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米里地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年８月６日（火） １９：００～２０：３０   

２ 会 場 米里地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３９名 

市側出席者  １３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、山根農林水産部長、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 

（地区会長） ※スクリーンに基づき説明 

 これは米里誌の編集です。平成２１年４月のよねさとづくり協議会を設立したときの第

１目標ということで、米里の古い歴史を消失から守ろうということで考え、３年半かかっ

てようやくことしの１月に編集したものです。２４４ページで７００部印刷して、今５５

０部ぐらい出ていますが、結構評判がよくてあちこちに販売したり配布したりしています。 

 これの起こりは、平成１７年に米里かるたをつくったときに、いろんな資料を集めてい

たら非常に古い歴史が多い。このままほっておいたらなくなるので、ぜひとも米里誌にま

とめたいということが編集の契機です。これに載っている写真を全部解説するようにＤＶ

Ｄに載せています。特に学校とか保育園で歴史の勉強をするときに使えるなということで、

編集させていただきました。全体的には２４０万円の事業費で、ページ数は２４４という

ことです。 

 ４大事業のまず地区納涼祭についてです。これは毎年７月に行っていますが、米里地区

自治会になってからこういう形にして、ことしで１０回目となります。ことしは雨が降っ

たために体育館で行いましたが、通常は公民館の前の広場と両方使ってやっています。今

回は体育館と戸外にバザーテントを設置して行いました。雨にもかかわらず６００名近く

の方においでいただいたということでありがたかったです。桜ヶ丘中学校の吹奏楽部に毎

年来てもらっていまして、ことしで連続８回目ということで、こういう交流も続けていま

す。 

 地区の敬老会です。地区の対象者は４００名ぐらいおられるのですが、足元のぐあい等

もありまして１５０名ぐらい集まっていただきます。おもてなしは地区のそれぞれの町内

会とか地区でいろんな出し物をしていただいて、保育園とか小学校にも協力をいただいて

児童たちの演技を見ていただくということで、結構評判がよくて年寄りの方に楽しんで帰

っていただいています。保育園の園児等と老人との交流もありまして、非常に雰囲気がい

いということです。 
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 地区の大運動会です。米里地区は小学生が２００名ぐらいですので、以前から小学校、

保育園、地区とあわせてやるのが一番いいということで、３０年来こういう形でやってい

ます。単独でやったことはなくてすべて一緒にやります。この場合、学校と地区とがそれ

ぞれ共同でやりますので、学校は学校で児童の管理をしていただくし、地区は地区で地区

の管理をするということで、両方が助け合いながらやるということで、地区の方で子ども

たちの面倒を見るということはありませんので非常にスムーズにいっています。３５種目

ぐらいありますが、いつも予定時間どおりに終わります。大体毎年１，０００名ぐらいの

方においでいただきます。 

 地区の米里祭りは、以前は公民館祭りと言っていましたが、米里地区自治会ができたと

きに公民館祭りだけでは寂しいから地区にある全部の団体が協力していろんなことをやろ

うということになりました。地区に１８団体ありますし、これに保育園の後援会とか小学

校のＰＴＡさんも含めまして、全部の団体が何か一つの持ち場を持ってやろうということ

にしました。体育会さんもこれにかんでいますので、体育、文化、いろんなものが３日間

にわたって開催されます。それで小学校の公開参観日も入れて作品展も入れていますので、

非常に３日間がにぎわいます。３日間で大体１，２００名ぐらいの方においでいただくと

いうことで、大変好評を得ています。 

 申し遅れましたが、さきほどの事業には鳥取市のコミュニティ支援事業のお金をたくさ

ん使わせていただいており、本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いしま

す。 

 よねさとづくり協議会ができてから改善した点で、ＰＴＡなど地区の協働、１０５名ぐ

らいのボランティアの方によって、４００ｍありますが、地区の者で１７０本ぐらいの支

柱を埋めて取りつけたのですが、結構立派なものができています。通常の建設費の３分の

１の価格でできたということで非常に前回も喜んでいただいています。 

 また、３年かかってようやく通学路に横断歩道をつけてもらいました。地区要望の結果

でつけていただいたもので、標識もつけていただきました。 

 津ノ井バイパスの西大路にある横断歩道橋は、雲山団地の方から児童が毎日１５０名ぐ

らい通学していますので、この下をくぐるのも大変危険だということで、結局これをつけ

てもらいました。要望の起こりは平成１３年でしたが、それから４車線になってやっぱり

危険だということを分かってもらって、ようやく平成１９年にやると言っていただいて、

平成２２年に完成しました。大変立派な、近くにはないようなすばらしい横断歩道橋であ

りがたく思います。 

 治水緑地は、もとを返せば平成の初めごろに、県がここに新設したいということがあり

ました。用地買収に入りたいということで、このあたりはほとんど東大路地区の農地だっ

たのですが、これを県が買収しました。それからすぐ工事にかかると思ったら、予算がな

いということでもう１０何年もほったらかしで、毎年アシは生えるし鳥の巣になるしで非

常に迷惑していました。継続要望していたら平成１９年にようやく国の予算がついて、や

っと工事にかかったということです。それでこれにあわせて東大路の堤防の県道拡幅もで

きるし、このあたりも立派な遊水池になり、グラウンドは市長さんにお願いして、鳥取市

に立派なスポーツ広場をつくっていただきました。これも何年に一回かは水に浸かるとい

うことですが、今まで浸かったことはありません。今、地区にグラウンドゴルフ同好会が
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できて、毎月大会があって利用しています。これから小学校のグラウンドが工事で使えな

くなったらここを使うということもありますので、これからはどんどん活用すると思いま

す。 

 懸案事項は通学路の危険箇所で、中大路から西大路にかけての市道は両側に家がありま

す。そのために広げようがない。ここは地区の両側の国道を通る方が混雑するので、中を

通る人や、農道を回ってここを通る人もあります。米里保育園が非常に園児が多くて１７

０名ぐらいいますが、その保護者の車も毎日１００台以上、それから先生方の車も通ると

いうことですので、ここは結構朝晩の交通で危険なところです。しかし、ほかに道がなく

てここを通るしかないので、今、児童たちは、雲山団地の児童１５０名ぐらいいるのです

が、ここを毎日通っています。したがって、学校の先生とか地区のボランティアが引率を

したり見守りをしているという状況で、今、検討委員会をつくって、鳥取市の担当課にも

お世話になって今検討を進めています。できるところからやっていこうということで、今

進めているところですので、よろしくお願いします。 

 町名変更は、まだ具体化していませんが、鳥取市雲山といいますと３つの町内と、面影

側が雲山ということになりまして、鳥取市雲山というと全体で１，４００世帯ぐらいにな

ります。それで１，４００世帯というのが世帯分離をしておられますので戸数よりは１割

５分ぐらい多くなります。それで境界も入り組んでいますので、町内会に入っておられな

い方とか災害時に町内の者を集める場合に非常に困ります。これから高齢化になると特に

あの方がどこに住んでおられるかということも分からないようになるということで、何と

か分かりやすい町名にしたらということで、今検討委員会を立ち上げました。しかし、い

ろんな手続の問題があったり面倒くさいという人が非常にありますので、これは今、ＰＲ

に努めているところです。鳥取市の総務課さんにもお願いして協力していただいて今、取

り組んでいますが、これからの課題です。 

 念仏橋は、以前、鳥取市長さんにも信号機の設置で警察に言ってもらったのですが、せ

っかく立派なオーバーハングの標識をつけてもらったのですが、郡家、美和の方から行く

道ですが、とまれと書いてあってもこれを行くと地区外の方は真っすぐ行けると思うので

す。それから、左右に曲がろうと思っても両側のカーブのところにそれぞれ障害物があっ

て、停止線にとまっても確認しにくいということで、非常に事故が絶えません。何回も警

察に言うのですが、向こう側の橋のところに信号機があるので難しいということで今でも

まだつけてもらっていません。今の要望では、これを右は津ノ井とか左は蔵田方面という

格好にしてもらったら、真っすぐに行かずにみんなが曲がられるのではないかということ

で、今回の地区要望の回答ではそういう方向にするという回答をいただいていますので、

期待しているところです。 

 放課後児童クラブは、大体４０名近くいますので、２部屋公民館の部屋をあけているの

ですが非常に狭くて、非常にかわいそうです。２階と下に分かれて階段も危険だし、出入

り口も小さいドアが１つあるぐらいで非常に危険ですので、何とか早くしてやりたいなと

いうことがありますので、ひとつよろしくお願いします。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 放課後児童クラブ専用施設の早期建設等について 
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＜地域課題＞ 

 平成２４年度地区要望の提出案件である。同年６月４日付の回答では「現時点において

は、放課後児童クラブ施設と小学校の教室を合わせた校舎等を建てることは困難ですが、

将来の児童数の推移や耐震補強工事の計画を見定めながら今後の対応策について検討して

いきたい。」とされている。 

 本年６月１１日、米里地区公民館の耐震改修計画について鳥取市担当課職員の説明があ

り、これによると、改修工事は平成２７年度に実施となるが、設計は今年終わらなければ

ならない。工事内容は耐震補強、トイレ男女別改修、身障者等駐車スペース・玄関廻り段

差解消等約６か月かかる。その間は、公民館全館が使用できないと説明。地区としても、

施設の改修は絶対的なことであっても、よねさとづくり協議会の拠点施設である地区公民

館が、６か月も使用できないということは大問題である。ここは、地区各種団体の活動拠

点であり、各種会合や教室、グループ活動が頻繁に開催され、地区ボランティアによる配

食サービスも定期的に行われている上に、放課後児童クラブ児童４０人近くが利用してい

る。しかし、米里地区にはこれらをクリアできる代替施設は周辺には見当たらない。 

 その間、当児童クラブは中断できないので、是非とも建設時期を早めて対応していただ

きたい。また、代替施設についても地域づくり活動が停滞しないよう、調理室、トイレ付

のプレハブリース等で対応できるよう措置していただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会】 

 米里小学校放課後児童クラブ（とんぼ児

童クラブ）は、保護者会に運営を委託し、

米里地区のご協力のもと、地区公民館の１

階と２階の２部屋を利用し、それぞれ１組

（２階）、２組（１階）の２クラブを開設し

ています。 

 ご指摘のとおり、地区公民館の耐震改修

については、所管する協働推進課から米里

地区公民館は耐震改修が必要で、平成２７

年度に予定される改修工事に伴い、とんぼ

児童クラブは一時的に（半年程度）移転の

必要があると聞いています。 

 また、児童クラブの入級児童数は、それ

ぞれ１組１７名、２組１９名となっており、

近年増加しています。米里小学校の就学児

童数はやや増加傾向にあり、それに伴い、

今後児童クラブの入級児童数も増加してい

く可能性があります。 

 このような状況を踏まえ、今後児童クラ

ブの保護者会や地域のみなさんとも協議しながら、児童クラブの活動に支障のないよう対
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応していきたいと考えています。 

 

【教育委員会】 

 米里小学校の耐震補強工事は、市の学校耐震化計画の中で、屋内体育施設(体育館)を平

成２６年度(設計は２５年度)に、校舎を平成２７年度(設計は２６年度)に実施する計画と

しています。 

 放課後児童クラブの整備方針及び地区公民館の耐震改修計画と合わせ、施設利用や工事

期間中の資材置き場等も考慮し、屋内体育施設及び校舎の耐震化計画と調整してまいりま

す。 

 

【企画推進部】 

 耐震補強工事期間中の約６か月間は、地区公民館を利用できなくなり、皆さまには大変

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 工事期間中の代替施設につきましては、地区内の既存市有施設等を活用し、各種会合・

学級・講座・グループ活動などができるよう会議室をはじめとして事務室やトイレ等の設

置を検討します。 

 代替施設が地区内に確保できない場合は、プレハブリースによる仮設公民館の整備を検

討します。 

 

（教育長） 

 小学校の放課後児童クラブは、地区公民

館の１階と２階の２部屋を利用して開設し

ています。地区公民館の耐震改修という話

がありますが、これに伴いましてとんぼ児

童クラブは一時的に半年程度、移転の必要

があります。この児童クラブの現在の入級

児童数は１組が１７名、２組が１９名で、

近年増加をしています。また、米里小学校

の児童の数も増加傾向にあります。それに

伴いまして、今後児童クラブの入級児童数

も増加していく可能性があります。このよ

うな状況から、今後児童クラブの保護者会

や地域の皆さんとも協議をしながら、この

児童クラブの活動に支障が起きないよう対

応していきたいと考えているところです。 

 それからもう一つ、小学校の耐震との関

わりですが、小学校の耐震補強の工事は体

育館を平成２６年度、それから校舎を平成

２７年度に実施する計画としています。放

課後児童クラブの整備方針や、あるいは地区公民館の耐震改修計画などとあわせて、施設
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の利用やあるいは工事中の資材置き場なども考慮しまして、体育館あるいは校舎の耐震化

計画とは調整をして進めていきたいと考えているところです。 

 

（企画推進部長） 

 公民館の耐震改修は、本年度設計をして

平成２７年度に耐震改修をする予定です。

同時に、トイレの男女別化の工事等々も行

う予定にしています。小学校の耐震改修

等々と重なることもありますし、放課後児

童クラブのこともあります。また、耐震改

修ということですので、工事期間中に一部

公民館が使えなくなるということもありま

す。 

 したがって、この工事の期間中のこの代

替の施設について、地域内にあります既存

の建物を活用して、十分ではないにしても、

何とか公民館の機能を果たすことができる

ような取り組みをしていきたいと考えてい

ます。どうしてもその代替施設が地域内に

確保できない場合は、場合によってはプレ

ハブリースによる仮設の施設の整備も検討

したいと思いますが、基本的には地域内の

近くにあります市有の建物、あるいは民間

の建物でも貸していただけるような建物、

こういったものを中心に何とかこの代替施

設について考えていきたいと今検討してい

るところです。 

 

（竹内市長） 

 今の地域の課題ですが、私の方から少し

補足をさせてもらいます。 

 特に 初の点についてですが、現在この

地区公民館を使っている放課後児童クラブ

の皆さんは、地区公民館の整備で一時的、

約６カ月と承知しているのですが、工事中

に使えない。まず公民館そのものが使えない議論もありますが、放課後児童クラブの皆さ

んも使えなくなりますし、それまでに専用施設を何とか建設にかかるという方向で検討し

たいという思いでいます。その点が抽象的で分かりにくかったと思ったので補足をさせて

いただきます。 

 流れとしては、この公民館の工事は平成２７年度と言っているわけですね。２７年度の
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いつの時点に使えなくなるかも考えながら、そのときまでに放課後児童クラブの専用施設

ができるような方向で今後検討します。放課後児童クラブの人数もどちらかというと増え

ていく傾向がありますから、その子どもたちが安全に過ごせるように、専用施設をつくっ

ていく方向で考えているということですので、ご理解をお願いします。 

 

（地元意見） 

 児童クラブの件について教育長に質問をしようかと思ったら、市長から新設の話があっ

たのでやれやれと思ったところです。やっぱり児童数が増えてきますと、今は公民館の中

で上下狭いところを使っていまして、私たちが公民館を使っておっても、大変失礼ですが、

どたばたどたばた子どもたちが階段だろうが何だろうがどんどんします。子どものことで

すから叱るわけにはいかないし、いずれ児童数が多くなれば新設の場所をきちっと考えて

もらいたいとお願いしたいと思っていたところです。早急によい場所を、関係の自治会と

か公民館とかいろいろな立場の関係の方でお願いしたいと思います。 

 それで教育長にお尋ねですが、私は知らないので恥ずかしいですが、小学校の耐震の関

係は体育館が２６年度、教室が２７年度という解釈でいいですか。体育館をされるときに

は教室やこっちは、使えるのか使えないのか。使えないとするならば、どういうふうな対

応をしていくのか。 

 それから、体育館ができたからといって、今度教室は半年も休んで子どもを家に置いて

おくわけにいきませんので、そのときにはどのような対応をしていただけるのかその具体

的なものが、これまでの学校の耐震事業もしておられると思いますので、こういうふうに

してきたし、米里もこうしようと思うという形をお願いしたいと思います。 

 それからいま１点、今度はここの公民館の問題ですが、２７年度に耐震問題をやられる

ことになりますが、先ほどの話ではこの辺に適当な場があったら、どこか事務所でも借り

るような場があったらという話で、これからお探しになられるだろうと思いますが、どう

も私たちが今現場にいてＮＰＯを使うかな、でもあそこは使えないし、農協といってもい

けないしといろいろ考えているところです。これから市の方でよい考えが出るでしょうが、

プレハブで事務所をこしらえるとなると、独居老人というか、配食の関係で炊事場等の問

題があるのではないかと心配しているわけです。そういう施設も欲しいので、プレハブを

つくられるとすればそういうものも頭の中へ入れておいていただけたらと思いますので、

いい案があったらよろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 児童クラブの方は独立の施設ですから、今度からは天井の音とかそういうことはありま

せんのでご安心をいただきたいと思いますし、それから建てる場所はまたいろいろ検討を

して一番いいところに建てられるように考えていきたいと思います。 

 それから、学校の耐震ということです。実は、ここの学校の方はかすがいのようなもの

を外側につけますので、子どもたちは授業ができます。ですから、学校をお休みにすると

いうことはありません。少し音がして迷惑をかけるかもわかりませんが、勉強の方はでき

るようになっています。 

 それから、体育館の方は、７月から１０月ぐらいが子どもたちに影響が出てくると思い
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ます。夏場になりますので学校の先生方にもお願いをして、授業を一工夫していただいた

り、あるいは地区の体育館も何とか応援をいただいて、子どもたちの授業ができるように

お願いをしたいと考えていますので、協力をお願いします。 

 

（企画推進部長） 

 公民館の耐震改修に伴い、使えない半年程度、その間の代替施設は、特に調理室等々に

ついてよく考えてほしいということでした。 

 確かにそのとおりで、一番困るのが調理実習室のことだろうと我々も十分認識していま

す。ただ、調理実習室を仮設にしろ設置することになりますと、ガスとか水道とか排水と

か大ごとで結構な事業になりまして、それがこれから何年も使っていくということでした

らいいのでしょうが、半年ということですので、仮設でそういうものを設置することはち

ょっと困難ではないのかなと考えています。これから十分考えなければいけないのですが、

例えば近隣の地区公民館の調理場を一時的に使わせてもらうとか、あるいはちょっと遠い

のですが鳥取市の保健センターにも大きな調理場がありますので、例えばそこを使ってい

ただくとか、仮設の調理場をつくるのではなくて、既存の調理場を活用してそういった配

食サービスができないものかなと。こういう相談をこれから具体的にさせていただきたい

と思いますので、その節はよろしくお願いします。 

 

（地区公民館長） 

 大変細かいことですが、公民館の施設利用のプレハブも可能という話もありますが、そ

うではなくて例えば代替施設を有料で探すというときに、近隣にどういう施設があるかと

いうと、ここというものが思いつきません。例えば調理のことはやはりガス、水道とか、

そういうものを仮に設備されるとしても相当な予算計上をされなければいけないというお

話もありました。例えば公民館は各種事業をいろいろ抱えています。教室とかサークル活

動、それとは別に地区の会合が月に３回平均ぐらいな回数で公民館に集まります。代替施

設が有料ということを考えたときに、例えば民間の施設であると有料ということは頭に浮

かびますが、例えば公民館事業がここの公民館でできないということであれば、例えば出

前の講座とか出前事業とかいろんなケースも一つの考え方かなと思いますが、そのときに

例えばそれぞれ集落に集会所がありますね。例えば団地であれば結構広い集会所、それか

らそれぞれ３０戸数、５０戸数に合わせた集会所がありますが、そういったじげの集会所

を活用させていただく場合も、市としての経費支出が可能なのでしょうか。つまり借用の

支払いをしますのでお借りできますかという話ですね。例えば普通の会社とか会議室は、

そういう支払いができますので、じげとかＮＰＯへそういうことがあれば話がしやすいの

かなという気はします。 

 

（企画推進部長） 

 私ども全く想定していませんでしたが、大変いいアイデアではないのかなと思います。

確かに、近隣の特に広い集会所があれば、そこの自治会との話し合いによって使わせてい

ただけるということであれば、そこの活用というのは大変いいアイデアだと思いますし、

またそこを活用することに伴う使用料とか、あるいは光熱水費等が必要ということであれ
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ば、当然それは鳥取市の方の負担でやっていただけるようにしたいと思いますので、具体

的にこの場所でということが決まりましたら、また相談をいただければと思います。 

 

（地元意見） 

 公民館の件で、耐震構造ということでしていただくのは大変ありがたいことですが、こ

この公民館の歴史が私もよく分からないので、そこに耐震構造費としてどれぐらいのもの

を費やして、どれぐらいになるという具体的なものが分かれば示していただけたらありが

たいなと思います。なぜそういうことを言うかというと、この間も自治会長の方から耐震

構造になるというお話をいただいたときに、耐震でしてもらうのはいいが、これはかなり

古くなっているし、それよりもせっかくの機会だから新しいものをつくった場合にはどう

なるのかという単純な考えかも分かりませんが、そんな意見も区長さんの間で出ていまし

た。それが全部の意見ということではないのですが、まず基本的にはそういうところをも

う一度我々にも分かるように理解をさせていただいて、公民館をほかの地区でもかなり新

しいのをつくっていらっしゃるところもあるようですので、そういう場合にはどういうふ

うなことが想定されるのか。お金的にも、それからそういうこともあわせてわかる段階で

説明していただけたらありがたいなと思います。 

 

（協働推進課長） 

 まず、この米里地区公民館は昭和５３年の建設だと思いますが、築３５年です。鳥取市

は地区公民館を平成２３、２４年度で２２館の耐震診断をしています。そのうち、１８館

が何らかの耐震補強が必要だという診断を得ています。 

 その中で、基本的に市全体の考え方と承知をしているのですが、市の施設は基本的に６

５年は使っていこうという考え方をこの耐震の検討委員会の中で出されています。６５年

ということはこの当地区公民館はまだ大分あるのかなと考えています。そういう中で、耐

震補強をしていくという考え方を持たせていただいています。 

 一番古い公民館は、昭和３７年建築というものがあります。現在もう５０年を既に経過

している。こういう公民館については新築という考え方も出していますが、そのほかにつ

いては基本的には改修ということです。 

 この米里地区公民館については実施設計がこれからになりますので、概算的な費用とい

うことでご紹介をしますと、補強工事、これは天井にはりというか、１階、２階に入れな

ければいけないというふうに聞いています。それから、壁にも筋交いみたいなものが何カ

所か入るようになっているようです。これも 終的には実施設計の中で決まっていきます。 

 おおむね今の見込みで、耐震補強が４，０００万円余りかなということです。それから

トイレの関係とかバリアフリーで１，０００万円ちょっと、これは耐震には関係なくとい

うことです。現在、公民館を新築するのに１億３，５００万ぐらいかかるのかなというこ

とですので、費用の面でいきますとやっぱり補強で何とか使い便利のいいようにして使っ

ていただきたいと考えているところです。 

  

２ 大路山登山道及び山上広場復活活動の取り組みについて 

＜地域課題＞ 
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 因幡地方の伝説で有名な大路山、この山の頂上部は平坦で、戦後の食糧難の時期には、

米里小学校の「さつまいも畑」として活用されていた。その後も昭和の時代には、「大路山

遠足」と称して、学校行事で全校児童が年に数回の山登りを行っていた。その頃は、山上

の畑作業や薪の採取等に通う村人が多く、登山道は草刈り等の管理が行き届き、斜面も緩

く登りやすい山道であった。 

 この山一帯は古墳や遺跡が散在し、伝説等も多く伝わり、地区の保育園や小学校ＰＴＡ

等の間で、大路山登山道を復活して散策道にしてはとの声が高まり、一方で雲山団地の水

害対策上でも、付近の高台が格好の一時避難場所にもなるという人も多数ある。そのため、

県・市等の各種補助金制度等の活用を検討し、地区推進組織を立ち上げて、登山道の復活

と山上広場の整備、広場周辺には桜の木を植えるなどして、地区民の触れ合い広場にした

いと考えているので、ご支援をいただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【農林水産部】 

 今年度から里山林対策の国補助事業「森林・山村多面的機能発揮対策」（Ｈ２５～Ｈ２７）

がスタートし、地域などが実施する里山林整備活動に対して、県協議会から３年間補助金

を受けることができます。 

 要望いただきました登山道の整備も、雑草木の刈払い等の森林整備と一体的に行うこと

で補助対象となります。 

 本事業は今年度から取り組む必要があり、また、古墳や遺跡等の文化財がある場合、登

山道・広場等の整備で地形を変更することが難しくなりますので、地区で考えている活動

の具体的な内容について林務水産課にご相談ください。 

 

【企画推進部】 

 大路山一帯は、歴史や伝説など９件の地域資源が「米里かるた」でも紹介されています。 

 本市では、地域住民が主体となり、地域のさまざまな資源を活用して展開される、元気

で活力ある地域づくりの取り組みを強力に支援しています。 

 今後、大路山の活用構想の策定や、米里づくり協議会などが中心となり散策道整備等具

体の事業を実施される場合には、「輝く中山間地域創出モデル事業」による原材料費や看板

等作成経費の支援が可能です。また、事業の推進に際しては関係各課・中山間地域振興推

進員等が連携してサポートしていきます。 

 

「鳥取市輝く中山間地域創出モデル事業」による支援 

①地域活性化計画策定経費の補助（視察、指導者招聘等経費） 

              補助率１０分の１０、補助金上限１０万円 

②地域活性化計画に基づき実施するソフト事業経費の補助（報償費、需用費、原材料費等）

       補助率１０分の８、補助金上限２００万円 
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（農林水産部長） 

 農林水産部では、今年度から国の補助

事業で里山林対策の事業が始まりました。

この事業では、地域などが実施する里山

林整備活動に対して３年間の補助金を受

けることができます。ただ、この内容で

すが、要望をいただいた登山道の整備に

ついては、雑草木の刈り払いなどの森林

整備と一体的に行うことで補助が出ると

いう仕組みになっています。そういう意

味からも、先ほど言いました３年間ということもありまして、本事業は今年度から取り組

む必要がありまして、またここは古墳や遺跡等の文化財がある可能性もありますので、そ

ういう場合には地形変更するのは難しくなるということもあります。今お考えの具体的な

活動内容を私ども林務水産課の方にお聞かせいただいて、この事業が活用できるのかご一

緒に検討していきたいと考えています。 

 

（企画推進部長） 

 同じく大路山の活用について、中山間地域振興という面からのお答えをいたします。 

 本日、 初の方に渡邊地区会長さんから米里誌ということで非常に地域の歴史や伝説、

こういったものを例えば米里かるたですかとＤＶＤ等にまとめられて、非常に熱心に学校

の教育にも使っておられるということで、本当にすばらしい取り組みだと考えています。 

 鳥取市では、地域住民の方が主体となりまして地域のさまざまな資源を活用して、元気

で活力ある地域づくりの取り組みをされることに対して、いろいろ支援をさせていただい

ています。したがって、今回の大路山の活用構想の策定とか、あるいはよねさとづくり協

議会が中心となって散策道の整備を計画されるといった具体的な事業、これが計画される

場合は、例えば私どもの輝く中山間地域創出モデル事業という事業があります。この事業

では原材料費とかあるいは看板の作成経費の支援が可能ですので、その具体的な事業の計

画等ができましたら、計画策定の段階でも結構ですので、関係各課また企画推進部の中山

間地域振興課には中山間地域振興推進員という役割の職員もいます。連携してサポートし

たいと思いますので、ぜひご相談をいただきたいと思います。 

 

７ 市政の課題についての意見交換（フリートーク） 

（地元意見） 

 私の も今関心があることとして通学路の改善、修繕がありまして、実は私も通学路の

検討委員会の一員で、今もろもろの検討をしているところです。 

 昨今、他府県中心に非常に心を痛めるような交通事故が通学路で起きています。幸いな

ことに当地区ではまだそういったことがないのですが、非常に道が狭くて冬場になって特

に雪が積もると子どもたちが歩くのもやっとの状況です。今に始まったことではないので

すが、改めて通学路における危険というものを我々が見落としているのではないかという

ことで点検をしました。そうしたところ非常に多くの危険箇所があって、子どもたちがと
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てもではないが安心安全に毎日通えるような場所ではないというのが正直なところです。

ところが、その代わりに通学路を設けられるところがあるかといったら、やっぱり地域的

に難しいところもあります。こういったところを我々が検討して、具体的なところを提示

して、市の方で検討していただくという段階ですが、我々が言ったからしていただくとい

うのではなくて、ぜひとも積極的に、少しずつでもいいのでぜひ手をつけて、改善とか修

繕を早目にやっていただきたい。我々保護者としては、子どもたちが安全に通えるところ

を求めていますので、ぜひきょうはご記憶にとどめて帰っていただいて、あしたから検討

していただきたいと考えています。 

 

（都市整備部長） 

 検討委員会にご参加いただきましてありがとうございます。都市整備部としては、今、

３パターンご提案を申し上げているところです。下校時に交通規制をする、あるいは通学

路自体を動かす。そのあたりは地域でご検討いただかないと我々から押しつけるわけにい

かないところですが、用地をご提供いただいて側溝とか塀をうまく工夫して、少しでも安

全にするというところはご提案いただいたところから、全部の通学路をどうする、交通規

制をどうするという結論が出てなくても、今できることはできる限りやらせていただこう

と思っていますので、随時いただければと思っています。 

 

（地元意見） 

 水路工事に関して、田んぼに水を当てるのに前半は水路の勾配が結構とられているので

すが、５分の３ぐらいからあとは水が走らないのです。要するに水路勾配がきちっと確保

されていないのではないかという感じがします。もう一つ、あまりよく分からなかったの

ですが、田んぼの法面が崩落して、それで護岸ブロックというかブロック施工がしてある

のですが、それが一直線で施工すべきではないかと思われるところが屈曲した違和感のあ

るような施工方法がしてあります。工事の経験がないとか、施工管理士の資格のない人が

やっているからこういう変な施工がされているのではないかと思いますので、不安な点が

ありましたら現地を見ていただければ分かると思います。 

 

（農林水産部長） 

 現地を私どもの職員で確認させていただいて、いろいろお話をお伺いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。水路と水田の法面の２つをお願いいたしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 水路勾配の工事をしている責任者らしき人に尋ねたら、２６ｍで２１ｃｍの勾配という

ことを言っていましたので、ちょっとおかしいのではないかと。 

 もう一つ、ついでと言うと失礼ですが、工事がおかしいのではないかといって農村整備

課に電話したのですよ。そうしたら、要するに水路の水が漏れないように修理すればいい

のだと。勾配などは関係ないという返答だったので、行政サイドがそんなことでいいのか

なと感じました。 
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（農林水産部長） 

 今の職員の対応ですが、今後そのようなことがないようにさせていただきたいと思いま

す。工事の方についても、対応させていただきます。 

 

（地元意見） 

 耐震化工事でいよいよ米里の番になったなということで、先ほどの説明を聞かせていた

だいて大変うれしく思っています。 

 それで第１回目の相談ということで、教育委員会さんの方が見えてくださって少しずつ

進みつつあるところですが、願わくば米里小学校の体育館は器具室がなくて、それで体育

館に跳び箱を並べたりという状態でバレー１面の体育館で２０８名が何とか過ごしている

状況です。先ほどの地区の４大行事のうち２つ、敬老会とか文化祭でも小学校を使ってい

ただくということもあります。いろんな面から、耐震化工事に伴って一緒に器具室等も建

設していただくことがお願いできないかということで、この場でお願いするのは筋が通っ

ているかどうかわかりませんが、やっていただけたらという思い、一心で発言させていた

だきました。 

 

（教育長） 

 米里の体育館は確かに器具室がないので体育館の中に跳び箱などがあることは知ってい

ます。それで、２６年度に体育館、それから２７年に校舎のお話をしました。この耐震補

強の時期に今おっしゃったようなことを進めていきたいと思っていますので、ご期待くだ

さい。 

 

（地元意見） 

 通学路が長いと、雪かき等も回数が重なれば非常に大変です。通学路を、例えばほかの

ところにしたとしたら結局そっちもという話になってきます。例えばよく歩道専用の小さ

い雪かき専用の車両がありますよね。ああいうのを毎回とは言いませんが大雪のとき等、

例えば通学路だけでも除雪するのは可能かどうかお聞きしたいのです。我々の手間を惜し

んで言うのではないですが、一回ごそごそっとかいてしまったらそれなりに安全な通学路

が確保できるわけです。そういったところのご支援がいただけるのであれば、もうちょっ

と積極的に活用してみようかとかという我々の判断材料にもなるので、お聞きしたいと思

います。 

 

（都市整備部長） 

 ちょっと通学路ということではないですが、都市整備部の方でも小型除雪機を用意させ

ていただく制度がありますので、それが通学路にうまく使えていない原因がどこにあるか

ということを教育委員会と相談させていただいて、通学路の確保の面でもし拡充ですとか

地域によっては追加が必要かというところを庁内で相談させていただいて、またお答えし

たいと思います。 

 

（地元意見） 
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 越路部落も市のリースの除雪機をおとどし借りて去年してみたのですが、越路から久末

まで歩道が１ｋｍちょっとあるのです。それで除雪機を使って６時ごろからかき始めたら、

霊場の辺で小学校の子がもう通学で追いついてきて、それでその間がかけないのです。だ

から５時ごろからでもかかないと速度がすごく遅いので、今、個人でトラクターの前に排

土板をつけてかいてもらっているのです、それでばあっと飛ばして。そういったのを活用

したときに、部落でちょっと援助しているのですが、市の方から何か補助みたいなものが

あればと思うのですが。 

 

（竹内市長） 

 通学路の話が出ています。これは非常に全国的に注意が必要だということで、我々も昨

年、通学路の点検をして、今改善の計画をたくさん持っています。すぐできるものは昨年

度、２４年度内にやりましたし、２５年度も取り組んでいるところです。 

 米里小学校の場合は、通学路がかなり長いですよね。越路の方から学校に向かう、また

雲山の方から向かうということで、その間に危険なところがあったり、雪道のときに困る

とか。いろんな必要な措置は通学路の確保という名目で、ほかの地域がやっていないでは

ないかという議論が出ても、やるべきことはやるという考え方を持たないといけないと思

います。かなり長い通学距離を多くの子どもたちが通ってきていますので、学校の特性を

考えてみてもそういうことになります。 

 ですから、除雪機の馬力が小さかったり速度が遅かったりするというのは、鳥取市が集

落に貸し出している除雪機の規格があって、あまり大きなのを使ってないんです。 

 

（地元意見） 

 ２０年頃から小さくなった。 

 

（竹内市長） 

 そうそう、よくご存じですね。その小さいのが行っているわけですよね。実は２０馬力

と１０馬力のがあって、必要に応じて使い分けて貸し出す事業をやっていたのですが、２、

３年前からの大雪時期から要望がずっと増えたものですから、１０馬力で統一して件数を

増やすようなことを行っています。ほかの方法があればそういう方法でやっていただいて、

通学路確保の除雪活動といったようなことで、また申請いただけるようなことも考えたい

と今の話をお聞きして思った次第です。 

 狭い道などの部分は、除雪時だけではなくて少し車をよけやすい場所をできるところは

確保するとか、そういった話を都市整備部長も話していましたが、どういう根本的な方法

があるのか。速度の規制の話も出ていましたし、別の道をつくった場合、変更した場合の

除雪機の話も出ていましたし、夏が過ぎればまた冬も近づいてくるので、通学路というテ

ーマでもう少し研究すべきだと思います。そういう意味で、きょうの地域づくりの懇談会

の重要なテーマとして学校とかＰＴＡの皆さんと相談をするようなことで、新しい制度を

つくること、助成制度なんかも含めて、本当に地域の皆さんが雪かきをして小学校に通わ

せているというのは、越路の集落の皆さんの話などずっと昔から私も聞いていました。そ

ういうことに少しでもこたえるように。今、小学生は何人ぐらいおられるのでしょう。 
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（地元意見） 

 越路は７人です。 

 

（竹内市長） 

 ７人ね。ちょっと減ってきたかもしれませんが。 

 それから、通学路の除雪も、区間を区切りながら一斉にやるような方法はないのかなと

思ったりもします。皆さんがどういう工夫をしておられるかよく分かりませんが、行政も

本当に大雪が降ってひとり住まいの方には支援隊を出したりしてうちから道路までの雪か

きをするとか、とてもひどいところは屋根おろしをしているところもあります。用瀬など

はＳＯＳ隊というのを市の職員が組織して、地域の皆さんと一緒になって助けに行くとか

そんなことをやっています。それは別にしていろんな方法もあろうと思いますので、ぜひ

検討をさせていただきたいなと。年に何回も何十回もあることではないと思いますので、

そういう中で大きな雪のときはどうするかとか、そういったことも含めて検討するテーマ

として、あしたからでも検討してくれという言葉もありましたが、ぜひ検討を進めていき

たいと思います。皆さんとまたいろいろコミュニケーションをとりながら、また地区の会

長さんにもお世話になると思いますし、校長先生にもいろいろご苦労をかけるかもしれま

せんが、検討を進めるということで私の方でまとめさせていただきたいと思います。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

米里地区で、市が集落に貸し出している小型除雪機は、越路部落と久末部落と古郡家部

落の３集落のみです。また、現在、他の部落での本制度の申し込みはありません。 

各集落が小型除雪機貸出制度を活用し、集落内除雪の中で優先的に通学路の除雪に活用

していただければと考えています。 

また、越路部落の県道歩道除雪が間に合わない件ですが、県道の歩道除雪をするという

目的で、県より除雪機の貸し出しをしてもらえる制度もあります。 

市の除雪機の貸し出しと、県の除雪機の貸し出しの２台を使い通学路の確保の対応をお

願いします。県の除雪機の窓口も道路課なので、是非ご連絡ください。 

 

＜補足：教育総務課対応方針＞ 

学校に配備している小型除雪機は、学校の教職員が学校敷地内を除雪する場合と、「地

域で育む学校支援ボランティア事業」に登録・実施されている学校の登録ボランティア（傷

害保険が掛けられている）が学校敷地内の除雪計画箇所を除雪する場合に限り、運転管理

しているところです。 

自治会・町内会に対しては、「小型除雪機無償貸与制度」がある関係で、燃料費・修繕

費の負担の問題や、万一の場合の事故補償の問題があるため、学校の小型除雪機を自治会・

町内会・地域ボランティア等に貸与することは行っておりません。 

 

８ 副市長あいさつ 

 本来ですと市長が初めと 後にごあいさつを申し上げるべきところですが、私の方から
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お礼のごあいさつを申し上げたいと思います。 

 きょうは大変お忙しい中、本当にたくさんの皆さんにお集まりをいただきまして本当に

ありがとうございます。 

 冒頭に地区会長様より米里地区の歴史、文化、それから現在のまちづくり協議会の取り

組みについて大変詳しくご説明をいただきありがとうございました。米里地区は本当に歴

史が豊かな地域だなと、改めて思った次第です。 

 また、百俵会という会もあるということも以前にお伺いしたのですか、非常に米どころ

といいますか、農地がたくさんありまして、固定資産税の標準田もこちらにたしかあった

ように記憶をしているところです。 

 きょうは公民館とそれから大路山の整備について、いろいろ地域の課題ということで意

見交換をさせていただきました。大変積極的な答えもさせていただいたように思っていま

して、そのほかいろんなご意見をいただきましたが、早速早期に対応させていただきたい

と思っています。 

 あと、水路の方のお話もいただきました。早速現地を確認させていただいて、また対応

すべきところは対応させていただきたいと思っています。 

 きょうは長時間にわたり有意義な意見交換をさせていただいたと思います。重ねてお礼

申し上げまして、終わりのごあいさつにさせていただきます。本日はありがとうございま

した。 


