力もコンパクトにしたらと

いうことです。これは、理想的にはそういうことになるんですが、異なる法人なり団体が

できるだけ一時期にまとめていますが、配布物のような場合ですと、そういう異なる団体

がそれぞれに発行されているものがあります。社会福祉協議会とか、公民館だよりだとか

いろんなものがあります。そういったところで配布の段階では難しい面があります。ただ、

鳥取市のお知らせ的なものを、それぞれの所属が縦割り的にどんどん出していってまとま

りがなくて、大変ご負担になっているという点はご指摘された点だと思います。詳しく知

りたいということを我々も思うもんですからだんだん分量が増えてくる、こういったこと

がいろんな各組織の中でまた大きな手間を生んでるということがあります。各自治連合会

の会長会といった場面に出す資料の、規格の統一だとか、あるいはコンパクトさといった

対策は次回以降ということになりますが、できるだけ市から配布するような資料の類をコ

ンパクトにして規格の統一を図るといった点を、全庁的に徹底するような取組みを担当部

の方でしていくようにします。一挙に完全にはいかないかもしれませんが、そういうこと

が重要だと、地元からご指摘をいただいて我々もそれを実施していこうということでの受

け止めをさせていただきます。 

 

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） 

 以前、久松山系にイノシシが随分出まして、その当時会長会で取り上げて、自治連で取

り上げて、市長の鶴の一声で対策が決まったというふうに伺っております。その当時１頭
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がいくらだったか分かりませんが、多分全体にかかった予算は年末にかけて延長しながら

されて４０数頭捕られたというふうに聞きました。これが約５年前です。それで、現状で

言えば、新聞にも載りましたけど、仁風閣が荒らされている、西高のグラウンドが荒らさ

れている。そういう現状は皆さんもご承知だろうと思いますけども、要望しないと捕って

もらえないのか、または誰かが危害を受けてから、問題になってからされるのか。イノシ

シの対策では所轄に行きましたが、５年前にもいただいたのは看板だけです。イノシシが

看板読むだかいなって言って、今でも看板を付けていますけども、要は人間が気をつけろ

という看板なんですね。それで、現実に道路、うちの町内の駐車場にも入ったり、無人の

家屋に出入りするのはイノシシだけではない、テンとかキツネとかいろいろ出ます。そう

いう状態ということでこの久松地区の大半のかたが承知しておられると思います。 

夜中にいつも出てきてとても怖くて寝れんというお年寄りもおられると聞いておりま

す。馬場町にはお寺が５軒あって、全部やられています。それで対策は自分でやってくだ

さいということだから、いろんな要素からしてなかなかできない。だから、もちろん全部

自衛壁にしてしまえとは言いませんけども、ある程度適正数値にはしないと、これだけの

久松山山系で、県庁に近い地域でイノシシがばっこして歩いて、現実に被害が起きている

のは皆さん知っておられるはずです。要望を受けてからするんじゃなくて、自主的に市が

主語として考えてもらいたいと思います。全体予算はあまりかからないと思いますが、何

とか対策をまた前のようにお願いします。 

 

（竹内市長） 

 当時久松地区の住民の１人だった市の農林水産部長が、農地を荒らすイノシシじゃなく

て、まちなかで山から出てくるイノシシがいろんな大きな被害を及ぼして、危険であると

ともにこれを何とか捕まえる、あるいは出てこないようにするために、いろんな工夫や相

談をして、農林水産省系の補助事業のようなもの以外でも、まちなかのそのイノシシみた

いなのを市単独で事業化をやったことを記憶しています。これも、実情として仁風閣だと

か、西高のグラウンドだとか、あるいはまちなか、お寺、こういったところの今年のこと

を私も把握したわけじゃありませんけれども、お話にあるようにかなり広範囲に大きな影

響が出ていると、被害が出ているということですので、早速実態を踏まえた対策を強化を

すると。これまではいくつかの地域で出てはいるものの、以前ほど山から出てきて農地を

荒らすイノシシの対策の方では、被害あるいは出没についても、今年は必ずしも多く話が

聞かれないで来ました。これから秋に向けていろいろと心配な事態もありますので、夏か

ら秋にかけて、ぜひ担当部の方で、実態把握と前向きの検討をしたいなとお話を伺いなが

ら感じたところです。 

 

（農林水産部次長） 

 確かに以前は町内会等から要望がなければ動いていなかったというのは事実です。５年

ぐらい前から、特に久松山山系から出没をして住宅地の中、それから住宅地の中にありま

す家庭菜園をしておられるところに出没をするようになったという状況が出てきました。

平成２２年以降、猟友会の方のご協力をいただいて、最初はなかなかいい設置場所がなか

ったので、樗谿公園の奥のところに１基を据えたりしておりました。それで、現在久松地
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区に３ヶ所イノシシの捕獲檻を設置しまして、通年で捕獲を実施しています。ただ、設置

をしたからすぐに捕獲できるというものではないんですが、平成２２年は取組みが若干遅

かったもんですから、その年度には獲れておりませんが、２３年には１６頭、２４年に１

２頭、今年は７月末で１頭ですが、８月１日にも１頭獲れまして、東町では２頭獲ってお

ります。そういったことで捕獲をして、出没が少なくなるような対策は取らしていただい

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ただ、どうしてもイノシシが全部は檻の中に入ってくれないので、侵入防止柵等を設置

していただくということで対応をお願いします。農林水産業の被害に対しては国や県の補

助がありますが、住宅地の被害に対してはそういった対策の補助メニューがないので、市

が２分の１を出して、その恩恵を受けるかたが２分の１を負担していただくということで

実施をしていただけたらと。それで、特にイノシシの対策として維持管理が簡単で、草刈

り等をしなくてもいいようなワイヤーメッシュというものを設置していただく方法がいい

じゃないかなと。その場合、イノシッシ団という県で作られたそういう設置作業をやって

いただけるボランティア団体もありますので、そういったものを活用していただいて実施

をしていただけたらと思います。そういう対応をしておりますので今後ともご協力の方、

よろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 久松山山系と言っても、稲葉山からずっと山が続いているんですよ。久松山近くだって

ごく一部ですよ。入る、入らんというので５年前には４０なんぼ獲れました。だからやっ

ぱり方法だろうと思いますし、国の予算とかを待たなくても、そんなに総額はかからんと

思いますよ。やる気があったらすぐお金かけずにできるんですけどね。地元も協力します

けど、結局は猟友会でしょ。行動を起こされたらできると思います。 

 

（農林水産部次長） 

 先程申し上げた頭数についてはあくまでも久松地区ということで数を申し上げさせてい

ただきました。実際の対策としては、久松山、稲葉山山系からいろいろと動いていますの

で、実際には約１０基が久松山の表側、稲葉山それから北側の円護寺、覚寺、そっちの方

面まで捕獲用の檻を設置しています。それと、今年の７月から有害鳥獣の被害対策の実施

隊というものを作りました。これについては急に出てきたというものについて、それがイ

ノシシであろうと、特にまちなかで多いのがアナグマ、それからタヌキとかそういったも

のが空き家に住んでいてなんとかしてくれというご意見、ご要望をいただいております。

市の方にご連絡いただければ、それにも迅速に対応するようにそういった実施隊の方々に

ご協力をいただいて実施をしておりますので、そのこともご報告させていただきます。 

 

（地元意見） 

昨日の雨は、福部は当然テレビでも映りましたが、県庁の周りもそうですし、朝、車で

出ると歩いている人に気の毒なぐらい波が立っていました。短靴で歩いている人なんかは

だめですよね、膝まで全部濡れるという状態。それで、私も雨が引いたあとに、もう一度

町内を点検して、聞き取りしました。そうしたら、各町内でもＵ字溝を入れたところとそ
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うでないところと、古い町内ですから石垣のまだむき出しの溝がたくさんあります。それ

で、今回どういうことが起こったか、当然道路と溝とが分からない状態で、ある家ではト

イレが使えなくて困ったと。こんなまちなかで、未だにそんなことが起きています。片原

のところに貯留管を付けて今年度中に終わるとおっしゃったけれども、多分、中町、馬場

町あたりは、今のままだったら１０年は直りません。だから、地区要望としても上げます

けど、大きな工事になるかも分かりませんが、Ｕ字溝を埋め込むとか、または調べてみる

と、排水升のところは各町内それぞれ気を付けて草を抜いたりして土管も出すんですけど、

土管自体の太さが小さい。だから、あれだけの雨が降ったら水が抜けません。いくら大き

な管ができてもそれまでの排出ができなければ同じことだろうと思います。だから放っと

くと１０年は直らんじゃないかなと。県庁のかたも多く、警察のかたも随分駐車場を利用

しておられますけど、水がつくんですね。あっちこっちついたのはご存知だし、福部もつ

いているんですけども、こんな街中で未だにこんなことが起きている。県庁の真ん前で起

きているというのは、やっぱりちょっと要望を受けてするどころか、今、大きな工事をさ

れているのは承知しておりますけども、もう少しスピードアップしていただけないか、も

っとやり方があるんじゃないかと。土管を埋めるよりもＵ字溝に換えてしまうというかた

ちも早いんじゃないかなと。お蔭さんでちょうど山沿いの山通りは大きなＵ字溝が入りま

したので山水は受けています。ただ、案外その溝の下を這っているかも分かりません。未

だに２日目でも水が出てくるぐらいですから、かなり山水は出ていると思います。 

それと特にトイレが使えなかったという苦情があって、車がもうすぐ冠水しかけたとい

うことで、急いで車を出したという家もたくさんありました。 

日本海新聞に、市報ではないけど細かい記事がたくさん載ります。専売所とか社員が地

域のニュースを随分上げるんですが、上げないといけんように言われて教育を徹底してあ

ります。それを載せるか、載せないかは別ですが、どんな小さなニュースでもどんどん上

がっていきます。市のかたがたも、今日は幹部クラスがお揃いですけども、皆さんどこか

に住んでおられるわけですね。住んでいる地域の情報というのは市に上げてもらわないと、

要望を聞いてから考えるとか、具体的に検討しますでは間に合わないんじゃないかと。皆

さん住んでおられて実際に町内会活動も苦労しているなとか、そういういろんな問題点が

あるのはご存知なんですが、こちらで対処すると、検討しますとかいうことで終わってし

まいます。実際に皆さんも市民なわけですから、地域の実情はご存知のはずですので、何

とか市が主語として考えていただいて、逆に地域住民のところに寄ってきて困っていない

かということをやってもらった方が有難いと思います。 

今年度中に入ったとしても、多分まだ向こう１０年は、中町、馬場町は水がつくんじゃ

ないかなと解釈していますが、何とか改善をしてほしい。もちろん地区要望は上げますが、

ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

集中豪雨による浸水というのは、要するに雨がゆっくり降ってくれるわけじゃなくてド

ーッと降るので、ハードの施設での浸水対策には限界があるというふうには感じます。今

朝環境下水道部から詳しく話を聞いたのでは、貯留管がまだまだ部分供用ですけども、効

果があって、今浸水したところ、道路が冠水したようなところは、今後だいぶ改善できる
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という話も聞いています。今年度中に改善できる部分があるということは言えると思いま

す。Ｌ字の側溝にして、通行上も楽にしたいというようなことなどもあったんですが、や

はりＵ字の側溝の方が効果があるというのも出てきております。その工事になるとそれな

りに大変な点もありますが、地域のかたのご理解などいただいて、さらに側溝整備で解決

できる部分は、引き続きそうした取組みもこれからの事業の中に位置づけていきたいと思

っています。県庁周りというのを象徴的に言われました。市役所の前のあたりも道路が冠

水をしておりましたが、要は一時の集中豪雨のために、なかなか排水管にすっと入ってい

かない状態があります。ただ、こういう雨が、ゲリラ的な豪雨がどんどん増えていますの

で、新しいこれまでの考え方と違った対策も必要だと言われてきています。この点につい

ては、これまでの整備で終わったとしているわけじゃないので、新たな展開をこれからま

た始めていく、そうした必要があるというふうに認識しております。 

今回の災害が、もし、津和野とか萩のようにもっと降雨量が多かったらもっとひどくな

っていたということは明らかです。こうした川が溢れてない部分の集中豪雨的なものにつ

いての対応をこれから充実させていきたいと思います。なお、場所によってはこの土嚢を

我々の方が連携をして運んだり、あるいはちょっと浸水が心配だから持ってきてほしいと

いうので対応したりするケースもあります。土嚢の準備なども我々の方でもしております

し、そうした対応で浸水を防ぐ場面もありますので、そうしたことについてもご連絡をい

ただくとか、我々が分かる範囲ではあらかじめ土嚢を置いておくとかしていますので、そ

うしたことについても協働の精神で対応を考えていきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 砂丘には市民一斉大掃除がありますが、久松山にはそういうことが一遍もなかったよう

に、これからもないと思います。鳥取市の後ろに陣取って屏風のように鳥取市を守ってく

れている山なんです。それで観光地としてももっと活用してほしいし、まずきれいにする。

和田山の竹田城はきれいに石垣がむき出しになって余分な木は生えていない。下から見て

もきれいな山だなというふうに持っていっていただきたいと思います。 

お堀端では土産物店、食べ物屋が一切ないので、観光客のかたがバスとかで来られても

すぐ帰って行かれる。どこかへ食べに行こうという感じで賀露の方に行かれます。久松山

の観光客の数の発表も一遍もなかったと思います。なんかのイベントのときには１，００

０人、２，０００人というのはありますけど、普段の観光客は何人か見ておりましたら、

１００人もいなくて、２桁ぐらいだと思います。それ以外は鳥取市の人が散策しています。

観光課のかたも検討していただいて、と言いますのが春に久松山その他の史跡と市内の共

存というかそういうものの提案の募集がありました。提案を持って行ったら、私が２人目

ぐらいだったと思います。それからしばらくして少なかったかどうか二次募集が出ており

ました。それから何カ月か経ちまして一切なんの音もないので、どこまで行っているのか

なと思いまして、その辺もよろしくお願いします。 

山全体が城でして、上が本丸で下に二ノ丸があり、横の法面も山全体お城なんですが、

上と下だけが城だよというものでもありません。お堀も城ですし、日本でも有数な山城で

す。県庁所在地の近くでこんなすばらしいものはありませんので、観光に利用してくださ

い。砂丘に匹敵すると思います。 
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（都市整備部長） 

 ご提案ありがとうございます。いただいたご提案についてちょっとお返しがきちんとで

きていなかったのは申し訳ありません。第一次募集では３提案いただいて、景観形成審議

会に報告させていただきました。３つとも、いいプロジェクトなので市として検討するよ

うにと、この４月の景観形成審議会でいただきました。実は鳥取市では城跡周辺での地域

資源の観光資源化の提案募集をさせていただくに先立って、城跡観光を推進する計画を作

っていくという取組みを始めています。ただ、この大手登城路の復元事業の設計が今年度

本格的に始まるところですので、ハードの方の全体像をまだ描けてない。それで、それに

併せてソフトの方についても取組んでいくということで、既にホームページ上では、例え

ばいただいた提案につきまして久松山山系の写真撮影のスポットなどを市民のかたからご

提案いただきながら、鳥取市としてＰＲしていきます。また、昨年度からの取組みで、鳥

取市で作っている観光白書の中に城跡観光をきちんと位置付けて、この大手登城路の整備

と足並みを合わせてきちんと取組んでいくといったところです。まだ準備段階のところで

こういったかたちで取組みを始めましたということはきちんとできていない、まだ、実は

地元の観光ガイドさんともどういうふうにこれから先できることがあるかと意見交換を始

めようとしているようなところです。取組みが遅くて恐縮ですが、市として城跡観光をき

ちんと観光白書等に位置付け、この大手登城路の整備と併せてハード、ソフトをきちんと

向かって行きたいと考えています。引き続きご意見をいただいて、いただいた提案につい

てここまで進んでおりますというのをきちんとお返しできるように取組んでまいりたいと

思います。 

 

（竹内市長） 

 大掃除の話が出ていますが、私がふっと連想したのは袋川をはぐくむ会で、袋川の清掃

とかやっています。そのときに呼びかけてもらって市の職員なんかも出たりしてやってい

ます。県の職員なんかも同時に呼びかけられて出ていて、川の土手から下りて下の草を刈

るといった仕事です。そういった袋川をはぐくむ会の取組みなども念頭に置くと、鳥取市

としても呼びかけることも考えられるかとは思いますが、ここは久松山を考える会の呼び

かけでみんなが出ていくというようなことも考えられるというふうに思います。久松山の

登山道と言いますか、通路になるようなところの安全の確保とか、そういったことには市

の担当者も山に上がって整備をしたり、いろいろしていると理解しています。大掃除や清

掃、何か壊れたところを整備するとか、表示なども常に新しくして、来られたかたが気持

ちよく久松山を理解しながら楽しんでいただけるようにというのは、私も本当に望むとこ

ろです。私も小さい子どもだったころから何回も上まで上がっておりましたし、これから

の運動として取組めたらいいなと感じました。 

仁風閣や博物館は入場館数が調べてありますが、久松山そのものはイベントのあるとき、

例えば鳥取因幡の祭典の中で子どもたちのイベントや、その他イベントがこれまで開かれ

るときにはだいたい人数を調べています。普通に久松山に上がる人の人数を調べるという

ことが、その必要性や重要性をどう考えるかという意見もあり得るように思いますが、ご

意見を承りましたので、どういうふうにしたら一番的確なのか、上がり方もいくつもあり
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ますのでそういった山に入ってくる人を、上がってくる人を調べるようなことが、観光客

と言われましたけど、どうするべきなのか、ちょっと考えてみたいと思います。また、土

産物店とか食べ物屋というのもこれからの課題だと思いますが、あまり外から見れるかた

ちじゃないのかもしれませんが、博物館のレストランなどが充実したとか、あるいは記念

品としては仁風閣でもいくつかのものを売っています。景観も害しない内容で多くのかた

に親しんでもらえるように久松山についてのいろんな資料も用意して喜んでもらえるよう

な方向性、これはこれからの整備の中で考えていきたいと思いました。 

 

（地元意見） 

 久松山を考える会が中心になって掃除をしなさいというのではなく、砂丘の掃除のよう

に市民でダーって上がってしたらすぐできますので、ぜひお願いします。 

それから久松山は滞在型の観光地ですが、砂丘に行って帰るでしょう。久松山に上がっ

たら、ああ、えらいで下りて一晩泊まろうかということになりますので、その辺も考えて

ください。 

 

（竹内市長） 

 一緒に考えましょう。 

 

（地元意見） 

 この大手登城路は何か会長会に市の方からこういう計画あったんですか。これはどこか

ら出た話なんですか。何にしても決定してから住民が知るんですよ。これ何でなんですか。

これ久松山を考える会が一生懸命提案したんですか。この計画に予算はどのぐらいかかる

ものなんですか。ちょっとそれを教えてください。 

 

（文化財課長） 

 この大手登城路の整備検査につきましては、平成１７年度に史跡鳥取城の保存整備計画

というのを有識者と市民からなる検討委員会で作ったものです。この計画を作る際にはパ

ブリックコメント等も取らせていただいたということです。 

この大手登城路の整備につきましては、この計画段階では約１８億円という、その当時

の計画の試算をしております。 

 

（地元意見） 

 じゃあ久松地区の人は誰も知らんのですか、これ。全く知らないんですか。 

 久松公園って、あそこの道路は高校生がずっと通っている道路でしょう。そこに作るん

でしょう。そこを高校生は歩いて登校するんですか。 

 とにかく何で久松地区の会長会ぐらいだけでも、何でそんなことを知らんの。私不思議

でかなわん、会長さんこれ、今、知られたのか。 

 

（地区会長） 

 今、知ったんですよ。 
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（地元意見） 

 何とも思われんかな。 

 

（地区会長） 

 私は、西高を動かすべきだと思っているからね。あそこにいろんなものを作って、いつ

も景観上悪いんですよ。よくあんなところに、西高造ったもんだと思いますから。 

 

（竹内市長） 

 この計画については私もここの場で説明しましたが、この計画は久松山の復元、史跡の

整備ということで、この鳥取市としては私自身も就任以来こうした久松山が城跡として、

これを整備することに力を入れてきました。ご存知のように毎年、毎年、石垣の整備を、

昭和３０年代ぐらいからやっています。そういったことの中で全体構想が必要となるとい

うことで、これは文化庁の方の考え方もありまして、検討委員会を作りました。この史跡

の整備の専門家はもちろん、地域を代表するかたにも入ってもらったりして検討委員会を

作り、そしてこの計画については、一般の市民の皆さんも、パブリックコメントというよ

うなかたちで鳥取市の市報に載せて、こういうかたちで整備をする検討をしていますと、

意見を下さいとそういうことも出しております。その全部の過程をここで説明するのは改

めて資料を提供した方がいいと思うので、どういう段階でどんな意見があったか、知らな

いということではなくて、こういうことは何回も何回も鳥取市の広報の中では明らかにし

ています。だから、知らないということを言われる場合には、こういうふうに広報してい

るということとの間でもう１回考えてもらいたいところはあります。ただ、今言われるよ

うに、具体の工事がこれから着手していく部分があります。そういう段階でもありますか

ら久松地区の皆さんに向けての説明会を開きましょう、市の側は説明します。それで、地

域の皆さんも関心のあるかたには積極的に出てきていただきますというようなかたちで説

明することができるわけですね。史跡鳥取城跡附太閤ヶ平保存整備基本計画の検討委員会

は、地域のかたでは大島洋久松地区会長も入っていますし、その他久松山を考える会の浜

田繁治さんも入っておられます。こういったメンバーで検討しているという事実がありま

す。 

 

（地元意見） 

 何年ですか。 

 

（竹内市長） 

 平成１７年度です。ですから、古いと言っても基本計画を立てた時点は、この大手登城

路の整備を一番初めの段階でやっていこうということになっています。ですから、知らな

いという議論だけで、この事業が間違っているとかそういうことにはもちろんならないの

で、まずは説明させていただいて、これについてのまたご意見を伺うことは、これから実

施をしようとしていますので、また聞かせていただきたい。 
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（地元意見） 

 それはいつになるんですか。 

 

（竹内市長） 

 それは日程調整した上で決めなきゃいけないと思いますが、私たちは十分やる用意はあ

りますので、また機会を作らせていただきたいと思います。それから、高校生は当然橋の

上を歩いていくことができます。これを通って学校にアプローチすることは当然できます。

ただ、車両は通れません。木造の太鼓橋のようなかたちですので、普通の車両を通る橋は

今の弓道場のところの位置のところで車道を作るという、これは西高の整備の計画からき

ているのが一方であります。 

 

（地元意見） 

 久松山をもっと綺麗にしたい、掃除をしたいっていうのが現場の住民の意見、考えです。

城跡を整備してどうのこうのっていうこととのこのギャップはよく考えておいてください。 

 

（地区会長） 

 市庁舎は、どういうふうになるかよく分からない状態になってしまいました。４割も確

保した、いわゆる住民投票を無視されているんですよね。そして結局こういう懇談会にし

ても住民のいうことは無視するよと言っているようなもんです。こんなばかな話はないし、

建てることについて、文句は言いませんよ。ただし、子孫に負担をかけるような建て方で

建てちゃいかんと思います。それは責任の問題です。だから市長が私のもらう給料も半分

でいいよと、それから市の職員も３割カットするよと、あとは全部寄附でやると、我々の

代で建てるといったら文句誰も言いません。子孫に残すから困るんです。要は子孫に払わ

すということは間違っている。市債にしようと国債にしようと、世界各国から日本の債務

は多すぎると言われています。当然言われなくても分かっているんです、こんなことは。 

防災拠点で、防災というのは１ヶ所にあるということはもっとも危険です。私、鉄鋼関

係の工場におりましたからすぐ分かります。要はいろんな場所を作っておかなきゃだめな

んです。そして近いところにパッと行くというかたちをするということが基本です。防災

っていうのは１ヶ所にまとめたら絶対だめ。そういう意味で、要は今の分散した庁舎で十

分です。やっぱり住民の声は良く聴かなきゃだめですよ、地方政治の為政者というのは。

そこが本当に大事なとこだと思います。そこをきちっと聞いてやっていただきたい。 

とにかく私、署名なんかでいろいろと回っていますが、駅前に市庁舎がいったらよう行

きませんと言うんです。年寄りですもん。今、買い物難民がどんどん増えてる時代です。

自分の足で歩いて行けない状態になっているんです。そうすると基本的には駅前に建てた

って行かないということ。バスが来ると言ったって、バスなんていうのは待ち時間がある

じゃないですか。そりゃ大変です。自分の好きなときに行ってちゃんと対応してもらって

帰ってくるというのが基本だと思う。そういう意味で現市庁舎はやっぱり残すべきだと、

そして耐震で十分であると私は思っています。とにかくそんなに建てたいんであれば、要

は子孫に負債を残さない。新しく建物を建てるっていうのは、負の資産ですから、利益を

一銭も生みません。会社では、利益を生まないような投資はあり得ません。借金で建てな
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いようにしてもらいたい。再考をお願いしたい。 

 

（竹内市長） 

 今の段階では市庁舎整備の全体像というのは、まだ明らかにできないです。今基本方針

案という段階ですので、できるだけ速やかに全体構想を明らかにするということです。住

民投票についてもはっきり基本方針案の中でも触れておりますが、住民投票そのものにい

ろんな課題や問題点が、その後の検証で出てきています。それを踏まえて今の時点で無作

為抽出のアンケートなどもありますし、たくさんの意見を私も聞いております。市民の意

見も分かれております。従いまして、住民投票で耐震改修及び一部増築という案、費用が

２０億８，０００万円だという案でそのまま実現できるということではないということで

すので、やはり改めてどういうものが一番必要なのか、どういうものがいいのか、考えて

いく必要があります。思考停止をするわけにはいきません。この問題について、その１年

前の５月の住民投票、それから議会もいろいろ検討しました。我々もいろいろと検討して

住民投票の結論がすべてであるというわけにはいかないので、今の段階では新たな状況を

踏まえて、市民の意見を踏まえてやっていきたいというふうな立場で私はおります。 

それから、子孫に負担をかけるということはいけないというのは私も同じ意見です。で

すから、有利な財源をできるだけ活用しながら、後世、後代には負担をかけないようにや

っていこうと、そしてこの次の建設のときに、一定の費用がかかりますが、これは耐震改

修の方式でも費用はいくばくか当然かかる。２０億円なのか３３億円なのかいろんな数字

が出ていますが、かかります。だから、お金をかけるからにはできたものが一定の機能を

果たさなくちゃいけない。それで機能を果たすように必要なものを作っていくということ

で防災の拠点の話も緊急性・重要性が高いと考えて今提案をしております。これはそうい

う意味で子孫に負担をかけないようにするということはどういうことかというと、それは

今の合併後に一定期間だけに認められた、あるいは鳥取市のような合併した市町村だから

認められたこの財源を十分に、有利な財源を十分に活用するということが一番大事で、そ

して返済という部分が一部出てきます。７割は国が手当してくれますが、３割部分は地元

でと、この３割部分については、今ある基金で賄って行こうということで次の世代には負

担をかけない、そういうような考え方でこれは統一をして実施をいたします。そこはご心

配かけないように私はしたいと思います。 

国の負担は国の制度でちゃんと国が負担するという約束をしていて、法律上そうなって

います。赤字国債ということはありません。収入の中で、国もある意味で分割して補助し

た方がいいので毎年の法人税や所得税というものの３０数％分を地方交付税に回してその

中から払われているものです。赤字国債の問題ではありません。 

それから防災の拠点ですが、これは鳥取市の防災の中枢的な拠点と言いますか、例えば

災害対策本部の機能を果たすための施設整備、あるいは県外からいろんなやってこられる

方、防災機関が出かけて来ていろいろと検討されるようなこと、あるいは応援物資が寄せ

られる、いろんなボランティアが来られる、こういったことも念頭におきながら、今の時

代は大規模な防災ではそういうことがありますから、やはり防災の総合的な中枢拠点とい

ったものはきちんとしたものを分かりやすい場所に、そしてしっかりとした内容で作って

いく必要があります。これを市立病院跡地の広い場所に予定するということを念頭におい
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ております。それから、災害対策はその本庁だけでやっているわけじゃないです。私も今

朝、福部の総合支所に出かけて、支所長さんや対応に当たられたかたに会いました。これ

はいろんな場所で災害対策はやります。ですから、１ヶ所に集中するといったって全市の

部分を１ヶ所に集中するんじゃなくて、中枢機能、防災の中枢管理的な機能や全市的に指

令を出したり、物を運んだり、いろいろするところは、中心はしっかり整備をしていかな

ければならんということになります。 

私は、大きな災害が起り、南海トラフの場合は震度５強という言い方で今想定されてい

ますが、またこういったことで全国的にこの地震列島とも言われておる状況の中で、どん

な災害にもしっかりと耐えることはもとより、災害対策や復旧に当たるためのしっかりし

た拠点が、鳥取市民のために必要だと確信しております。それに必要なことは、今の財源

できっちり賄えるかぎり賄って、この後世にまさにプラスのものを残していきたいと考え

ております。どの企業もある程度時間が経った段階で新しく発展するために新しい社屋を

建てることもあります。生産設備を新しくされることもあります。鳥取市も新しい時代に

しっかりしたものを建てて、そして市民を守ったり安心させたり、それから若い人が鳥取

市で生活して鳥取市は大丈夫なところだということを確信できるような状況をつくらなけ

ればならんと思っています。意見の違いもあるのかもしれませんが、市民のいろんな声が

今ありますので、そういった中で、鳥取市としてできること、将来子孫に負担をかけない

こと、こういったことを私も鳥取市の代表者として責任を持って、皆さんの声を踏まえな

がらさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

 

（地元意見） 

 市長さん、選挙は来年の４月ですね。それまで、この市庁舎問題は凍結してください。

この問題はここで結論をこの市長さんが今任期のある間に結論出してもらいたくないです。 

 

８ 市長あいさつ 

 一言お礼申し上げたいと思います。久松地区の地域づくり懇談会において、地域の課題

が２つ、空き家の問題、自治活動についてということでしたし、庁舎の問題も含めて、さ

まざまなご議論をいただいたこと、しっかりと受け止めてその上でこの久松地区がさらに

住みよい、久松地区として、これからも多くのかたがこの地区はいいところだというふう

に感じてお住まいになられるような地区になるよう、また、鳥取市全体が、これからも多

くのかたが、若い人も含めて、高齢者のかたも含めて、発展していくいい場所になるよう

にしていきたいと思います。防災の問題など緊急の課題もたくさんありますので、これか

らも鳥取市として、今やるべきこと、できること、こういったことに全力投球してまいり

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。 


