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美保地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年８月９日（金） １９：００～２０：５０   

２ 会 場 美保地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３５名 

市側出席者  １３名 

竹内市長、深澤副市長、羽場総務部長、亀屋庁舎整備局長、武田企画推進部

長、下田健康・子育て推進局長、河井教育委員会事務局次長、谷口道路課長、

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 

 美保って書いてあるロゴマークがありますけど、これは数年前に美保小学校の美保地区

で募集したときに、美保小学校の子どもの提案のあったものを採用しながら、いつもこの

ロゴマークを利用しています。それで、これが新しい１年の始まりということで、美保地

区では恒例の新年互例会を１月２日に開催しまして、新年の決意を新たにしたというとこ

ろです。それから、まちづくり協議会の総会ですが、４月に総会をこの場所で開催して、

いよいよ１年のスタートを切るという取組みをしているところです。 初の美保地区の大

運動会として５月の 初に開催しております。オレンジとピンクのはっぴを着ております

が、これが今年度の美保のまちづくり協議会において、コミュニティ事業で整備した初め

ての利用になっています。だいたい美保地区の運動会で２６の町内会、１，０００人以上

が集まります。昼間を利用して、美保音頭では揃いのはっぴを着ながら踊ります。 

町内ではいろいろな競技をやっておりますけど、今、美保地区ではバドミントン、ドッ

ジボール、卓球など１年を通じて、２６の町内会が対抗し、親睦を深めながらスポーツ大

会をやっております。５月の美保小学校の運動会は、以前は確か２年生と５年生の子ども

たちが美保音頭を踊っていたんですが、今では全校生徒、６３３人の子どもたちと地域の

人たちもはっぴを着て参加しており、美保小学校の運動会の一大イベントになっています。

それから、美保小学校の子どもが多いもので、全校の子どもに田植えの体験を地域の人と

一緒にさせてやりたいんですけど、叶わないものですから、５年生の子どもだけを対象に

しながら行っています。６月の田植え、秋に稲刈り、それと１２月に餅つきということで、

５年生になればこういう米づくりの体験ができるということです。それから、健康づくり

ということで、恒例になっておりますけど、６月に雲山の法清寺の方へ歩きました。これ

も年々の参加者が増えておる状況です。 

それから、 近では各町内の公園で朝のラジオ体操、これも地区の健康づくり推進員の
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かたの声をかけて、あちこちで増えてまいりました。こういう取組みの状況を公民館だよ

りにも掲載してアピールしていきたいということで、写真を撮りに行っているんですけど、

今年は雨が多くて、なかなかラジオ体操ができなかったところもあります。ただ、 近よ

うやく晴れてきたので、写真を撮って普及に努めたいと考えております。それから、地区

の高齢者と子どもの集いということで、子どもたちが普段慣れない竹細工を年寄りのかた

と一緒に作ったり、作った竹トンボを飛ばしたりしています。また、公民館の会場では近

くの竹を切って、その竹をそうめんを食べる器にして、その器に絵柄をつける作業をここ

でやって、そうめん流しを楽しんでいます。子どもが我も我もと来て、凄い人だかりで、

面倒見るのになかなか大変だなと思っておるところですけど、子どもたちがこういう竹細

工をやっているのは非常に喜んでいます。 

それから、７月２８日に開催した美保地区の納涼祭ですけど、美保地区の住民が約１万

１，５００人ぐらいです。それの１０％、毎年１，０００枚の抽選券を作るんですけど、

それでも足りなくて、足りないところは我慢してくださいということでやっております。

小学校の校長先生にも開会式から参加していただいておりますし、民生児童委員のかたが

子どもたちとスーパーボールを楽しめるようにしたり、老人クラブのかたが子どもたちの

輪投げのお世話をしてくださったりしています。フィナーレには、美保音頭を踊るのが美

保地区の 後の一大イベントにしています。抽選会では、小学校の子どもが６３３人なの

で、かなりの人数で抽選待ちをしています。美保地区にとっては地区の運動会が１，００

０人、そしてこの納涼祭が１，０００人ということで、世話役、準備する各種団体のかた

には大変な苦労をかけています。 

それから、敬老祭、９月１６日だと思いますけど、美保小学校の体育館を借りて、しゃ

んしゃん踊りの演技だとか、美保保育園の子どもたちがしゃんしゃんしゃんグリラを踊っ

たりして、地域のお年寄りのかたに楽しんでいただいています。ここでもやはり 後は美

保音頭を地域の人が一緒に輪になって踊り、南中の校長先生や、前の小学校の校長先生も

来賓で来ておられても、そこに座っておるわけにはいかないということで一緒に踊ってい

ただいております。それから、今年も９月１０日に大きな防災訓練がありますが、美保地

区でも自主防災会をいつもやっております。昨年は、公民館で避難ばしごを利用する体験

をしたんですが、本当は縄ばしごが付けてあるんですが、後ろが出窓的になっていて非常

に危険でした。壁が下まであるところで利用したんですが、かなり怖い体験をしました。

それから、起震車を用いていただいて、実際の地震を体験するなどの防災訓練をやってお

ります。秋にはふれあい文化祭ということで、各教室の作品を展示してやっておりますし、

芸能発表では踊り教室のかたがた、あるいは大正琴、そして、 後にはいつもながら美保

音頭を踊って、 後のフィナーレを飾るということにしております。屋外では各種団体の

かたに来ていただき、婦人の会さんには山菜おこわを作ってもらい、西根園芸には秋の花

壇苗の販売をしていだいています。 

後に今困った問題です。美保地区では平成２２年に２５名のかたが清州市に行って、

向こうの住民自治委員会のかたと交流しました。しかし、今度は来られる際に、２週間前

までは名簿のリストも届き、ホテルやバスなど全部予約していたんですけど、残念ながら

延期しますという連絡がありました。美保地区のかたは非常に楽しみにしながら、春の総

会でも、毎年繰越ししながらも受け入れの予算を計上しているんですけど、なかなかうま
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くいかない。ここでも、一緒に美保音頭を踊ったりして仲良くしていたんですが、政治の

話が入ってくると非常に難しいなと思っております。しかし、これがうまく実現すれば、

美保地区の活性化になるのかなということで、ときどき企画調整課の方にも顔を出したり

しております。向こうからも交流員のかたが来ておられますし、何とかまた道が開ければ

なと願っているところです。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 体育館（ミニ）の建設について 

＜地域課題＞ 

 高齢化社会を迎えた今日、誰でもが身近で気軽に軽スポーツなどができるような環境を

整えることが重要である。美保地区には、市民体育館・勤労者青少年ホームの体育館があ

るものの、地区住民がなかなか自由に利用することが難しい。 

 乳幼児から高齢者まで、雨の日でも、風の日でも、雪の日でも、体を動かすことが健康

づくりに大いに寄与する。美保地区住民が、いつでも気軽に利用できる美保地区住民のた

めの体育館（ミニ）を建設していただきたい。 

 

＜担当部局の所見等} 

【教育委員会】 

 美保地区の皆様には、現在、美保南

体育館、勤労青少年ホーム体育館、美

保小学校体育館（学校開放事業）を無

料で利用いただいています。 

 地区の皆様が身近にスポーツに親し

めるよう、本市では多くの地区体育館

を整備しており、美保地区では美保南

体育館が地区体育館となります。バレ

ーボール２面と通常の地区体育館の２

倍の広さを有する美保南体育館は、美

保・美保南の両方の地区体育館と位置

づけられ、両地区共同で運営・管理いただいています。本市で最も利用者数の多い地区体

育館のため、なかなか予約が取りにくくご不便をおかけしていますが、既に近隣に複数の

体育館がある恵まれたスポーツ環境を考慮しますと、新たな体育館の設置は困難と判断し

ています。 

 一方で、本地区にある市民体育館は、耐震化や老朽化への対応が求められており、今後、

市民体育館の整備という全体計画の中で本テーマも含めて検討したいと考えます。  

 

（教育委員会事務局次長） 

 美保地区の皆さまには社会体育、そして生涯スポーツの推進のため、現在美保南体育館、

勤労青少年ホーム体育館、そして美保小学校の体育館、これは学校開放事業ということで、

無料でご使用をいただいています。地域の皆さまが身近にスポーツに親しめるよう、本市
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では多くの地区体育館を整備しており

まして、美保地区では美保南体育館が

地区体育館となります。バレーボール

コート２面としており、通常の地区体

育館の２倍の広さを有する美保南地区

体育館です。美保地区と美保南地区の

両方の地区体育館と位置づけられてお

りまして、美保南体育館運営委員会で

は美保南の地区会長さんが会長ですが、

副会長としては両地区の体育会長さん

も入っていただいて、体育館の運営を

していただいています。 

 ２４年度の実績としましても、２，

３４０件、約３万４，０００人のかた

にご利用いただいています。美保南地

区公民館と合築になっておりますので、

公民館職員さんの推計では約４割が美

保地区のかたです。ちなみに他にも全

部で２４館地区体育館がありまして、

だいたい１館あたりの利用平均は、約

１万人ぐらいということです。多くの

かたにご利用をいただいているという

ことです。他に勤労青少年ホームの体育館はバレーボール１面です。以前はコンクリート

打ちでその上にゴムを引いたような、スポーツする人とってはちょっと膝が痛むような体

育館でしたが、途中直しまして、今は板張りの体育館と、クッションもとれるような体育

館になりました。利用数につきましても平成２０年度、美保地区の皆さんに使っていただ

いた件数が４８１件、全体の約８割、利用者の方は５，１００人、人数的には８５％がこ

の体育館の利用者となっております。そして、小学校の体育館、学校開放事業でご使用い

ただいておりますが、バレーボール２面ということで、ほぼ毎日、バレーボール、卓球、

バトミントンということで使っていただいています。人口で申し上げるわけではないです

が、例えば湖山地区にあります湖山小学校の体育館はバレーボール１面で７００㎡、同じ

く浜坂小学校の体育館もそのような状況の中で、学校開放ということでご利用いただいて

います。 

また、美保南の体育館は本市で も利用者の多い地区体育館のため、なかなか予約が取

りにくい状況もあるとは思いますが、すでに近隣に複数の体育館があり、恵まれたスポー

ツ環境を考慮いたしますと、新たな体育館の設置はなかなか難しいのが現状です。一方で、

勤労青少年ホーム体育館の横にあります鳥取市民体育館、昭和４７年に造りました。４０

年経っていますが、耐震診断をしますと、やはり耐震補強を考えていかなくてはいけない

施設、そして、雨漏り、空調設備というようなこともあります。今後、市民体育館の整備

という全体計画の中で、テーマとして出ております体育館のことについても併せて考える
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というようなことで検討したいと思っております。 

 

（地元意見） 

 利用率など、どういうかたちで調べられたのか分かりませんが、私たちは年度当初に集

まって、その年の日程を決めてしまうんですよ。だから、確かにそういう意味では美保地

区の体育会などが利用しているのは間違いないです。ただし、我々が求めておるのは、そ

ういう定例的な行事でなくて、普段、住民のかたがちょっと運動をやりたいとかいうよう

なものが欲しい。じゃあ、例えば我々が美保の南に行って、ちょっと貸してくださいと言

っても借りられないんですよ。それから、以前、防災訓練をするのに、ちょうどここを改

修工事していたので、体育館に行って一部を貸してくださいと言いました。しかし、これ

も年度当初に決まっていますから駄目ですと言われました。ことごとくそういうかたちな

んです。従って、我々が求めている内容と、今説明があった内容とはちょっと違うんです。

一つ、住民目線のところで説明願いたいんです。こういう話は今までも何回も聞いており

ます。 

 

（地元意見） 

 勤労青少年ホームの体育館は、確か南中の生徒が使うんじゃないですか。生徒も美保の

利用者として数えられているのか、または本当に一般の人が、皆で何かスポーツがしたい

から貸してください、みたいな気楽な使い方をして美保って言われているのかちょっと分

からないです。実感がないです。そういうふうに、いわゆる普通の人たちが気楽に使えた

という感覚は一切持っておりませんし、美保南の体育館については美保南地区にあり美保

南体育館って書いてあるんですね。だから、美保の体育館ではない、と美保南の人たちは

思っています。行政の方で、美保南地区に作ったときに美保地区体育館としていただいて

いればまだいいですが、どうしても美保南の人は自分たちのものだという感覚しかないと

思います。バトミントンの大会で使わせてもらうのは年１回ですね。それから、バトミン

トンの人が週に１回使っておられます。そのように、まとまって申し込んで使っているの

はありますが、ちょっと今日行って、昼からでも空いていませんかみたいなことは一切無

理です。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 確かに他の地区体育館につきましても、それぞれバレーボールクラブだとか、バトミン

トンだとか、例えば何曜日の何時にはどこどこが使う、というところは美保南並びに美保

についてもそういう部分はあるとは思っております。ですから、ここの地域だけ特定とい

うことではないと思っております。逆に言いますと、空いた時間に使いたい、気軽に使い

たい体育施設というのは、今ご指摘を受けた美保地区においても理解はできます。しかし、

全市的にも気軽に使えるような体育施設というところで余力のある施設整備というのが実

際できてないところが実態です。全市的なご要望については、全市的な考え方でどうする

かということで考えていかなくてはいけないと、教育委員会といたしましては思っており

ます。 

それと、ホームの利用実績ですね。南中の方が、学校が早く終わったときに使われると
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いうことは認識しておりますが、私が今お話した８割というようなところに入っているか

どうかという詳細なところの資料を今日は持っておりません。またこの数字の基礎につい

てはお話をさせていただきますが、一般的に、昼間の時間帯よりも夜のほうが社会人のか

たは多いかなと思っております。中学生の部活動が使ったりしても、夜の９時や１０時ま

でということはありませんので、夜間については中学校の方と競合する部分はあまりない

と思っております。具体的事例ではないですが、一般的なお話でさせていただきました。 

 

＜補足：体育課対応方針＞ 

８割の中に南中の生徒は含まれており、その割合は２～３割程度です。（美保５：南中３：

青年２）時間帯は、夕方４時～６時であり、一般利用の少ない時間帯です。回数は平日週

２回です。 

 

（地元意見） 

 他の地区には、全部とは言わないですけども、地区ごとの体育館がある町内はかなりあ

ります。美保にはないですね。もうこの年になったらなかなか運動できないからそこまで

言いませんけども、若い頃はなんで美保には体育館がない、簡単に運動さえできないのか

不思議に思っていました。聞けば、美保には市民体育館がある、勤労青少年ホーム体育館

がある、これは美保の住民が好きなように使っていただいて結構ですという条件で建てた

って聞きましたけどね。実際は使えないのが現状なんですよ。だから、他の地区にあるの

に、なぜ美保にないのか、本当にそこを納得ができるように教えていただけませんか。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 美保南体育館という名称だということですが、実際、他の地区体育館があるところもあ

ります。それで一般的にはバレーボール１面の体育館ということでさせていただいており

ます。ですから、美保南という体育館の名称はしておりますが、美保地区と美保南地区に

ご利用いただくということです。理屈かもしれませんけど、バレーボール２面、他の地区

の体育館よりは大きいものを造って、２つの地域のかたにご利用いただきたいと思ってい

ます。距離感とか、実際利用しづらいということはあるかもしれませんが、考え方で２面

と、他の地区の体育館よりも大きなものを整備させていただいています。名前はそういう

ふうにはなっていませんけども、美保地区のかたにもご利用いただける体育館ということ

で、その当時は整備をさせていただいています。 

 

（地元意見） 

 美保南の体育館は美保地区と美保南地区の住民のためか、元々インターハイのときの練

習会場にして、本当は地区の体育館で別々に造れば良かったんだけど、そのときの事情で、

その辺が教育委員会として、ずっとそういう言い方されているように聞こえます。他の地

区の体育館は全部バレーボールコート１面だけでしょ。それで、美保南だけそうしたのは、

何か別の理由があって、教育委員会としては同じ答弁を繰り返されている。建設のときの

どんな補助事業であったか分かりませんけど、そういう目的で使って、いつも同じ答弁の

繰り返しになっているようにね。 
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（教育委員会事務局次長） 

 先程から地区体育館ということで表現させていただいております。近くで言えば倉田地

区の体育館、湖山地区の体育館というような名称でさせていただいております。ここの美

保南の体育館につきましては、地区という言葉は入れずに美保南の体育館ということで、

美保という言葉は入れていませんが、美保南地区だけの体育館ではないというようなこと

で整備をさせてもらい、名称もつけさせていただいております。それと、他の地区体育館

よりも大きい体育館だということは、結果としてインターハイの会場として利用したとい

うのは実態です。 

その補助についても、この地区体育館の整備の中で大きなもの、例えば有利な補助金を

使ったということはありますが、細かいところは覚えておりませんのでお答えはできませ

ん。しかし、利用実態として、年間のスケジュールが決まってしまうんだという中でも、

やはり両地区、会長さんか副会長さんが入って、それぞれの意見を調整しながら、利用計

画を立てておられるということで、共にご利用いただける施設だというふうに教育委員会

としては考えております。 

 

（地元意見） 

 この問題は１４、１５年前から、西尾迢富市長さんのときからお願いしてまいりました。

そしたら、市長は、心配しなくてもいい、美保南に美保と使えるように大きな体育館が造

ってあるから。それならこの名称を、美保・美保南体育館というかたちになんでしないの

か。私どもは、西尾市長にお願いしました。美保南体育館、これがやっぱり大きなネック

で、これでしたら上の方に美保・美保南体育館ということを入れてください。そしたら、

だいぶん美保の住民も納得できると思いますし、向こうの方も、これは共同で使うんだな

ということに理解していただけます。確かに説明がありましたように、今ここで美保のミ

ニ体育館を造れと言っても、それはとても無理だろうと思います。青少年ホームあり、体

育館あり、小学校、いろいろな体育の施設がありますから、せめて美保南体育館というの

を美保体育館・美保南体育館、これだけちょっと約束してください。そしたら、ある程度

納得はできると思います。十数年前から、前の市長さんのときからなんですから、そうし

ましたら、美保の住民もある程度納得して、あそこは共同の体育館だからという認識はだ

いぶん変わってくるんじゃないかなと思います。 

 

（地元意見） 

 実際、美保南の体育館を使おうと思えば、例えば、年寄りのかたがその年度当初の抽選

会に行けるかどうか、そんなことは実際にはあり得んでしょう。美保地区っていうのは鳥

取市で一番人口が多いんですよ。１万人以上いるわけです。その中で、年寄りのかたも体

を動かすということについては、健康維持につながるわけですね。そういった意味での体

育館が欲しいという要望なんですよ。だから、勤労青少年にしろ、美保小学校にしろ、自

分たちがそういう場所を取るためにはいろんな努力をしていかないといけない。そうなる

と、高齢者にはたいへんな負担になるわけですよ。従って、気軽に行けるという意味の体

育館を建ててほしいということです。 
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（竹内市長） 

 気軽に、いつでも空いている体育館というのはなかなか造れないわけですね。体育館は

利用が多いですから、どれだけ体育館を造っても、いろんな申込が必ずあり、予約が必ず

あり、いつでも空いている体育館なんていうのは論理的に無理だと思います。ただ、利用

しやすく運動ができる場所が欲しいということはよく理解できますので、今後、市民体育

館の耐震化とか老朽化への対応の中で、さらに体育施設の整備を充実させていきます。そ

ういう中で、また新たな可能性も出てくると思います。先程いろんなご提言をいただきま

したが、名前が変われば済む問題でもないような気もしますし、気軽に活用できる大きな

体育施設でなくても、簡単に体を動かす程度なら公民館みたいなところでもやってもおら

れるでしょうし、あり得るでしょう。ただ、スポーツということになれば、何らかの体育

館でなければならなく、そういうものは需要がたくさんあって、それぞれ予約もされます。

それで、予約して空いているところを使っていただきたいと言っても、なかなか使えない

という今のご意見に対しては、どう言ったらいいでしょうね。鳥取市は人口あたりの体育

館が非常に多い都市ということでありますので、これからどんどん作っていけるというよ

うなことは考えていけませんが、やはりニーズの多いところに対応して、いろんなかたち

でいろんな種類の利用が可能な体育館を用意していかないといけないことは私自身もよく

理解できます。 

そうした中で、美保地区の皆さまには美保南の体育館、これは美保南地区体育館ではな

いということです。他の地区体育館は必ず地区という名前がつくんですが、美保南にある

体育館ということで、両地区で使える体育館という位置づけで美保南の体育館は無料で使

っていただいているし、勤労青少年ホームや美保小学校の体育館もよく使われている状況

です。当然、これらが無料で使える状況を作っています。さらにニーズが高いということ

でありますから、これにどう応えていったらいいのか、我々としてもいろいろ検討をしよ

うとして、そこで出てきている答えが今後の市民体育館の改築になるか、あるいは改築ま

でいかないで耐震化については耐震補強になるか、これもこれから検討を詰めていかなく

てはいけません。そういった整備の中で、例えば県立の布勢体育館のように大きな体育館

と小さい体育館が１つの大きな体育館の中にあるような活用の整備の仕方も少し念頭にあ

って、今後、対応を考えていこうというのが答えの締め括りで書いております。人口も多

いし、ニーズも高いということは十分理解しましたし、理解深まっておりますので、今後

この地区内の体育館の整備にあたって、今おっしゃったご意見も考慮したいと思います。 

それと、提案がありました美保南体育館の名前を、美保と美保南の体育館ということに

なるようにということであります。この設置条例でどういうふうに書いてあるか確認して

みたいと思いますが、名称について検討という提案をいただきました。これは持ち帰らせ

てもらって、もう少し調査、検討します。そのことが文章になって表れているという可能

性もありますし、その上で美保南の人も美保の人も、気持ち良く使えるようにできないか

ということもありますので、再度、我々の方で検討したいと思います。いずれにしても体

育施設が利用しやすいように、あるいは空いた時間がどこにあるのかが分かるようにした

いと考えます。それから年度当初に全部埋まってしまったら、それは使えないようになる

わけで、少し自由な、使えるようなところを空けておくような予約のシステムができない
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か。または、地域の中での工夫の仕方というものがないのか。今言われたような自由に使

えるというかたちの時間帯、または社会人など今働いておるかた、リタイヤされたかたな

どいろんな状況に応じて利用のルールももう少し考えてみれば、使いやすいかたちになる

かもしれないと感じました。これも併せて今日の話を基に、年度当初で専門的にやってお

られるスポーツのかたが全部埋めてしまわないようなこともできないかというようなこと

を検討した上で、関係者と相談をしてみたいと思います。 

 

＜補足：体育課対応方針＞ 

条例の名称は、「鳥取市美保南体育館」となっています。名称変更の検討と併せ、美保・美

保南両地区で組織する美保南体育館運営委員会で利用調整の検討をお願いします。 

 

２ 鳥取市地域コミュニティ育成支援事業予算規模の拡大について 

＜地域課題＞ 

美保まちづくり協議会の設立後、市の支援により「美保まちづくり協議会」の活動が充

実してきた。 

 このような状況の中で、平成２３年度の行政評価結果において、市民委員会の評価とし

て、方向性は「改善継続」とされている。判定理由として「事業の効率性及び内部評価の

妥当性について、当委員会では否定的な意見が多い。まちづくり協議会ごとの取組み姿勢

や環境が異なることを踏まえながら、事業を大幅に見直す必要がある。」とされている。 

 美保地区のまちづくり活動を一層活発にするため、一律配分ではなく、地域の活動の状

況や地域の実情（人口規模等）を考慮した予算規模に拡大していただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

本市では、市民と行政が適切な協力関係で支え合う「市民と行政による協働のまちづく

り」の実現を目指し、市内６１地区公民館単位で、取り組みを進めています。 

 まちづくり協議会が各地区で設立され、地域コミュニティ計画に基づく協働のまちづく

り事業が各地区で展開されているところです。 

 まちづくり協議会の主要な活動財源としては、地域コミュニティ育成支援事業（コミュ

ニティ活動支援事業）を活用していただいているのが現状であると考えますが、地域によ

っては独自に国・県等の補助事業も活用されています。 

 また、まちづくり協議会への新たな支援策として、今年度から、協働による防災力向上

事業を追加するなど、本市としても、まちづくり協議会への支援制度充実に努めていると

ころです。 

 平成２０年度以降、各地域で取組みを始めていただいたまちづくり協議会の活動も、５

年以上経過しますので、各地域の実情に応じた多様な活動に対する支援の在り方について、

各まちづくり協議会等のご意見も聞きながら、改めて検討していきたいと考えます。 

 

（企画推進部長） 

鳥取市では市民と行政との協働によるまちづくりというものをずいぶん前から始めて
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おりまして、市内に６１の地区公民館がありますが、その公民館単位で、それぞれまちづ

くり協議会を設立していただきまして、この地域コミュニティの活動を担っていただいて

おります。このまちづくり協議会の主な活動の財源といたしまして、この地域コミュニテ

ィの育成支援事業、こういう補助金を活用していただいております。この美保地区は、よ

その地区に比べて非常に活発な活動を年間通じてやっておられるということで、正にこの

地域のコミュニティ、皆さんで協力して盛り立てていただいておるということで非常に感

心いたしたところです。 

このまちづくり協議会、人口が多いのにちょっと額が少ないんじゃないかというお話も

聞いてはいるわけですが、この地域コミュニティの支援事業の補助金も、すでにもう５年

以上経っておりまして、そろそろその制度の中身も見直す時期を迎えているというのは十

分承知しております。従いまして、単純に人口が多いからということで、その人数に応じ

て額を多くするとか、少なく配分するとか、そういうことではなく、やはり各地区でどの

ような活動をしておられて、どのような活動に対して支援をしていくのがいいのか、中身

を重視した補助金のあり方も検討していかないといけないと思っています。また、平成２

５年度からは、協働による防災力の向上という事業をやられたところには、従来の補助金

の枠にプラスして１０万円増額して交付できる新しい制度も設けておりますのでご検討い

ただければと思います。いずれにしても、来年度の予算要求もこの秋にはやってまいりま

す。そこら辺のタイミングも合わせて、それぞれの地域の実情に合わせた多様な活動、そ

れに対する支援のあり方について、それぞれまちづくり協議会がありますので、いろんな

ご意見もお聞きしながら、検討してまいりたいと思います。 

 

３ 鳥取市都市計画道路 雲山吉成線の早期全線開通について 

＜地域課題＞ 

 この道路は、既に一部で供用可能となっているものの、未開通部分に隣接する町内会（東

吉成・吉成稲場・吉成東団地・大覚寺山王団地・大覚寺南団地等）では、迂回車両等で非

常に危険な状況にある。一日も早い開通を要望する。 

 工事着工の時期と供用開始がいつになるのか明示していただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 用地買収が難航していた区間については、７月１８日～２０日間で物件移転を行ったと

ころです。８月以降、道路改良工事を進め、下水道、水道、ガス等の地下埋設の新設があ

りますが、平成２６年度の全線開通を目指していきたいと考えています。 

 

（道路課長） 

雲山吉成線につきましては、国道５３号線の鳥取消防署から県道八坂停車場線のグッド

ヒルを経由しまして雲山の雲山トスク店の方に至る道です。ご指摘のとおり、雲山側の１

６３ｍが、今まで用地買収が難航しており工事ができない状況になっておりました。今年

の７月１８日から２０日にかけて、支障となっております物件の移転が完了したというと

ころです。これで工事ができるような状況に現在なっております。工事につきましては、
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今年度、引き続き実施するという予定

にしておりまして、現在、工事発注の

準備を進めているところです。 

ただ、工事にあたりましては、下水

道管、上水道管、あるいはガス管など、

地下に埋設する工事も併せて実施する

予定にしております。これらの工事等

の調整も必要となってくるわけですが、

予定としましては平成２６年度の早い

時期に全線開通を目指したいと思って

おります。これから工事を実施してい

きますので、近隣の皆さまにはご迷惑

をおかけすることもあるかと思います

けれども、ご協力をお願いしたいと思

います。 

 

（地元意見） 

工事の完成は２６年度の早い時期と

お聞きしましたが、私の方では２５年

度で完成するということで担当係は来

ておりますが、どちらが正しいんでしょうか。 

 

（道路課長） 

 予定としては２５年度の予算で向かうということには変わりないですが、地下に埋設す

る工事との調整というのが出てきます。それで、予算としては２５年の工事ですが、役所

の事業の都合なんですけども、その予算の繰越しということで、３月に終わらないものは

その同じ予算を使って４月に入ってもということがございます。目標は２５年度完成を目

指しておりますけども、ここではっきり約束ができる状態でないので、２６年度の早い時

期という言い方をさせていただきました。 

 

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） 

 美保保育園の改築を２６年～２７年にかけてということをお聞きしたんですが、場所は

現在の位置で改築されるというお気持ちですか。それとも今のところは非常に狭い、道路

も出入りも非常に難儀しておられるようですが、どういうお気持ちでおられますか。 

 

（竹内市長） 

 ２６年度に設計をするために、２５年度に場所などを決めないといけないという意味は、

新築の方針で向かおうとしておりますので、その場合に場所ですね。今、美保保育園は非

常に大きな保育園でして、前面道路も狭いような状況もあります。ご指摘のようにこの場



 - 12 -

所以外の可能性がないか、今年度中に検討をして、現地の建て替えと新築移転の両面で検

討しておりますが、やはりご指摘のように面積が狭いと思っております。そういったこと

から、移転も含めて検討した上で、２６年度の設計、２７年度の工事ということで進めた

いと思っています。 

 

（健康・子育て推進局長） 

 現在の保育園の定員が１８０名です。敷地面積は２，６９５㎡。それで今新築する場合

の保育園が３，０００㎡ぐらいのところで、これで平屋にするのか、２階建てにするのか

ということ。それから定員の関係等もありまして、美保保育園は定員１８０名で非常に大

規模ですし、ご承知のとおり杉の子分園ということでグッドヒルのところに未満児の保育

園を分園として作っております。ですから、大規模な保育園について今のところ面積的に

は可能かもしれませんけど、駐車場や送迎のことなど含めてこれから検討していきたいと

考えています。 

 

（地元意見） 

 当町内には高橋という橋があるんですけども、大路川にかかっている橋です。そこは、

両側から通れる橋なんですが、細い橋です。それで、南大覚寺の方に向かって渡って来る

と、夜間、車のライトが住民のお宅にしっかりといきまして、住民としてはプライバシー

が完璧にやられているという状況が何年か前からあるんです。昨年の要望では検討してみ

るということでしたが、今年担当のかたにお聞きしましたら、予算がなかなか通らなかっ

たと。それで毎月報告しますからということで回答はいただいているんですけども、全然

進んでいないようで、たぶんこれは年度当初に決まっているものだと思うので、途中から

復活折衝があるわけないと思うんで、たぶん無理だと思います。しかし、プライバシーと

いうのは確保されるべきものなので、できるだけ早急にしてほしいと思います。 

 

（道路課長） 

 基本的には道路のことですので、交通安全、安全確保という視点から予算の中で、優先

順位をつけて事業の組立てをやっております。途中でというお話がありましたけども、事

業をする中で考えていた事業が安くついたりすることがあり、その中でどういう組入れを

変えていくかを検討することがありますので、そういう言い方をしたんだと思います。で

すので、どういう位置付けになっているか、この場ではっきり確認できませんが、帰りま

して状況を報告させていただきたいと思います。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

的場より大路川の「高橋」を渡り、南大覚寺地区に入る箇所については、河川の拡幅改修

により、道路が民地の家屋に近接してしまった箇所があることは、確認しています。       

民法上問題となる、道路面との距離が１ｍと接近している箇所については、本年度より順

次施工の予定としております。 

 

（地元意見） 



 - 13 -

 災害時のときの避難場所についてなんですが、美保地区では、地区として民生委員と防

災会と災害時に元気を出していただけそうなかたを選んで、神戸の防災未来センターの視

察に行ってきました。地区には避難場所というのが地区ごとに設定してあります。それで、

若葉台には避難場所は、指定していないように思うんですけども、あそこは結構場所が高

いので、若葉台としては必要ないのかもしれません。しかし、鳥取市としては、ああいう

ところに避難場所を指定していただくと、例えば、我々の地区で万が一、災害で水深が深

い所に住んでいる人は、若葉台の方面に逃げた方がいいんで、美保地区の中で対応するの

ではなく、災害の少ないところにも避難場所を設置した方がいいと思うんですが、いかが

でしょう。 

 

（竹内市長） 

 若葉台地区全体でみれば、小学校もありますし、地区公民館もありますし、避難場所に

なる場所はあります。ですから、見られた図面をここで確認はちょっとできませんが、実

際には避難場所として指定されるべき場所はあります。それで、その他にも環境大学とか

大がかりな施設などもありまして、グラウンドにしても体育館にしても校舎にしても、か

なりの収容力があります。鳥取市が指定する避難場所に、環境大学はしていないと思いま

すが、今、言ったように、避難場所として適当なところに避難していただくことは、まず

災害が起こったら美保地区の皆さんは、美保地区の中でないといけないということは、我々

全く考えていません。一番自分として移動しやすい、そして安全な場所に地区外であって

も避難をしていただきたいと思っています。 

豪雨とか浸水の被害と地震の被害ではまた違ってくると思いますが、特に浸水関係であ

れば、確かに崖のあるようなところはいけませんが、少し高台のところが好都合だという

のは間違いがないと思います。若葉台まで行かなくてもという感じはしましたけど。 寄

りの安全な場所に避難していただくことを我々も想定しておりまして、それぞれ避難した

かたがどこに何人ぐらいおられるかを、鳥取市として把握して、必要な食料、水、その他

物資もお届けするというような体制で考えています。この美保地区の中を流れる新袋川あ

たりは、殿ダムが出来たことで治水効果が高まっていると感じており、以前は浸水の青色

が塗られているところが、だいぶ上流から袋川はなくなってきています。この新袋川に至

っても同様であろうと思っていますが、千代川の方からの危険というのも相当大きな雨に

なれば、まだまだ残っております。そういう場合も、２階建て、３階建ての建物が学校含

めてありますので、そういった場所に避難をいただくようなことを重視していただければ

と思います。 

お考えとして、若葉台に限らないと思いますが、他地区の防災箇所も充実させており、

今、鳥取市が指定しているだけで、基本的には避難した場合には収容できると計算してい

ます。そういうこともありますので、他地区も含めて避難先に、臨機応変に考えていただ

いて、大きな災害になれば避難場所を移動することも想定しておりますので、安全な場所

に避難していただきたいと思います。これからもそういった場所が増えてくれば、指定も

していきたいと思います。 

 

（地元意見） 



 - 14 -

 山陰ジオパークで湖山池もその中に入っていますね。その景観のために、ヒシを採って

いると思うんですが、ヒシの除去ためにかなりの年数をかけましたね。恐らく１０年近く

やられたんじゃないかと思うですけども、最終的にどっかの業者に頼んで船を持ちこんで

されたと思います。それで、費用だけでも数千万円の費用が出たんじゃないですか。結局

１０年近い期間に恐らく１億円以上の費用がかかっていると思うんです。子どもでも分か

ると思うんですけども、採る時期で完全に除去できたんじゃないかと思うんですよね。花

が咲いて実がつくようになってから除去したって無理でしょ。春先の花が咲くまででした

ら、恐らく全量採れたと思うんですけど。せっかく我々の血と汗と涙の税金を使ってされ

る仕事なので、適切な時期、適切な場所にぜひともそのお金を投入していただきたい。傍

から見ていてほんに無駄な税金の使い方だったと思います。今、池の方に海水が入ってい

ます。海水が入ったために淡水の生物がほとんどいない、池じゃなくって海の状態になっ

ているんですけども、この状況はいつまで続けられるでしょう。 

 

（深澤副市長） 

 この取組みはヒシの除去ということだけでなくて、かつては、湖山池は淡水というより

汽水湖であったと我々は理解をしております。樋門を昭和３０年代に湖山川に設置して、

海水が流入しないようにということで、それは農業用水として利用するなどいろんな目的

があったと思いますが、そういったことを人工的に行ってきた経緯もあります。そのよう

な中で、自然環境等も変わりまして、水質が汚濁してきたというような問題があり、その

中でヒシやアオコが繁茂して、それを除去していく取組みもありました。これは主に県が

取組まれた事業です。もちろん市も協力してこの取組みを行ったんですが、周辺の地域の

皆さまからも、かつてのきれいな湖山池をなんとか取り戻すことはできないかということ

もあり、県と市が一緒になり、地域の皆さんの理解をいただきながら取組みました。そし

て、塩分濃度を少し上げようと、どれくらいの塩分濃度が適当なのかいろんな考えもあり、

アンケート調査をさせていただきました。 

その結果、一番多かったのが東郷湖並みですね。県の中部に東郷湖という湖があります

が、そこがだいたい２，０００～５，０００ｐｐｍぐらいでしょうか。そういった汽水化

を目指していこうということで、昨年から樋門を少し開けまして、海水を流入させたとい

う経緯があります。現在、自然条件等なかなか我々が予見できないところもありまして、

塩分濃度が７，０００ｐｐｍと少し高い状況です。これを何とか目標としております２，

０００、３，０００～５，０００ｐｐｍぐらいに少し下げる必要がありますので、今、湖

山池の樋門の調節も行いながら、この目指すべき塩分濃度に持っていこうとしているとこ

ろです。できるだけ早い時期にそういった目指すべき塩分濃度に持っていきたいと考えて

おりまして、県と一緒になって今取組んでおるところです。 

 

（地元意見） 

 それ、もう今実際にやっておられる。 

 

（深澤副市長） 

 やっております。 
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（竹内市長） 

 ヒシの除去にはほとんど県の事業として、いろんな船も入れたり、大変な経費がかかり

ました。鳥取市も関連して同じような事業もしました。実際の除去作業が、適切な時期で

なかったかどうかは、十分に確信を持って述べられないですが、ご指摘があるとすれば、

そういうふうにやった方がいい場面も当然あったから言われているんでしょう。それはそ

れで適切な時期にしていれば、もっと少ない費用でできたということは振り返ってみれば

言えるかもしれません。湖の周辺の皆さんにとっては、波が打ちつけるとヒシが庭に来る

とか、アオコが発生したり、ヒシも悪臭を出たりして大変で、迷惑な状況がどんどん高ま

ってきたときに、除去の作業をやっていたという面もあったかもしれません。ただ、ヒシ

の除去のために塩分を入れたのでなくて、実際は蘇らせようということですね。４０年代

の初め頃までは湖山池を泳いでいる人もいましたし、水産生物も多くて豊かな湖だったの

に、今じゃあ水も汚れて非常に大変、その上にいろんなヒシやアオコの被害がいろいろあ

りました。 

いずれにしても、今、塩分濃度が行き過ぎたり、あるいは雨が降らない中で、貧酸素状

態で魚が死ぬとかいろんなことが起こっています。塩分濃度が高いと淡水の方に押し寄せ

て淡水の動物が被害を受けるということもあります。東郷池程度の塩分濃度で大和シジミ

が育つぐらいのものというのが我々の目指しているところで、水産事業者も農業者も合意

した点でありますので、そのあたりに塩分濃度を調節する。それから、貧酸素状態を解決

するために、酸素を注入するような取組みも県、市が連携して行おうというようなことで

考えております。１、２年のうちには、水門操作及びその他の経験を積んで、雨が降らず

温度が高いときどうしたら湖山池の生物を守られるかということも十分に考えて、今後、

湖山池の管理をしていきたいと思っています。ジオパークも重要なポイントだと考えてお

りまして、これは県、市共同で取組みを進めていきたいと考えています。また、いろんな

状況についてお知らせもしていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 適切な時期に適切な場所にという、２年も３年もやって、目指す実績が上がってない。

上がってないのにまだ繰り返して結局１０年近くもやられたという。じゃあ、なぜ目指す

結果が出てこないか、その検討がなされてないということが残念なんです。だから、せっ

かく我々の税金を使ってされる事業ですから、やはり１年２年やって、結果が出なければ

何らかの方法を変えてやるという姿勢がほしいんです。 

 

（地元意見） 

 吉成３丁目は国道５３号線の市民体育館のところから県道八坂線まで７００ｍくらいあ

りますが、その内の半分は住宅地です。それで、平成１０年前後に住宅地は、スーパー堤

防の関係で補償するから退けと言われ、十何軒が退いて、それから５年後ぐらいにスーパ

ー堤防ができました。ですけど、住宅地は半分くらいですから、スーパー堤防が半分ぐら

いでもう完成。鳥取市が何でスーパー堤防に反対して土地を売ったのか。本来は住宅地よ

りもスーパー堤防をはじめにして、住宅地もすぐ堤防の改修をしてくださいと言うんなら



 - 16 -

分かります。しかし、鳥取市は非協力的で、堤防拡張には協力しないという感じで、何の

ために税金を投資して半分住宅地ができて、鳥取市がスーパー堤防に反対しているのか、

その辺の見解がほしいです。美保地区は、スーパー堤防が切れたらもう吉成地区全滅です

からね。何か考え方があったら、情報としていただきたいということです。 

 

（竹内市長） 

 大路川の堤防を拡張したり、堤防を上げたりする取組みですよね。鳥取市が反対をして

という事実は全くなく、これは反対しているのではなく、県の事業が遅いんですよ。県の

事業が遅くて、我々はいつでも来てほしいぐらいに思っていますが、なかなかこなかった

んですね。ですから、ある意味で県の事業の進捗の問題ということで、我々も治水安全度

が高まる方がいいですから、県の公共事業に反対するということは、市は全くしたことも

ないし、考えたこともないです。長い間疑問に思っておられ、申し訳なかったとは思いま

すが、反対している事実はもちろんないし、県の河川の整備の計画の中で、住宅の方をな

ぜ先にしたかについて私もこの場では説明できません。鳥取市としては、県に対して早く

してもらうことがありがたいと思いながら、なかなか進まないということが実態です。お

そらく他のかたもそのような実態として、事実関係を理解しておられると思います。 

 

（地元意見） 

 回覧板の件と、ごみステーションの表示のことについて。回覧板は行政側と公民館側か

ら町民に知ってほしいこと、あるいは知らせるべき文章を挟んで、回覧板に挟んで回して

います。これは確か６月か７月の自治会の席上で聞いたような記憶があるんですが、市側

に予算措置をお願いしたもので、その回覧板は予算措置ができるものか、それが１点。２

点目は、ごみステーションの表示について、うちの町内ごみステーション７ヶ所あります。

町内会に毎年このごみステーション表示の分類方法の表示板が１枚しか出さないというこ

とで、あとは町内会で買ってくれということで、１枚が１，１００円するんですね。それ

で、これ１枚は支給するけれども、あとは町内会で買いなさいということですが、せめて

２枚ほしいと思ってお訊ねをします。 

 

（協働推進課長） 

 まず、回覧板ですが、市の方で予算をつけてというふうなことは現在ありません。この

回覧板につきましては、地域によっては、業者さんが２年に１回広告を取って作って無償

で配られる地域があることをお聞きしております。それ以外の地域については、何らかの

かたちでそれぞれの町内会さんで調達をしていただいていると考えております。それで、

２４年度の自治連の会議の中で、その広告分がない地域もあるということで、自治連の方

で希望があるようならとりまとめをしようと各地区で希望をとりまとめ、２４年度の後半

だったと思いますが、取組まれた経過もあります。その中で、注文されたということもあ

ったのではないかと思います。 

それで、市の方で予算化というあたりにつきましては現在そういう状況で、これまで何

とかそれぞれの地域で努力をいただいているところです。できましたら、自治会の補助金、

各町内会均等割りで３万５，０００円と、所帯割り、 終的に地区の活動費で使われる部
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分があり、各町内にどれくらいのお金が下りてきているかは私どもは承知できていない部

分もありますが、そういう自治会の補助金の中から活用していただく。 

それから上限３万円ということで、地域の納涼祭や清掃、そういうことで活用していた

だいている町内会さんもたくさんあると思いますが、そういう活動の一部必要な物品とい

うことで、そういう事業の中で購入していただくことをお考えいただけたら幸いというふ

うに考えます。それから、ごみステーションにつきましては、市民運動推進協議会の中で

ごみステーションの看板は１町内会１枚、それ以上必要なかたはということでお願いをさ

せていただいています。１つの提案としましては、もし必要ない町内会がありましたら、

そこの部分を地区全体の中で融通が利くような町内会がありましたら、不用な町内会の分

を必要な町内会に回すというかたちで調整がいただけたらと思います。実際にそういうお

訊ねがあり、そういうお答えをしている地域もあります。また、少なくとも２枚無料にな

らないかというあたりにつきましては、持ち帰らせていただきまして、市民運動推進協議

会の役員会等、来年度に向けての課題ということで相談をさせていただけたらと考えてお

ります。 

 

８ 市長あいさつ 

 今日はこの美保地区の地域づくり懇談会で多くのかたにご参加をいただきまして、熱心

なご議論をいただきました。いずれも身近な課題で、そして地域を良くしていこうという

思いの中でのご発言でした。私としても、もう少し対応できるところ、特に先程のごみス

テーションのお話なども、本当に今必要なのに１枚足らないというあたりで調整できると

ころなど、市の方で何かお役に立てるような円滑な方法がないのかいろいろ感じました。

毎年新しくごみステーションの分類を出さないといけないところばかりじゃないと思いま

すので、古くなったり、壊れたりしているところを取り換えられるんだと思います。本当

にお困りな点があれば、また言っていただければ、我々自身もいろいろ調整できるんじゃ

ないかという気持ちでお聞きしておりました。議論の大前提である人口も非常に多い地区

で、活動も活発で、そして街の中心部に非常に近い位置でありますので、いろんなかたち

で地区内外のかたの活動がこの美保地区の中で展開されるということもあります。こうい

う中でいろいろご苦労もあり今日のご発言になっていると思います。ぜひ、ちょっと持ち

帰りにさせていただいたことを含めて、しっかりと議論をしていきたいと思います。 

今日は砂田市会議員さんもいらっしゃいますから、砂田議員さんを通じても、いろんな

お話をお伺いしたり、地域の実情について解決すべき課題の中身、あるいはどういうふう

に進めていったらいいかなど、相談もしたいと感じております。ぜひ積極的にこれからも、

市に対してご意見を届けていただきたいと思います。皆さんの貴重なお時間を割いてご出

席いただいてのご発言をしっかりと受け止めて帰らせていただきますので、今日の地域づ

くり懇談会の議事録と、いろいろ持ち帰らせてもらった課題をこれにいろいろ書き加えて、

またお届けすることでお返事にさせていただきたいと思います。 


