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浜坂地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年８月２０日（火） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 浜坂地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２７名 

市側出席者  １５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、坂本福祉保健部長、国森都市整備部次長、河井教育委員会事務局次長、

冨田障がい福祉課長、植村林務水産課長、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 

 まず地域の概要です。世帯数は６月３０日現在で２，８８３世帯、人口は男性が３，５

３３人、女性が３，８２１人、合計７，３５４人と住民票ではなっています。その中で町

内会に加入をしていただいているのが１，９３２世帯ということで、率でいきますと大体

６７．３％、他の地域と比べたわけではないのですが、もう少し加入率が上がればと考え

ています。 

 さて、この地域を知っていただくために地域の概要を紹介させていただきます。中ノ郷

中学校は、来年早くも創立３０周年を迎えることになりました。生徒数は３６１名、２８

名の先生方によって指導をしていただいています。 

 浜坂小学校の管理棟校舎は、ごく最近新築されました。浜坂小学校の放課後児童クラブ

のあすなろ教室の校舎も新しい建物で、鳥取市には随分お世話になっています。ところが、

浜坂小学校体育館は、改築が非常に待たれます。ざっと築４０年になりまして、２０年ぐ

らい前だと思いますが、途中一度フロアを張りかえられた経緯がありますが、随分雨漏り

もしますし、見ただけでこれは大丈夫かなという感じがします。 

 浜坂地区の中でも江津は、区画整理事業が終わって随分町の様子が様変わりしています。

写真にあえて枯れた街路樹を撮らせてもらいましたが、実は町並みを事前に写真を撮りに

行ったときに、地域の住民の方が駆け寄ってこられて、街路樹の話をされました。大体市

は何を考えているのかと、このクスノキというのは降雪地帯といいますか、山陰のように

雪が降るところでは全く合わないと。見ますと、大体３分の１は枯れている状態です。そ

れから育っていないという状況もあります。これをぜひとも見ていただいてお考え直しい

ただけたら大変ありがたいなと思って、あえて枯れたクスノキを出させてもらいました。 

 それから利便性の向上に革新的に役立っていますのは、環状線です。八丁目のあたりが

この浜坂では一番北の端っこになるのですが、多分この環状線を利用すると、駅南のステ
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ーションのところまで１０分かかるかかからないかという状況になっています。これは地

域住民にとっては非常に明るい材料になっています。 

 この浜坂はまだまだ新興住宅といいますか、新しい住宅が次々と建っていて、一番大規

模なのは八丁目です。八丁目が今や２００戸を超える団地になっています。八丁目は町内

独自で夏祭りを盛大にやっておられます。同じように宅地造成が進んで東ひばりヶ丘やあ

さひヶ丘で次々と住宅が建って、賑わいを増しています。 

 それから、非常によく整備された重箱緑地というのがありますが、本当に地域で誇れる

緑地帯になっています。遊園地も整備されていて、休みの日などは非常にたくさんの家族

連れでにぎわっています。 

 それから浜坂東一丁目は、幹線道路の並木がもう２０年ぐらいになりますので、非常に

街路樹の体をなしています。いい具合に見えますが、江津は２０年たってもこんなことに

はならないと思いますので、早速お考えいただけたら大変ありがたいなと思います。 

 それから、いなば幸朋苑というのはご存じの施設ですが、なかなかいっぱいで順番が回

ってこないそうです。 

 一方、古い入居地に目立つ空き地で、みどり会という固有名詞を出したら、私はみどり

会に住んでいるので、あまりよくはないのですが、一番最初に入居されて４０年を超える

ような住宅があったところです。次の世代を担われる方が次々とよそに出てしまわれて、

後継者がなくて空き家になって、やがて更地になっているという状況です。 

 それから公民館のすぐ前、浜坂団地の中に県の所有地であった警察官舎が６棟ぐらいあ

ったのですが、今は全部それが解体されて更地になっています。こういうところが増えて

います。 

 まちづくり協議会の取り組みとして、平成２２年当初からずっとあいさつ運動を推進し

てきました。標語や広報車を活用した啓発活動の推進、それから協議会の活動の広報や啓

発の一環として「まちづくりＮＥＷＳ」というのを出しています。この８月で６６号にな

ります。これは全戸配布をしています。 

 次に、助け合い運動の推進で、ここ２年、町内班活動の活性化に力を入れています。班

会議という難しい名前をつけていたのですが、会議というのではなくてもいい、ただのよ

もやま話をするための集いであっても何でもいいですから集まっていただきたいというこ

とで、だんだん班活動に取り組んでいただける町内が増えてきています。 

 ３番目に、共助の組織づくりというのがあります。町内会長、それからオアシスまちづ

くり協議会の執行役員、自治連合会の執行役員ざっと３０名ぐらいで組織するまちづくり

部会で、いよいよスタートしようと。特に災害時要援護者支援制度に取り組むという決意

を８月６日にしたところです。それから、防災マップも今年度中につくろうとしていまし

て、今月末に各町区から原図が出ることになっています。今年度中には全戸に配布できる

ように申し合わせをしています。 

 それから、通称五大事業と呼んでいる事業があります。自治連合会とまちづくり協議会

とが共催してやっています。新年を祝う会は元旦にしています。それから小学校との合同

運動会は例年５月です。地区の納涼盆踊り大会が８月の第１土曜、敬老会は９月の敬老の

日、公民館文化祭は１０月の最終土日を予定しています。こうした五大事業を全町挙げて

取り組んでいて、公民館ももちろんそれに関わっています。 
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 五大事業について、新年を祝う会ではワンコイン互礼会で５００円を出しながら、みん

なが集ってあいさつを交わす。同じ元日には室内のグラウンドゴルフや、あるいは恒例の

もちつきであるとかマラソンあるいはウォーキングといったものをやっています。 

 合同運動会は、小学校の児童が４８０何名いますので非常ににぎやかで、多分家族など

も含めますと１，５００名から２，０００名ぐらいは来られるのではないかと思います。

大にぎわいで浜坂にこれだけ人がいるのかという感じで、いつも印象深く受けとめていま

す。仮装行列もこの合同運動会の中で非常に人気のある種目です。 

 納涼盆踊り大会は８月でこの前終わりました。盆踊り大会という横幕は１２万円をかけ

て新調しました。しゃんしゃん祭に出たグループの方１４名に特別参加で盛り上げていた

だきました。 

 敬老会は、まだことしはやっていませんので、去年は、地域に小学校が１校とあすなろ

保育園、それから千代保育園、浜坂保育園、鳥取第三幼稚園と４園ありますので、それぞ

れステージ発表していただいて、賑わいを添えてもらっています。地域の方々のいろんな

出し物もありました。 

 公民館文化祭も去年ですが、まちづくり協議会が出店を出したり、ふだんの教室、講座

等の活動の成果を発表してもらっています。ミニコンサートのようなものも開かれて、コ

ーラス、ウクレレ、健康講演会はさとに田園クリニックの森田さんというお医者さんに来

ていただいて、講演をしていただきました。喫茶室「オアシス」は２日間営業して大変盛

況をきわめています。 

 さて、今まで取り組んできて成果を期待したいこととしていますが、あいさつ運動をず

っと続けてきていますが、啓発のパネルをつくったり、あるいはポスターをつくったり立

て看板をつくったりして、かなり学校ともタイアップしていて、浸透してきているように

思います。一番大事なことで、たかがあいさつといいますが、されどあいさつでありまし

て、大変重要な取り組みをしてきていて、かなり成果も出つつあると感じています。 

 それから集い、ふれ合い、助け合いといいますか、そういうものを広げるためにいろい

ろな団体の方々のお力を得て、いろんな事業に取り組んでいます。グラウンドゴルフもあ

り、「ぐりとぐら」という読み聞かせのサークルがあるのですが、一年に何度か親子あるい

は児童等を集めておはなし会をしていただいています。サンタクロースもやってきました。

ひよこクラブでは、乳幼児を連れた親子がインストラクターに体操を習って、親子体操を

しています。それから青少年育成会議のお世話で毎年ヤマメのつかみ取りを安徳の里公園

に行ってやっています。親子連れで、大体例年１００人前後は参加していただいています。

上野山でリンゴ狩りをしたり、親子でもちつきをした後にきな粉もちやぜんざいに舌鼓を

打ったり、ジオガイドさんのお世話になって、たそがれどきの砂丘で自然観察をしたり、

夜空を見上げて星の観察をしたりと、いろいろな取り組みを通して人々のきずなを深めて

います。 

 今後の課題として、やっぱり町内の加入率が６７％ではいけないので、もうちょっとそ

れを上げたいなということで、地域住民のつながりを強めるための取り組みを積極的にし

ていきたい。防災マップも今年度中に全戸配布を目指しますし、災害時要援護者支援制度

もスタートさせました。それから町内の自主防災組織の確立も今、力を入れて取り組んで

いますが、まだ全部はできてないので、これも課題として報告させていただきます。 
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６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 町内会加入率の促進策について 

＜地域課題＞ 

 コミュニティ形成の重要性に対する認識の温度差が大きく、町内会長が１年交代のとこ

ろも多いため地域がまとまりにくい状況にある。役員選任にも苦労しており、その方法や、

町内会加入促進のための何か方策はないか。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

 自治会・町内会の皆様には、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、

深く感謝申し上げます。 

 高齢化の進展などにより、町内会活動の継続に懸念を抱かれる声は、他地域からも伺っ

ています。 

 震災以降、防災やコミュニケーションの面で地域のつながりの重要性が高まっていると

ころでもあり、このような観点からも町内会活動の必要性をご理解いただけたらと思いま

す。 

 地域の住民相互の交流事業などを開催される場合には、コミュニティ活動支援補助金（１

町内会３万円、補助率３/４）も活用いただけます。 

 また、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、まちづくり協議会や

自治連合会などでも話し合っていただけたらと思います。  

 本市も、町内会加入促進について、自治連合会と一緒になって、広報等に努めてまいり

ます。  

 

（企画推進部長） 

 この自治会、町内会の皆様にはさまざまなコミュニティの活動と同時に市民と行政をつ

なぐ大切な役割を担っていただいていまして、改めて深く感謝申し上げます。私どもに配

付していただきました「まちづくりＮＥＷＳ」の４月１日号の最初の右下の方に、浜坂の

自治連合会ではということで加入率が非常に低いということや、どうしたらいいのか、皆

さんで一緒になって考えていきましょうという趣旨のことをまさに書いておられます。一

言で言えば、私どもも同じような考え方でありまして、加入率の促進の特効薬はどうだと

言われて、こういう特効薬がありますよというのは実のところ、持ち合わせていないとい

うのが現状です。ただ、そうはいいましても粘り強く声をかけていくというのが一番大事

なことなのかなと考えています。 

 ２０１１年の東北の大震災以降、防災面での共助、ともに助け合うという機運が非常に

高まっています。これは鳥取市においても同じでして、やはり何かあったときにお互いに

助け合うというのは、ふだんからのコミュニケーションが大変大事になってまいります。

そういった意味でもやはり町内会に入っていただいて、日ごろから顔を合わせて、いろん

なコミュニケーションを図っていただくというのが一番大事なのかなということです。 

 「まちづくりＮＥＷＳ」に書いてありますが、町内会費が高いがあまりメリットがない
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という声も実際にあるということであれば、町内会の中である一定の年齢、例えば高齢者

の独居世帯の方には町内会費を少し減免するとか、これはそれぞれ町内会独自で考えてい

ただかなければいけませんが、加入しないという方のいろんな事情をよく調べていただき、

そういう方々とも話し合いをしていただいて、例えば町内会費の問題ですと、条件を設定

して会費を少し安くするといったやり方もあるのではないのかなという思いもあります。 

 いずれにしても鳥取市全体の町内会の加入率は６９％足らずで、この浜坂地区は６７％

ということで、鳥取市全体の平均にちょっと足らないぐらいです。一戸建てはやはり加入

率が非常に高いわけですが、集合住宅の方がどうしても低いということは鳥取市全体で言

えることです。いずれにしても困ったときにお互いさまで助け合う、そういった意味でも

町内会というのは非常に大事だということで、市報やケーブルテレビなどさまざまな機会

をとらえて町内会への加入を呼びかけていきますが、ぜひ地元でも、未加入者の方に対し

ていろんなお声かけをしていただきたいと思います。 

 

（地区会長） 

 入会しない理由の一つに会費のことがあるとおっしゃいましたが、私は全然そうは思っ

ていないのです。そうではなくて４０代、５０代の中堅クラスの方たちが集合住宅等に入

られたときに町内会に入らない。戸建ての人は大体入るのです。会費など問題ではなくて、

そこが問題だと思います。 

 実は鳥取市の自治連合会で福山市の自治連合会と同じテーマについて意見交換をしまし

た。福山市の自治連合会は福山市協働のまちづくりということで、あなたも自治会、町内

会に加入しませんか、住んでよかった、住んでみたいまちづくりのためにという、立派な

チラシをつくって配っておられます。鳥取市の自治連合会がすればいいではないかという

ことですが、そうではなく行政もバックアップしていただきたい。いざというとき、頼り

になるのはご近所です。早く地域に親しむために、災害等もしものときの助け合いのため

に、子どもや高齢者を見守り、安心・安全のために自治会、町内会へ加入をお勧めします

と書いて、あなたのお住まいの地域の自治会、町内会の名前は何々町内会です、町内会長

はだれだれさんです、公民館はだれだれさんです、電話番号はこうですと書いて、しっか

りした用紙で配っておられます。 

 よく聞いてみたら結局、集合住宅やマンションに入る人の加入率が悪いわけです。新築

のマンションについては、業者に入居者を募集するときには町内会に入ってくださいとい

う条件つきで入ってもらうという働きかけを

しているという取り組みがありましたので、

そういうことも参考になるのではないかなと

思います。市の自治連合会がすればいいので

すが、やはり行政もバックアップしてもらっ

て、そういう方向にしたら一つの解決策にな

るのではないかと思います。 

 

（企画推進部長） 

 貴重なアドバイスと受けとめさせていただ
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きます。転入があったときの町内会の加入の

ご案内ということで、鳥取市ではパンフレッ

トを転入されたときにお渡ししています。た

だ、表現を大分工夫したつもりですが、まだ

まだかたい部分があるのかもわかりませんし、

これを見たら、やっぱり入らなければいけな

いなと思うような、訴えかける力をもう少し

工夫できるのではないかと思います。先ほど

ご紹介がありました福山市の分もまた参考に

させていただいて、パンフレットですので幾

らでも変えていくことはできますので、より効果が上がるような内容にしていきたいと思

います。 

 それと、集合住宅を建てられます折には、やはり家主さんに、町内会に入っていただく

ように我々もお声かけはさせていただいてはいますが、そうはいっても強制というわけに

なかなかいきません。この点についても粘り強くお声かけをさせていただいて加入率の促

進に努めたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 町内会加入について、鳥取市でもパンフレットのようなものをつくっているということ

はもとよりご存じだと思います。 

 もう一つ、コミュニティ活動支援事業補助金の３万円がありまして、これが浜坂地区で

は２５年度、９町内会が申請され、活用されていると聞いています。９町内会ということ

は、まだ活用されていないところがあるということですよね。これは自主的にやっていた

だけばいいので、こちらの方から押しつけ的にこの補助金お使いになりませんかという筋

合いのものではないと思っていますが、コミュニティの活動支援補助金というのは基本的

には何に使ってもいいような、あまり制限をつけていません。幅が広がってきています。

ぜひ町内会加入のきっかけになるような活動を考案していただくようなことがあれば、現

在そのコミュニティ支援補助金は年間３万円ですが、毎年のように活用されている町内会

もあります。既に活用されているところも活用されていないところも、何とか町内会のま

とまりというか、毎月１回寄り合いをして、みんなが特定の曜日とか日に会って簡単なお

話し合いの機会を持ちましょうとか、何か活動しましょうということを考える中で町内会

の活動への理解とか参加も求めていけないか。コミュニティ活動支援という市の活動の支

援制度に乗っかって、町内会が主催者で町内会に入っている人、入っていない人にかかわ

らず呼んでされたらいいので、そういった活動を続けられる中で１家族でも２家族でもそ

れぞれの町内会で、では私も入ろうかしらというところが出てくれば、これはじわりじわ

りですが、町内会の加入率を増やすことができる。まだ活用されていないところはぜひ活

用してほしいし、活用されているところもそういった悩みを共有しているところであれば、

町内会加入を促進する趣旨で活用いただければなと。これは特効薬はないのですが、工夫

していただければということで補足をさせていただきました。 
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２ 災害時要援護者支援制度の普及促進について  

＜地域課題＞ 

 「共助」の基盤である隣近所のつながりが希薄なため、災害時要援護者支援制度に取り

組むにもその要援護者の把握や支援者探しに大変な困難を伴う。また、名簿を作成した後

の個人情報の管理にも不安があり、他町内会の管理方法など、何か方策はないか。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【福祉保健部】 

 本市では、災害時にひとり暮らしの高齢者や障がい者など、援護が必要な方々が避難等

の際に支援を受けることができるよう、地域住民の皆さんの相互の助け合いによる「災害

時要援護者支援制度」を平成１８年３月から推進しています。平成２４年度末で全市６２

地区中５５地区で取組みしていただき、要援護者の登録者数は、５，４６８人となってい

ます。 

 この制度への取組みをされる地区には市から６５歳以上の高齢者のみの世帯及び重度障

がいのある方（本人が情報提供に同意された方）の個人情報を地域へ提供しています。こ

の情報を要援護者の把握に活用していただいています。 

 要援護者に対して、災害情報の伝達や安否確認等の支援を行っていただく支援者の選定

につきましては、日頃から地域の見守り活動等を行っていただいている、民生児童委員の

方を中心にとなり組福祉員、愛の訪問協力員の方々と自治会の方が連携をとって進めてい

ただきたいと思います。 

 要援護者情報の更新につきましては、地区ごとに更新年（１年～３年）を決めていただ

き取組みをお願いしています。その際には市から対象者の個人情報についての提供を行う

こととしています。また、個人情報の管理につきましては、市で引継書の様式を作成して

いますので、ご活用していただければと思います。 

 災害等の緊急時には、行政支援を待つより地域で主体的に対応することがきわめて重要

であることは過去の大規模災害の被害状況からも明らかになっています。また行政と情報

を共有することも要援護者を支援する上で重要となります。地域の中でご理解いただき災

害時要援護者支援制度への取組みを進めていただきたいと思います。 

 なお、この制度の取組みのくわしい内容につきましては、別途説明会を開催させていた

だきます。 

 

（福祉保健部長） 

 今年度の取り組みの主な課題として災害時

要援護者支援制度の立ち上げに取り組みます

という宣言をいただきました。本当にありが

とうございます。 

 まず災害時要援護者支援制度で、災害時要

援護者とは何ぞやということですが、自分や

家族の力だけでは安全な場所へ避難ができな

い、また避難場所の生活にさらに大きな困難
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があるなど、周りの人の手助けが必要な方

です。高齢者の方、特にひとり暮らしなり

高齢者世帯だけの方、そして障害のある方、

そして状況により支援が必要な方、そうい

う方を災害時要援護者の対象者とさせてい

ただいています。 

 地域においてはまず自助ということが必

要です。その過程の中での助け合い、そし

て地域の中の家庭と家庭との共助、それが

最も必要な時代となっています。災害が起

きたときにはまずもってそこから出発していく、そこが一番原点になっています。例えば

阪神・淡路大震災からの教訓ということで、平成７年の大震災のとき、倒壊した家屋など

によって閉じ込められて脱出できなかった方は約３５，０００人いらっしゃいました。そ

のうち警察、消防、自衛隊、要するに公の力で救出された人は７，９００人、約２２％で

す。ところが残りの８０％近く、２７，０００人近くの方は家族、そして近隣の住民の方

によって救出されているということで、地

域の方の助け合いで命が救われているとい

う状況です。 

 そのような状況を踏まえ災害時に情報伝

達、安否確認、それに避難誘導、そういう

ことができる体制をつくらなくてはいけな

い。そして要援護者の方が安全に安心して

暮らすことができる地域づくりをしなくて

はならないということで、この制度が目的

としてつくられています。 

 内容としては、市役所の方から、まず対

象者の方のリストを地域の自治会長さんを通じてお渡しします。そして、支援者の方等が

その要援護者のリストに載っていらっしゃる方にお話をしていただいて、その内容で分か

った、私たちを助けてくださいということで登録に同意される方が出てきます。その方の

同意書を地域の方が集めて市役所に渡す。

そして市役所から、その地域の方に同意書

をまとめた台帳をお渡しするというシステ

ムになっています。 

 事業の説明をこのたび、まちづくり協議

会さん、総会でことしの７月にさせていた

だきましたが、地区に出かけて担当課が説

明しなければいけません。どういう制度な

のかということを周知して、地域の人によ

く知ってもらわなければいけませんので、

今後、９月の敬老会とか人が集まられる機
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会に市の方が出かけていって説明していきたいと思っています。その際、他の地区ではチ

ラシをお配りしている、あるいはチラシをご自身でおつくりになっている地域があります。

市報に挟んで配られたり回覧板に挟んで回覧されたりしている地区もあります。そういう

取り組みをしていただくように説明をさせていただきたいと思っています。 

 そして次の段階としてリストの作成、提供ということで、これを２部、市が作成しまし

て、要するにひとり暮らしの高齢者の方あるいは高齢者だけの世帯の方あるいは障害者認

定で１、２級の方、そういう方たちが要援護者の対象者でないかということでリストをつ

くっています。それを自治会長さんへ提供させていただきます。そのリストをもとにして

要援護者の対象者の方に、それぞれ地域の例えば民生委員さんとか町内会長さん、となり

組福祉員さんとか、あるいは愛の訪問協力員さん、自主防災会の方も一緒に取り組んでい

ただきたいと思います。訪問していただいて、それで災害時要援護者登録申請書を提出し

ていただき、６番目の最後に台帳を作成すると。その台帳を市が作成させていただきまし

て、要援護者の方にもその方の対象の分をお渡しします。支援者の方には、支援者にその

対象の方をお渡しします。そして地域の代表者の方に自治会長さんを初め３部、すべての

台帳をお渡ししたいと考えています。 

 これが一連の流れです。これを１年ごとに更新あるいは地域によっては２年ごと、ある

いは３年ごとに更新するたびに新しい情報を加えたリストをまたお渡しします。そのリス

トで同じ流れで台帳を作成していく形になっています。 

 対象者の方は、実は浜坂地区は７８７名がリストアップされています。そのリストをお

渡しする前に地域への説明を担当課が出かけていってさせていただきたいと思います。そ

れに当たられる自主防災会の方にも説明させていただきたいと思っています。 

 ここの中で一番気にかけていらっしゃる個人情報については、その対象者のリストをお

渡ししたときに町内会長さんから、こういう形で管理していただきますということの誓約

書をいただきます。他の地区は、例えば公民館さんの方に預けられたり、自主防災会さん

の方に渡されたり、要するに即時動けるわけですから、そういう形で管理されているとい

うことです。それでまた更新の時期が来ますので、町内会さんの方から更新のお話をいた

だいたら、新しい方のリストをお渡しします。それについてまた同じように話をしていた

だいて、それをまた台帳を同じような形で

保管をしていただくという流れになってい

ます。 

鳥取市全体で６２地区のうち５５地区が

もう取り組んでおられます。台帳も作成さ

れています。トータルとして、３月３１日

現在５，４６８人ということで、２０年度

から２４年度まで取り組まれた地区が８、

１６、１０、１６、５でトータルが５５地

区です。 

 

（地元意見） 

 要援護者支援ということで、災害時のときの救助はいいのですが、ふだんからの見守り
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が具体的には、どういったことなのかというのを知りたい。浜坂地区の要援護者として七

百数十名押さえていらっしゃるのでしたら、同意ということなしにすべて対象になるべき

なのかなと考えていますし、登録の同意とか、お話を持っていけば、やっぱり町内でも災

害時とか避難の状況でお荷物になりたくないという考えの方もいらして、同意に躊躇され

る方もいらっしゃるだろうといったところがあります。登録の同意というのは本当に必要

なのかどうかを、根本的なことになりますが伺いたいと思います。 

 

（福祉保健部長） 

 まず見守りというのは地域で行われているのかということですが、例えば地域の中には

愛の訪問協力員さんとか、となり組福祉員さんとか、要するに地域の中でそれぞれのお年

寄りなり、手助けが必要な方へのお声かけをしていただくようにお願いしている方がいら

っしゃいます。したがって、それが見守りになるかどうか分かりませんが、お声かけをし

ていただいているのが地域で行っていらっしゃる見守りの範疇だと思いますので、ご理解

いただきたいと思います。 

 それと、対象者が分かっているのなら、同意は必要ないのではないかというお話でした。

対象者というのは６５歳以上の高齢者のみの世帯、そして身障者手帳１、２級あるいは療

育、要するに知的障害、精神障害の方の障害等級が一番高いという方で、同意は必要ない

のではないかということで、我々行政の方もそれは強制的に情報をお渡しして援助をして

いただきたいと思うのですが、やはり個人情報の中身というのは、ご本人が自分の情報を

他人に知っていただいて、自分の状況を理解していただいて、そして動いていただくとい

うことが前提となっています。今、個人情報保護ということが大きな大きなネックになっ

ています。そういうところがもしなかったら、恐らく行政の方は簡単にこういう形でやっ

てください、お願いしますと言われなくても、こういう人たちがいますので、自主防災会

さんでもちょっと見てくださいという話になると思います。今は申しわけないですが、個

人情報の保護ということがありまして、ご本人の同意が大きなネックとなっています。そ

れを乗り越えながら、地域の中で理解を得ながら、そういう方たちの同意を得ていただい

て地域でその人たちを守っていこう、見守っていこうという、そういう動きをしていただ

きたいと思っています。法的にはそういう大きな縛りがかかっているということをご理解

いただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 この災害時要援護者支援制度というのは法令に基づくものか、それとも市の条例に基づ

くもので根拠的なものは何でしょうか。といいますのは、内容的に見ると、地域にすべて

のことを任せたような形になっています。最後の注意事項を見ますと、ある点では責任は

ありませんよという書き方にもなっています。本当にこういう制度をきちっとするのであ

れば、町内会なり、会長さんあたりがそこに行って説明する段階で市の担当者がきちっと

同席しながら説明していくという体制づくりが必要ではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

（福祉保健部長） 
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 国の全体の動きの中で鳥取市において、災害時要援護者支援制度を創設させていただい

ています。これは各自治体すべて同じ取り組みをしています。これを全部丸投げというこ

とではありません。その中で支援者の方がいらっしゃらないということであれば、その地

域に出かけていって、同意を求めるために一生懸命説明し、そして活動していく中で苦労

されている方と市の担当者も一緒にやっていきたいと思います。それを丸投げしようとは

考えていませんので、ぜひご理解いただきたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 実際に説明員の人がきちっと説明できるかということがあるのではないかと。特に高齢

者になると、なかなか内容的に理解できない部分もあるかと思います。そういう点を含め

て、制度が何だか分からないが、一応市内のみんなでやっていますという言い方もあるか

もしれない。結局責任の所在というのが、もやもやっとしているのではないかなと感じま

す。 

 

（福祉保健部長） 

 そのようなご不満なりご不信を与えるようなことがないよう、しっかりと市の職員も明

確に答えられるような形で説明させていただきたいと思っています。 

 先ほどの国の法律があるのかというご質問ですが、２００６年にガイドラインを国が定

めています。それに基づいて各市町村がこういう取り組みを行っているということです。 

 担当はその地区、公民館なり自治会の単位で説明に出かけています。それで台帳の作成

に当たってのいろいろな注意点とか、どういった形で一緒にやっていきましょうかという

提案をさせていただいています。 

 

（竹内市長） 

 同意が要らないか要るかという話で、地域の中での人と人との関係がやっぱり基本にな

っているので、市がこういう方が該当の候補者だということを選び出したとしても、それ

は地域で要援護者、援護される人と援護する人と１対１の地域の人間関係がないと実際に

機能しません。そういう意味からも本人及び関係の人の理解と同意ということがこの制度

の基本であると我々は感じています。個人情報の問題があるから同意が要るという面もな

いわけではありませんが、それ以前の問題として、この制度の本質が助ける人と助けてあ

げようという人とのいわば人間関係に基づく合意が前提となっているので、そういう意味

でこの制度はある種の同意といいますか、そういうことを基礎にして組み立てられている

と私自身は思っています。 

 それからもう一つ、確かにこの制度は法律ではなくてガイドラインに基づくとはいいま

すが、全国的に実施をされていて多くの民生児童委員の方とか、社会福祉協議会の関係者

の方とか、いろんな方のお力を借りながらじわりじわりと広げてきている制度です。モデ

ル地区を決めて重点的に実施するというのが鳥取市のここ近年のやり方で該当者を増やし

ています。その地区に指定されたら、行政から説明の場面とか、あるいは１対１の説明で

も必要に応じて職員が出向くなどして、この制度の普及を一つ一つ広げていこうという考

え方で取り組みたいと思います。それは担当課に行ってもらって、出向かせていただくと
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いうこと。常に全部立ち会うということはできないかもしれませんが、必要な場合には対

応するということで直接、地域の市役所の職員ですから、市内の浜坂地区のこのお宅で説

明しようとしているが、いろいろ聞かれて答えるために職員も来てくださいというのがあ

れば、あらかじめいろいろ実施に当たって相談した上で実施できるようにしたいと考えま

す。 

 

（地元意見） 

 要援護者支援制度のちょっと解釈が違うなと、例えば避難所への移動が困難な方と書い

てありますが、介護保険で要介護４や５の人は、さっきの７８７人の中で掌握できている

かどうか。さっき言われた６５歳以上の世帯というのは分かるが、要介護４や５の人は住

民基本台帳ではそういう介護者の区分まではできていないと思います。もう一度この辺の

説明を周囲の人にしないと、対象から漏れてしまうと思います。 

 それと、個人情報の件で市は極力同意を求めてという方針は分かりますが、今、国の方

でいう個人情報の取り扱いは公益に資する部分の情報活用という部分では利用できるよう

になりました。そういう意味では個人の承諾を得なくても、例えばさっき言った７８７人

のうちのだれさんとこれさんの同意がなくとも、そういうリストの中に載せておかないと

いけないなあというのが国の方針です。その辺をぜひ話しをしたいなと思います。 

 

（福祉保健部長） 

 このたびの７８７名の中にはご指摘のとおり要介護、その度合いというのは全く考慮さ

れていません。ただ、考慮の対象は高齢者の方のみの世帯とか身障の１、２級という情報

だけのものです。今後、そういうことも加えながら皆さんにお互い助け合う方はどの人か

という情報をいただきながら、こちらとしてもどういう情報が一番いいのかを考慮してい

きたいと思っています。 

 そして同意の上の義務化ということですが、確かに今法律が通って、この名簿をつくり

なさいと義務化されています。ただ、そういっても地域の中において、その地域づくりを

するには、義務化だからしなさいということではなくて、こういう人たちと地域が見守っ

ていこうよというお互いの話し合いなり、顔と顔を合わせて会話をしていくとか、そこら

辺はやはり国の方も担保しています。申しわけありませんが、個人情報という意味合いで

はなく、そういう意味で取り組んでいただきたいと思っています。 

 

７ 市政の課題についての意見交換（フリートーク） 

（地区会長） 

 女性の中で話が多いことの一つに、１００円バスをなぜこっちの方には回してもらえな

いのでしょうかということがあります。この浜坂地区は郊外でして、土日になると、定期

バスは休みが多くて、便数が３分の２ぐらいに減ってしまって、土日に町に出ようと思う

と不便を来しています。聞くところによると、智頭街道とか若桜街道とか、定期バスがい

っぱい通るところに１００円バスがいっぱい通って、タクシーを利用しなくても１００円

でどこにでも行けると、同窓会等で女性が会ったときに話に出るそうです。それに比べる

と、浜坂地区はあまりにも差があり過ぎるなと。どういう基準で運行は設定されているの
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か知りませんが、どうも不公平感があるように思います。もう少し過疎といいますか郊外

といいますか、せめて病院とかショッピングセンターに行くために１００円バスを回して

もらえないでしょうかというお願いです。 

 

（竹内市長） 

 １００円バスの構想は私の前からありましたが、私が市長に就任してから、実験的に始

めて大分定着をしてきています。基本的な考え方は基本料金の区域内です。普通の路線バ

スは距離に応じて料金が上がってくるシステムで、今は基本料金１６０円区間の中でやっ

てほしいということです。全体の交通の仕組みの中でそれよりも遠いところを１００円バ

スに回られると、路線バスの運行上、赤字をより大きくしてしまうということで、バス会

社の方も利害関係者になって反対をするという一つの前提があります。基本料金の１６０

円区間のところを、それもできるだけ競合しないように１００円バスは走ってほしいと。

だから、路線バスが走っていないようなところもある程度まちなかを細かく走っています。 

 最近、緑バスという若桜街道、智頭街道を巡回するバスをつくりました。以前、路線バ

スというのは市内循環というのを割とやっていたのですが、市内循環は結局、路線バスに

とっては非常に負担が大きくて減らしていきたいと。だんだん減ってくるとまちなかの循

環が非常に悪くなるし、まちなかの循環を増やしたいというので、それまでは赤と青で、

町の中心部の若桜街道や智頭街道は基本的にはあまり通らないようにしていたのですが、

新たに緑バスを今年度からつくりました。市内循環が結局、収益性が悪いということでバ

ス会社の方はできるだけやめたいと。ただ、郊外から来る路線バスを少しは回さざるを得

ないので、駅に着くまでに回すとか駅から出るまでに回して郊外に行くとか、そういうよ

うなことを考えています。これが基本的な一つの全体の制約条件になっています。 

 ただ、例えば湖山で２００円の循環バスができないかとか、現実に気高とか鹿野とか、

あるいは福部でも２００円バスを運行しています。青谷でも運行しています。そのように

地域ごとに循環しているところは別にあります。浜坂の路線バスで駅まで行くと片道１本

でも高いですよね。便数も少ないし、費用も高い。これは何とかしなければならないと思

っていますが、１００円バスを活用して、１００円で行けるのかと。いや、２００円でも

いいから２００円で行ってくれと言われますが、それは基本的に大赤字になりそうだし、

路線バスが動いている限りはちょっと無理なんです。これは何回もいろいろ検討してみま

した。そこでいっとき回数券の割引だとかをしてみましたが、これも財源との関係で回数

券の割引がうまく制度として定着できなかったので、６５歳以上の高齢者の場合のバスの

定期、これは高齢者パスと言われていますが、鳥取市はこれを３割引きにしています。そ

ういうものを利用していただく方法もあります。３カ月、６カ月あるいは１年のパスがあ

りますが、そういったものが３割引きで、ちょっと高いと言われる可能性もありますが、

高齢者でバスをよく使われる方にとっては有利です。 

 路線バスはそもそも、もうちょっと乗ってもらわないと困るんです。要は１００円バス

で浜坂の地域の中でどこか目的地、中央病院とか北ジャスコというのはなかなか難しいの

で、できたら乗り継いでいただいて今、できるだけ延ばして相生町あたりまで来るように

しました。国道の通りは路線バスが通るから１００円バスは通ってほしくないというとこ

ろの調整などをして、相生町の渡辺水産のショッピングセンターのあたりとか、あの辺は
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くるっと回るようにして袋川よりも北に出ています。そういうところでうまく乗り継いで

いただいて、あとは１００円バスのルートで移動していただければいいのかなと。今度は、

乗り継ぎ割引というのをつくろうかなということを考えつつあります。路線バスプラス１

００円バスという乗り継ぎ割引です。工夫したいと思いますし、バスもある程度乗ってい

ただければ、赤字部分は市がある程度補填しますが、バス会社負担部分が必ずありますの

で、工夫して運用したいと思います。乗る者がいるからこういう時間帯のバスを増やして

くれという話であれば、いつでもまた相談に乗らせてもらいたいと思います。 

 

（地元意見） 

 市庁舎の分で、整備を進めるために早急に全体構想ということを書かれています。市長

は、マスコミ等には８月末には何とか一定の方向性をという発言がありました。ぜひ９月

議会が始まりますので、その辺を意識して市長のお考えを聞いてみたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 庁舎の問題はご存じの方は多いと思いますが、昨年の５月２０日に住民投票がありまし

た。これはいろんな経緯を経ながら、鳥取市議会としても新築移転か、耐震改修プラス一

部増築と、この２つの案のどちらを皆さん選ばれますかという住民投票をしたわけです。

投票結果は耐震改修の方が大体割合でいうと６割、新築移転の方が４割という割合で投票

数は出たのですが、その後いろいろ議論がありました。２０億８，０００万円でできると

言われていた内容は、その案のとおりはできないではないかということも判明したりして、

結果として住民投票の結果に従ってどうするべきかというのは、議会の方も調査特別委員

会の最終報告では具体的に明確に出てきていないわけです。 

 年がかわってからは条例に基づいて専門家委員会の検討が始まり、それに基づいて今、

鳥取市の執行部の方で市庁舎整備推進本部という本部をつくって案の内容をまとめるべく

検討しています。現時点では基本方針案という一つのたたき台の中で庁舎整備についてい

ろいろな考え方を出しています。その中の一番中心的な部分は防災と市民サービスの窓口。

窓口については一元化して統合しようと、防災については、大きな災害が起こったときに

対応できるような充実した内容のものをしっかり整備しようと、そういう庁舎の整備の分

野が防災と市民サービスの２分野については現在の本庁舎とか第二庁舎のある尚徳町、鳥

取赤十字病院の隣のところですが、ここではなくて、かねてからずっと鳥取市が確保して

きた駅に近い市立病院跡地のところに整備しましょうという考え方を案の中で出していま

す。 

 既存の庁舎をどういうふうに使うかということは、まちづくりの考え方とか、あるいは

耐震改修して使うとすれば、どんな費用がかかって結果的に得か損かみたいなことも含め

て費用の面も検討しましょうと。あるいは庁舎は、どんな配置が鳥取市が行政を行う上で、

あるいは市民の皆さんがご利用いただく上でふさわしいか、適切であるか、こういうこと

で既存の庁舎の取り扱いを決めましょうというところまでは打ち出しています。それに基

づく全体構想は、８月にはまだ出てこないので、防災と市民サービスの分野の中間報告と

いう検討成果をまとめて、議会の皆さん、調査特別委員会もありますので、ちゃんとそち

らの方に報告をしたい。 
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 全体構想は、あまり年度が押し迫って方向が出ても新年度の取り組みに結びつけにくい

ですし、たまたま今年度は私にとりましては３期目の任期の４年度目に当たります。この

２５年度が任期の最終年度になっていますので、ぜひともできるだけ早く、意識としては

年を越すようなことがない形で全体構想の取りまとめをしなければいけません。推進本部

の中でみんなに早くまとめようということを激励しまくっているところです。それでも市

民の皆さんからは遅いと、何をしているのかと、住民投票からも時間が相当たっているぞ

と。新年度に入ってから、６月に方針は出したのですが、それからでも７月、８月とたっ

てきていますので、まず夏から秋ぐらいに出せる部分は出して、冬にかかるころに全体構

想はまとめていくようなことを目指しています。 

 これまで市庁舎整備にいろいろ積極的に前向きにかかわっていただいた方々のご支援、

ご理解をしっかりいただきながらまとめていきますので、今のご質問は頑張れと、早くま

とめろというエールだと思ってお聞きしたいと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

 浜坂地区の皆さんには貴重な時間を割いて、こうして地域づくり懇談会にご出席をいた

だきました。ぜひ地域一体となって協働のまちづくりの精神でこれからの浜坂地区の生活

する上で不便な点とか、いろんな点を一緒になって考えて、鳥取市も行政としての力を出

してまいります。住民の皆さんのご意向もお伝えいただき、一緒になって汗をかきながら

地域をよくしていく取り組みを進めていただきたいと思います。 

 私のところに来ていたお話で、浜坂七丁目の道路整備をもう少し考えてほしいというの

がありました。こういったご要望にもお答えしようということでいろいろ考えていますの

で、個別のいろんな課題でも、町内会単位でのいろんな課題でも、できれば地区会長さん

を通じたり、公民館長さん、オアシス浜坂まちづくり協議会といった組織を通じて連絡調

整していただければ、我々の方は積極的に取り組んで解決すべき課題を解決していきたい

と思います。 

 我々は、皆様のお役に立ちたいと思っていますし、課題を解決したいと思っていますの

で、その辺は信じていただいて、声をかけていただきたい。いろんなチャンネルがありま

す。市長への手紙という制度もありますし、市民総合相談課という課もありますし、各業

務の担当課ありますので、業務の担当課でなかなか分かりにくかったら市民総合相談課へ

行ってもらうとか、声をかけてもらうとか、また、市長への手紙という方式でも、個人で

お手紙をいただいて、お答えもしていますので、遠慮なく声かけをしていただきたいと思

います。 

 いろんな課題を抱えながら、まだまだ働く場を増やしていくとか、若い人の定住を増や

す。看護の専門学校のお話も、環境大学の話に続いて鳥取市に若い人が高校を出て進学で

きる場にもなるわけでして、そういったことから若者定住につなげたいと考えています。

それから三洋跡地も取得しました。これは、今度は企業誘致に大いに活用して働く場を増

やす具体的な戦略を練っていこうと思っています。ぜひこのような鳥取市の前向きな取り

組みを、うまく皆さん一人一人あるいは地域の中で活用していただきたいと思います。 

 浜坂地区のますますのご発展と地域の皆さんのご活躍を期待申し上げています。今後と

もどうぞよろしくお願いします。 


