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面影地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年８月２３日（金） １９：００～２０：３０   

２ 会 場 面影地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３８名 

市側出席者  １５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、藤井環境下水道部長、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 

（まちづくり協議会長） ※スクリーンに基づき説明 

 面影のまちづくり協議会の活動は、平成２２年度より本格的に始まっています。２年前

の平成２３年にもいろいろ報告しましたが、今日はそれ以降のことに関してご報告申し上

げたいと思います。 

ここ２年間の活動報告で、１番目に面影地区の史跡案内板の整備を行いました。これは

前に元々あったんですけども、ボロボロになって、尾崎翠の住居跡は、もう字も見えない

ような案内板でしたので、一応全部変えることになりました。尾崎翠の文学碑は、面影小

学校の方にあります。それから土肥彦兵衛の墓、尾崎翠の旧住居跡、岡本柳翁の墓、それ

から東今在家の橋紀功碑、松尾惣左衛門の墓、新の子宝地蔵、それから正蓮寺にあるいせ

路の道標、この８つのところを全部きれいな案内板を整備しました。子宝地蔵や土肥彦兵

衛の案内板も面影の史跡の方の団体さんの協力を受けました。 

 それから、平成２０年から始まっています継続事業で、雲山の方の面影山の方に遊歩道

がありまして、その散歩道に歌碑が全部で３７本あります。これも２０年以上経ちました

ので、腐れて中には全く跡形もないようなものもありました。それで、平成２２年に１２

本、平成２３年に５本、平成２４年に１７本、要は２０年ぐらい持つというようなタイプ

の型に変えまして、残りが３本になりましたので、これは平成２５年の事業の中で残り３

本を全部やってしまおうと考えています。これもあまり、知られてないことがあります。

今は、実際は３４本しかないんですけども、１本１本見てみますと、非常に有名なかたの

文学碑があったりしますので、ぜひともこれはきちんと完成したいなと思っております。 

 それから３番目に、面影山ウォークラリー。秋のもみじシーズンを中心に面影山を散策

し、史跡を巡ったり、クイズを楽しんだりして面影に親しむという名目で、２３年、２４

年に約５０名ずつ子ども等にも参加していただいております。雲山の八幡宮のところを見

学したり、塩釜神社や上山神社のところも散策します。 
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今までの３つはだいたい継続事業でしたが、４番目に防災マップの作成は、去年の大き

な課題として作ることにしました。前回の地域づくり懇談会において、課題として挙げら

れた防災事業の１つとして、平成２４年、去年の７月より面影地区防災マップの作成に取

り掛かり、平成２５年２月に完成しました。２，３００の全戸に配布することができまし

た。これが平成２４年のメインの事業であり、区長のかたがたの多大な協力の下に完成す

ることが出来ました。 

 面影地区防災マップに、１５町区全部を１つにまとめることはかなり難しいんで、１５

町区を３地区に分けてそれぞれに各町区の区長さんに全員協力していただいて、まず各地

区の消火栓、それから消火槽、それからポンプの設置場全部を調べていただいて、それを

１枚１枚地図にシールで貼り付けました。それから、一時避難所、それから小学校とか中

学校とかの大きな広域の避難所、それを全部写し込み、なおかつ危険地帯、がけ崩れの危

険地帯、それから土砂崩れ、そういうものもありますので、面影地区のところの土砂崩れ、

これも市の資料から全部選びまして、全部地図の方に塗り込みました。それで、そのころ

にちょうど殿ダム完成後の大路川が氾濫した場合の予想浸水ハザードマップが新しく出来

ていましたので、それも全部写し込むようにしました。ただ、前回の防災マップと違って

変わったのは、殿ダムの完成によって、大杙のあたりが全く浸水をしなくなりました。で

すから、数年前の地図ですと 初は大杙のところなんかは緑いっぱいです。今は新しいの

で、真っ白なんですが、 初のころは確か、黄色と緑でいっぱいでしたので、この大杙の

位置でも２ｍほど沈む予定でした。もうそれは絶対ありえないという、殿ダムさんの方か

らの、１００年経っても絶対大丈夫という安心の下に作りましたので、真っ白い大杙にな

っています。本当に大丈夫かなと思ったんですけども、一応それを信用して、大杙の皆さ

ん、ほっとしたと思われます。これに関しては市の危機管理課の方に地図の提供から、資

金のこととか、本当に多大なる援助を受けまして、この場をもちまして本当に改めてお礼

を申し上げます。ありがとうございました。 

それから、今年度の事業予定です。面影山文学の道の歌碑の取替えが残り３つになりま

したので、これを今年度中にやります。それから面影山ウォークラリーの３回目を行いま

す。それから忠魂碑山道手すり設置、これが大きな金のかかる仕事になるんですけども、

実は忠魂碑というのが大杙の方のふたば作業所の上の方にありまして、そこにつながる階

段が実に急でして、お年寄りとかが上がるのもかなり苦労されるということで、まだ端か

真ん中かははっきりしていないんですけども、取りあえず手すりを上まで伸ばす予定にし

ています。これは防災面からでも非常に重要ですし、文学の歌碑の道の一番 初に当たる

場所でもあります。ここを上りやすくするということが非常に大事なことになりますので、

ぜひともこの手すりの設置を完成させたいと思います。 

これからの課題として、防災の意識を低下させることのないよう、防災マップだけでは

なく、地震や水害に対するマニュアル作りもこれからの課題として取り上げております。

市の方が防災ハンドブックを出されますが、面影も独自に防災ハンドブック作りを考えて

います。 

それから、面影山の歌碑を取替えたり、史跡の案内板を作っても全く知らないかたが多

いということで、面影に親しんでもらうためのさまざまなアピールをどんどん考えていき

たいなと思っています。 
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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 地区公民館調理室の拡張について 

＜地域課題＞ 

調理室は公民館新築時に設置されたもの

で、現在では手狭で（３７㎡）設備も古く、

特に配食サービス日の使用は困難になって

いる。そのうえ、衛生上も問題あると思わ

れる。早急に改善してほしい。 

（以前改善要望を出し、調査され、現状で

は要望に応えられないとのこと） 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

 調理室の利用に当たってはご不便をおかけしております。 

 前回（平成２３年）の面影地区地域づくり懇談会において、面影地区公民館の会議室増

設と調理室拡張の要望をいただきましたが、今回、改めて、面影地区公民館の調理室の拡

張要望をいただきました。 

 調理室拡張と会議室増設については、利用

実態を踏まえたうえで、次の改修検討案をも

とに、平成２６年度事業化に向けて関係者の

皆さんと具体的な協議を始めたいと考えてお

ります。 

 

※改修検討案 

 事務室前の畑地を利用して調理室を新築す

る方向で、また、併せて要望のあった会議室

の増設については、現調理室を会議室に変更

する方向で検討します。 

 

（企画推進部長） 

今回、面影地区公民館の調理室の増築をご

要望いただいています。と同時に会議室もち

ょっと手狭であるということで、平成２３年

も同じご要望をいただいておりまして、どう

いった内容で答えたらいいのかということで

いろいろと考えておりました。現在の調理室

は、ざっと面積が３８㎡程度、調理台が２台

ということです。 近の公民館はだいたい調

理室が４８㎡程度で調理台がだいたい３台ということですので、この面影の調理室は 近
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の公民館の調理室に比べれば非常に手狭であ

るということで、配食サービスですとか、さ

まざまな他のグループにかなりの頻度で利用

していただいていますが、非常に手狭で、衛

生面等でも非常にご不便をおかけしていると

いうことでした。 

それで、今回考えていますのは、玄関を入

られてすぐのところに事務室がありますが、

その横に現在、畑のような格好で使っている

土地があります。そこに４５㎡程度の調理室

を増築しまして、調理台も３台はこの広さで

すと十分置けますし、他の設備も充実させてここに増築すると。それで、今、調理室であ

るところは調理台を取り払い、会議室に改修して、現在その隣にある会議室との間を、言

えば可動間仕切りのような格好で、広く使えるような会議室にさせていただきたいという

ことで、来年度から取りかかりたいという思いでおります。 

 

（地区会長） 

 調査をされて、このようにできそうだと、それで、最終的に調査した結果、お金がない

から止めたということしか私は聞いていなかった。今日、これを見たらここの人はみんな

絶対時間の問題でやってもらえると思いますよね。そういう意味で、ここまでやられたん

であれば、かなりの検討もされた上で資金面も考えた上の報告だと思いますので、期待を

しております。 

中身をもう少し、報告というか参考にしていただければ助かるんですが、特にこの食堂

で困っているのは、皆さんご存知のように、地域活動で配食サービスを月に２回やってい

ます。そのときの配食の数というのが、１回で３６食やるんです。その３６食作る人が６

班に分かれていて、１班が１２名～１３名でこの配食の作業をやっています。先程言われ

た３７、３８㎡の中で１３人が行ったり来たりしたら、おそらくお互いに尻をぶつけなが

ら作業をやっておられるんです。それで普通の料理教室だったら今日は時間がないから止

めようで止められるんですが、この配食だけは絶対に時間内に作って持っていかないとだ

めですから、そういう意味ではぜひ、もっと作業性のいいものにしていただきたい。それ

に会議室を作ってもらうことは拒みませんけど、この調理室だけは絶対にやっていただか

ないと、これから、行政と我々自治会が共助の部分で、フォローは絶対していかないとい

けないと思っています。ぜひ市の行政の方でやっていただく分については、改めて再度お

願いをしますので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 今、確実なんだねという念押しがあったように感じましたが、今日以降、調整を始めて

平成２６年度の新年度事業に計画がまとまれば盛り込みたいということで、初めいろいろ

考えて作りました。現在の調理場をちょっと外に広げるようなことはできないかというよ

うなこともあったんですが、それじゃ会議室もなかなか少ないので利用が多い中で会議室
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の問題が解決しないし、隣地との境界線があってあんまり広げられないんですね。事務室

の外に畑が６８㎡ぐらいあるということで、畑がなくなったら困るという意見も一方では

あるのかもしれませんが、そこを調理室に増築するということで、ざっと計算すると、こ

れだけの改修をすると３，５００万円ぐらいかかるようです。これをやるということは、

あとはどういう内容にしていくのか調整して、細かい点はあろうかと思います。可動間仕

切りでなくていいとか、別々の部屋でいいということであればそういうことももちろんあ

ります。ちょうど隣り合わせで間仕切りは一応できるんですが、声が漏れますよね。そう

いうこともありますから、計画の内容などはまたご相談の上、新年度事業に、計画がまと

まれば乗せていきたいという思いでおりますので、いろいろ調整をさせていただきたいと

思います。 

調理台も通常の地区公民館は３台あるということで、今度の面積の中では３台入れられ

るということでもあります。この整備に伴って計画の協議以外に、場合によっては我々で

できないところを地域の皆さんに何らかの協議をやっていただくようなところがあるのか

もしれませんが、我々ができる範囲のことはやりますので、ご相談を進めさせていただき

たいということです。 

 

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） 

 私たちは市への要望事項というのを毎年この９月中旬に取りまとめて、それで各町区の

分を自治会長が市へ持っていくという段取りになっております。例えばその用水路の整備

について、下水道、用水路の部分については完成をしているのに、上の方の道路に関する

部分、例えば用水路とそれから道路が並行していて、その接続部分が斜面になっていて、

そこに土を入れて一応道路は全部ならされて車の通行ができるような状態になっていまし

た。しかし、用水路に落ちたらいけませんから、ガードレールがずっと２０ｍぐらいあっ

て、交互通行ができないというような状況にあったわけです。 

これは、昨年の１１月にその用水路の完成がなされて、今年の３月時点になってもまだ

そのガードレールが取ってもらえないということで、自治会長に市へ出向いてもらい、撤

去してくれという要請をしました。担当者から年度末まで、つまり今年の３月３１日まで

に撤去しますという回答を得られたということで、私のところにもわざわざ文章で３月３

１日までには撤去してもらえるようになりましたという連絡をいただきました。ところが、

４月になってもまだそのままになっているので、私が再度自治会長に、３月末までには撤

去すると言われたのにまだ放ってありますよ、と言ったわけです。そうすると、自治会長

も困って、また市に出向かれて緊急要請をされました。ところが、担当者は異動していて、

何の返答もなく、さらに不誠意だなと思ったのは、用水路と道路の境目の斜面の部分に土

が入っていた部分をアスファルト化して、一体になって車が通行できるようにしてほしい

と下水道課に言ったら、上の部分については、道路課ですと、下水道課は下の部分で道路

課は上の部分ですから今度は道路課に行ってくださいということで、私は道路課に行きま

した。当然私たちは用水路全体のことを市がやってくれると思っているわけです。この部

分は下水道課に、この部分は道路課へと、市への要望事項を出した者がそんなにあっち行

き、こっち行きしないといけないもんだろうかと思いました。それで、道路課の担当者い
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わく、土を入れた部分については初耳だと、新たに要望書を出して申請してくださいとい

うことで、また私も家に帰って、要望書をすぐ書いて持っていきました。そうして、アス

ファルト化とガードレールの撤去が半年過ぎた後にやっとしてもらえました。こういうよ

うなことです。私が思うのには、１つの要望事項を出した場合に、例えば下水道課と道路

課との関係があったにせよ、連絡を密にして、何回も町内会長が、自治会長が市に足を運

んで、ここをしてください、それは担当が違うからこっち側の方に行って申請してくださ

いというようなことは、ちょっと住民にとっては血が通っていないじゃないかなというこ

とですので一つよろしくお願いします。 

 

（環境下水道部長） 

 お話がありました件は、昨年環境下水道部が桜谷地内で行った水路の整備工事に関する

ものであると思います。この工事は、民間の宅地造成に伴い、新しく道路が整備され、そ

のときに水路に蓋をして既存の道路より広くなったということがありまして、地元の方か

らこの道路につながる既存の道路、これに並行します水路にも同じように蓋をして、道路

を広くしてほしいというご要望を受けて行ったものです。 

 この道路は都市整備部の道路課が管理する道路ですが、水路の部分については、市の中

で取り決めていまして、環境下水道部が管理するということにしていますので、工事にあ

たっては都市整備部と施工分担について調整しまして、水路の部分を環境下水道部が行っ

たものです。お話がありましたように、同じ場所で工事を行う場合には、今後は作業内容

を精査しまして、できるだけ同じ業者でできるように関係部署として協議して１回で済む

ようなかたちで進めていきたいと考えております。 

 

（地元意見）  

 市全体の質問になると思いますが、可燃物の焼却場の期限がきていて、毎年更新料がい

るようにちょっと耳にはさんでいます。郡家になったり、河原に候補地がなったり、まだ

市の方が定まらないと。やはり貴重な税金で毎年更新料がいるというようなことになれば、

これは急がないといけない問題だと思いますが、いかがでしょうか。現状はどういう状況

でしょう。 

 

（深澤副市長） 

 新しい可燃物処理施設につきましては、東部広域行政管理組合、鳥取市と周辺の４つの

町で構成をしております一部事務組合と言いますが、この組合で建設をすることとしてお

ります。現在の候補地は河原町山手地区でして、ここの土地の所有者は個人のかたもお持

ちですが、この山手地内の６つの集落が共有しておられます。現在この土地についてのお

願いをさせていただいております。この施設建設についてのご理解をいただけるようにと

いうことでお願いをしておりまして、これは平成１８年４月から新しい施設についてぜひ

ともここで建設をさせていただきたいということで、いわゆる地元交渉を続けてきている

ところです。現在のところまだ完全にはこの同意をいただけている状況にはありませんが、

現時点では６集落のうち、５集落につきましてはおおよそこの事業に賛同するというよう

な意思表示をいただいているところです。これは１日も急がれる事業です。現在は鳥取市
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内に４つ可燃物処理施設がありまして、一番大きなのが市内の東郷地区にあります、神谷

清掃工場です。この神谷清掃工場は、地元の皆さんとのお約束では今年の３月までの稼働

ということでしたが、新しい施設がまだなかなか建設に着手できないということで、平成

２９年の３月まで稼働期限を延長していただいたところです。それで、我々はこの平成２

９年３月を目標にしておりまして、平成２９年４月、平成２９年度から新しい施設が稼働

できるようにということで、これを目標として地元の皆さんと交渉を重ねているところで

す。これからも努力を重ねてまいりたいと思っております。それから、郡家になったり、

河原になったりというようなお話もいただいたように思います。平成１３年、まだ合併前

で鳥取県の東部圏域１５市町村が存在した時代に千代川の左岸側と右岸側それぞれ１箇所

ずつ新しい施設を建設して、この東部圏域のごみを処理してはどうかという計画がありま

したが、その当時右岸側につきましては、１日の処理能力１３０ｔの施設を旧郡家町に建

設してはどうかということで、地元郡家町でも取組んでいただいたんですが、なかなかこ

れが建設に至らなかったと。そうこうするうちに無料の高速道路、今の鳥取自動車道が建

設されるというようなことや国も地方も財政状況が厳しくなりました。それから住民の皆

さんのご協力いただきまして、ごみの減量化が非常に進んできたといったいろんな要素が

ありまして、この２箇所の計画を１箇所に変更しました。これが平成１８年２月です。平

成１８年２月から１箇所ということで、河原町の山手地内に建設をさせていただこうと。

それで、その当時は日量処理能力３６１ｔでしたが、現在は２４０ｔの施設を建設させて

いただく予定としております。１日も早くこの建設が進めていけるように努力を重ねてま

いりたいと思っておりますので、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

（地元意見） 

 駅の北のところにあります、今県の所有になっております駐車場に鳥取市が看護学院を

誘致するということで、譲渡してほしいと県に申し入れて、県知事の方から、駐車場のあ

そこに建物を建てるということになったら、当然駐車場が潰れるからそこら辺の手当をし

てくださいということの何か条件みたいなのが付いたように聞いているんですけど、それ

はどういう具合になっているのか。 

もし買われたら、あの位置に看護学院という建物を建ててしまうのかなと。やはり駅の

一等地で、非常に用途が一番多いところですので、学校建てるのには適しているのかなと

いうことが、限られた情報ですから間違っているかも分かりませんけど、そこら辺のとこ

ろをちょっと教えていただけたらと思います。 

 

（企画推進部長） 

 まず、県有地の取得の状況です。去る７月に臨時議会を開いていただきまして、その取

得の予算につきまして議決をいただき、県と市で土地の売買契約を締結しまして、７月２

４日に市が県から取得しました。その後、ここに医療看護専門学校を建てる大阪の滋慶学

園という学校法人があるんですけども、そこにこの土地をお貸しして、この学校法人が自

ら医療看護の専門学校を建てていただくということで、現在設計作業を進めているという

のが現状です。それで、この駐車場、元々県が持っておられる土地の時間貸しの駐車場と

いうことで６５台分の収容能力がありました。それで、ご案内のように駅周辺にはたくさ
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ん時間貸しの民間の駐車場がまだありまして、４日間に亘ってその駐車場がどういう使わ

れ方をしているのかという実態調査もやりました。 

結果を申し上げますと、例えばあそこに５０台停まっていて、それで仮にそれがなくな

ったら周辺に５０台以上の空きがないとそれが賄えませんが、実際調査しましたら、そう

いうことはなくて、県の駐車場に例えば５０台停まっているときでも、近くの時間貸しの

駐車場はそれ以上の１００台ぐらいの空きがあるという結果も出ております。そうは言い

ましても、確かにそれを県知事なり、あるいは県議会の方で、元々あった駐車機能がなく

なるんだから、その代替をどうするんだということもありました。それで、解決策として

鳥取市としては、看護学校の誘致とは関係なく以前から計画していたんですが、現在、駅

の南側のロータリーはちょっとバスの駐車場スペースが少ないということもあって、ロー

タリーの改良を進めております。その中に２０台、さらにその東側の隣接するところにも

およそ２０台程度の駐車場を整備するということで計画しております。さらに、もう少し

したら、シャミネの駐車場の隣の方にも駐車場を整備するようにして、６５台以上の駐車

能力は確保するようにしています。それから、６５台分の駐車場のところは、実は３０分

間は無料ですよという機能もつけていましたが、その３０分間無料というのは、新しく作

る駅の南側の４０台程度のところには、当然その機能もつけ加えますし、できるまでの間

は、ＮＰＣという駐車場の２ヶ所の駐車場で３０分間無料になるようなシステムを組み入

れてもらうように、今準備しているところです。 

それから、医療看護専門学校をああいう一等地に本当に建てるのかということですが、

いろいろ考えはあろうかと思います。これは大学ではなくてあくまでも専門学校というこ

とで、国家資格の取得を目指して３年間勉強をしていただく場所です。従いまして、座学

で勉強するという時間も結構ありますが、それ以上に実習でいろんな病院に出かけていか

なきゃいけないという時間も多くあります。そうすると、やはり市内の病院、あるいは市

外の病院に行くにしても、交通の結節、交通の便利がいいところが一番適しているなとい

うことで、駅の近くになったというのが実態です。鳥取の学生さんは皆車だという声もあ

りますが、よくよく考えてみますと、高校を卒業してすぐの子どもさんに、車を買ってあ

げるから、この学校に通えというおうちも確かにあろうかと思いますが、そういうおうち

ばかりじゃないんじゃないのかなと、まずは例えばＪＲですとか、あるいは公共交通を使

っていただいて、それぞれの通学なり、あるいは実習に出かけていただくのは、やはりあ

あいう場所が一番良いのではないかと思っております。 

また、ＪＲの近くですから騒音ですとか、やかましいんじゃないかという声もいただき

ましたが、あそこの近くには、実は予備校もありますし、ワシントンホテルというホテル

もあります。建築の建て方によって騒音問題というのは十分解決できる要件なのではない

のかなという考えでおります。現在、そこの建物を建てるように準備を進めておりまして、

平成２７年４月のオープンを目指して事業を進めているところです。 

 

（竹内市長） 

 看護師の養成機関というのは、東部は非常に少ないんです。例えば日赤病院のところの

看護学校もなくなったりして、結局、中央病院のところにある県立の看護学院と、東部の

医師会がやっている准看護師を養成する学校と２つしかなくて、定員が合わせても確か８
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０人とか。それで、非常に必要性が高いという看護師と、それからリハビリテーション関

連の医学の専門的な職員ですね。そういった理学療法士などの仕事のかたをできるだけ早

くしたいというのが１つあります。そういうことを実現していく上で、平成２７年４月と

いう目標も立てながらこれを進めていく上でいろいろ検討してみました。公募もしました

が、その応募してくださった大阪の滋慶学園は、大阪を中心に全国でそういう医療の専門

学校や大学院大学なんかもやっているようですが、そういったところが手を挙げてくださ

って、専門的な委員会で審査もして、そこが良かろうということでそこになっております。 

それで、駅前の一等地ですが、今の駐車場が一番良い利用の方法かということも、かね

てから少し議論されています。県が普通財産として持っていた土地で、決して行政財産で

もないんですが、必ずしもあそこを駐車場として県が持っている必要があるのかというよ

うな議論もあった土地です。それで、鳥取市としては、駅前の一等地ではあるけれども、

学生とか教員の方の利便性も考えて、いろんな候補地は考えてみましたけれども、結局、

進出される学校法人の方から、あそこが一番良いということになりましたので、鋭意努力

をしたところです。それで、一等地でだいたい６階建の建物をあそこに建てて、約６，０

００㎡の床面積の建物にするということで、周りに多少の緑も配置してというようなかた

ちになりました。特に景観上の問題もないし、あまり建てこんでいくということでもない

ように思われます。周りの高いビルがありますし、ワシントンホテルも１２階でしたか、

それから、鳥取銀行の本店ビルも９階ぐらいあったと思います。そういう中での６階建て

で学校のビルですし、デザインにも十分気を遣って建てるという方針も出ておりますので、

一等地の使い方として、市民が違和感を感じるようなものにはならないというふうに確認

しながら進めております。 

鳥取市の景観審議会にお諮りしながら、その建物と周辺の景観の調和が図られるように

しております。もう１つは、ワシントンホテルと駐車場との間の道路が狭いし、交通渋滞

がよく起きます。あの場所をご存じですとお分かりいただけると思います。駐車場で車が

出入りしますし、駅南庁舎の方から鳥取銀行の本店のある方に出ていくところを１車線増

やすという事業もやるんです。そのために駐車場を減らすことにもなるわけで、その残っ

た土地で建物が建つんですが、駅周辺の道路交通の円滑化、日本海新聞の側から出てくる

車が直進も左折も、それから、右折もあるもんですから、なかなか１車線でさばききれま

せん。それで、左折用の車線を作るということもこの事業の中の一部です。鳥取市道です

から、あの辺の車の流れもよくなるよう、市として責任をもって道路の拡幅も行おうとし

ています。いろんなところでご説明をしておりますが、市報の９月号にこの取組みを紹介

しています。例えば、経済効果も非常に大きいとか、学生が来て、それから、教職員も４

０人ぐらい雇用するということを言っておりますので、そういったことも含めて地元の子

どもたちが県外なんかに進学するようなことがないように、ないようにとはおかしいです

が、今定員が少ないですから、看護学校に行くために他のところによく行っておりますの

で、身近な地元の進学先にもなるようにというようなことも当然考えてやろうとしている

ところです。いろいろなご意見があると思いますが、出来上がって多くの学生さんや地域

の皆さんにも結果喜ばれるような内容になっていると思います。駐車場のことは、周辺の

一層の整備をしますので、ご不便をかけないようにできると思っております。よろしくお

願いします。 
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（地元意見） 

 私も６０なんぼになりまして、育じじいに入っております。そのときに面影小学校の子

どもたちの体育活動にちょっと関わったりしているんですが、その中で、情報不足かもし

れませんけど、面影小学校の場合はサッカー部と野球部とそれからバスケット部、他にも

何かあったかもしれませんけど、それの部活動に関しては、学校は全くタッチしないと、

インターネットで調べたら地域体育かなんかで、全て保護者のかたのボランティアなどが、

優先的な活動になっています。我々の町内会で敬老会とか、いろんなかたちで市とかいろ

んなところから援助もらっています。その中で、なぜ小学校の部活動に対して全く小学校

の教員もタッチしない。ただ、体育館やグラウンドは提供しましょうという。中学校にな

ってからいろんな部活動をするとなってくれば、僕は非常に遅いと思うんですね。やはり

小学校時分から、いろんなかたちの部活動をやっていきながら、やっぱりそういうところ

は市の方とか、いろんな行政のいろんな問題あると思うんですけど、そういう面で何らか

の援助と言うんですかね、もちろん市で優勝して県外に遠征に行くとか、その辺は援助が

あるかもしれませんけど、子どもたちの小学校の部活動についての考え方も、今後いろい

ろ考えていただいたらありがたいなと思います。家に帰って子どもたちは何をしているか

と言ったら、ゲームをしたりね、大変ですよ、目が悪くなっては困るからと言って、おば

あちゃん、おじいちゃんが週に２回とかゲームの規制をしています。そういう面は、学校

関係の部活動をしてもらったら子どもの育成にもいいんじゃないかなと思って、ちょっと

質問をしてみました。 

 

（教育長） 

 子どもがしっかりと体を動かして、スポーツを通して、体はもとより心も精神もしっか

りしたものを作り上げていくというのは私も大事なことだと思っております。かつては、

小学校はその放課後にいろんなクラブをやっていました。ところが、随分前になりますけ

ど、中学校とは違って、水泳と陸上を除いて、教員が指導はしておりますが、あらゆるス

ポーツ活動というのを小学校の教員が引き受けるというのはやっぱり無理な状況がありま

して、そこのところはいわゆる社会体育の方に移管をしていったという歴史があります。

それで、現在は、水泳と陸上については、学校の教員が力を入れておりますが、あとの部

分については社会体育としてもちろん学校によって違いますし、子どもの数によっても違

います。それから指導していただく指導者のかたがたの有無という部分についても違いま

すが、そういう状況にあったかたちでいろいろと応援をいただいております。かなり熱が

入っているところもありまして、そういう部分については今ガイドラインなるものを作っ

て、子どもの適正なスポーツ活動が行われるようにということで、今、取組んでいるとこ

ろです。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 小学校には陸上・水泳、小学校体育連盟というのがありまして、市の大会であるとか、

優秀な成績を収めた選手に対して、県大会への大会運営費だとか、派遣費というのを助成

させていただいております。また、社会体育という部分で地域の皆さまの指導者の下に立
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派な成績を上げて全国大会とかに出るような小学生のスポーツについても、その派遣費の

一部の補助ということもさせていただいております。 

 

（地元意見） 

 通常の日常的な成績の悪い児童には全くないということですね。 

 

（教育委員会事務局次長） 

一生懸命普段の活動しておられる部分については、特に援助というのはしていないとい

うところです。 

 

（地区会長） 

 小学生、中学生が地域から問題を起こさないように、自治会としては各皆さんのボラン

ティアで、例えば、出迎えだとか、防犯でパトを走らせるとか、一生懸命やっています。

問題があれば、市役所に対してはいろんな窓口がありまして、私は出ていってやるわけで

す、どうなっているかと。ところが学校関係の教育委員会、窓口は市役所しかないから市

が教育委員会に対する権限というのはどこまであるのか、一切ないのか、それをまず質問

します。それから、あるんならあるように、それだったら教育委員会の方に窓口としては

ないんだけど、ここへ来てくれと言われればそこへ行って我々の算数１＋１に文句を言っ

ておるんじゃないですよ。教育と言うのは、読み、書き、そろばんはもう教育されておる、

その教育委員会にお任せしますけど、社会との関わり合いについてはやっぱり自治会、地

元の皆さんの関わり合いがないと育ちませんよ。そういう意味で、非行に走らせないため

のなんとかグリーンゾーンだとか、ＰＴＡを中心にしてありますよね、それから、わくわ

くなんとかと言って２年生を地域の企業に４日間出して社会勉強をさせるというのもこれ

は教育委員会の指示だと聞いています。去年までは桜ヶ丘の子も市内の駅前の商店へ行っ

て社会勉強できたんです。今年からは桜ヶ丘は桜ヶ丘地区、津ノ井、米里、面影、それか

ら、若葉台ですか、あの辺にある自分のところの中学校の地域にある企業じゃないと駄目

ですよということで、制限がかかったらしいんです。そしたら今までは自治会は一切彼ら

のその経験するところについては関わっていませんでしたけど、そういう制度が今回でき

たもんですから、どうしても２４０名をその地区だけで４日間はかそうと思ったら自治会

さん、ぜひお願いしますという要請を受けました。私どもの各担当も忙しいので、私がみ

ましょうということで、私が実際やったんです。５０人ぐらいの生徒を私確保しました。

それでお願いしたいのは、あそこで各企業に対して市長名か教育委員長名でこうこうでこ

ういう社会勉強させますからぜひ協力してやってくれという文章を１つ出してもらってい

たら、私が言ってもああ聞いておる、聞いておるで、スムーズにいくと私は思ったんです。

なんでそんなことできないのかな。そしたら非行に走らせないというグリーンなんとかと

いうものも、警察は会議に出ておられました。でも、教育委員会のかたはいらっしゃらな

い。やっぱり教育委員会も勉強できる、できんのデータとらずに、もっと、今言ったよう

な部分もどこまでやっておられるかというのが心配で、ぜひその辺も読み、書き、そろば

んは当然のことで何も文句言うことはありませんけど、そこの部分をもう少しやっていた

だくと我々も生徒に対して地域から自分らの地域に学生が駅前に行って万引きしたとかな
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んとかいうの、させたくありませんから、できるだけ、おはよう、さようならと言いなが

ら、皆さんやってもらっているんです。だからそういう部分で、行政が一言言ってもらう

ことによって我々の活動もやりやすくなるということで、ぜひお願いいたします。 

 

（教育長） 

 これは、地域の子どもを地域で育てていこうという基本的な考え方でスタートはしたん

です。ただ、おっしゃるように、その学校の規模によって、地域の中で十分、受け入れて

もらえる事業所等々がさまざまであることは、私もかつて校長をしておりましたから、そ

の辺は十分承知しております。それで、これは恐らく各学校の判断で、そのあたりを自分

のところだけでしたり、あるいは、もっと枠を広げたりという違いがあったと思うんです。

この度、枠が定められたというのは、学校長さんや、あるいはこのワクワクさくらを実行

していくための実行委員会を立ち上げますので、そのあたりでどんなお話をされたのかと

いうところが１つありますね。実は教育委員会というのは結構関わっておりまして、その

グリーンゾーンにしても、確かに担当者が出るか出ないかという話はありますが、そのあ

たりは十分に承知をしておりますし、必要な場合には当然出て行きます。やはり地域の学

校を地域の皆で見ていこうというのがありますので、そのあたりではお願いをしますとい

うふうにやっているところもあるんです、これは。決して言い訳をしているわけではなく、

結構たくさんの部分で、しっかりと状況を把握しようと努めています。そのあたりで何か

ご不信、あるいは疑問の点がありましたら、遠慮なく、窓口云々ではなくて、どんどん言

ってきていただいたら、対応していこうと思っております。教育委員会はすべてが窓口だ

と私は心得ておりますので、よろしくお願いします。 

 

（地区会長） 

 １つだけ誤解がないようにしてほしいのは、面影自治会は小学校の校長先生以下先生が

た、それから桜ヶ丘の校長先生以下先生がたと別にいがみ合っておりません。お互いに楽

しくやっていまして、その中で一言言っていただくと、担当でそのお店へ行ったときに、

こうこうでと言われれば非常にスムーズにいくし、皆がいらん説明しなくていいんです。

私はその会議に行きましたよ。鳥取市の方に出ておって怪我をしても、保険の範疇は地元

だけで怪我をせんと保険がもらえんとかいうのも、あるとか、ないとか聞きましたけど、

そういう意味で一言やっていただくと、皆、逃げる人はいません。自分らの孫みたいな子

がうろうろしているのが少なくなりましたけどね。 

 

（教育長） 

 実行委員会からお願いしますとか文章が出ていませんか。 

 

（地区会長） 

 それを教育長さんの名前で出るとより効果があるんじゃないかなということです。そう

いうことで、ぜひよろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 
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 自治会というか自治連の窓口は一般的には本庁の協働推進課が、通常の自治会活動に関

連しての窓口になっていますし、教育委員会に関わることであれば教育委員会の学校教育

課とか、総務課とかいろいろ出向いて何か相談をどんどんしていただいたらいいと。窓口

はすべてと言われても分かりにくいかもしれませんが、それぞれ担当課があって、分から

ないときには総務課に行くということになろうかと思います。 

自治会の皆さんが、たいへん学校のこととか子どもたちのことを支える活動をしておら

れます。これは私も毎日のように、交通安全、通学路の安全確保とかしていただいている

のを、地域の活動として、いろんなＰＴＡのかたも含めてやっていただいているのをよく

見ておりますし、なにか学校行事と地域の行事が一緒になりながら多くのところで体育祭

や文化祭をやっているというようなことも承知をしております。学校との間のパイプを、

しっかり絆を深めていただくとともに、教育委員会との直接のいろいろなご意見なり、ご

相談は遠慮なくしていただきたいなと思っております。 

いろんな地域の立場から見て、教育委員会の存在がちょっと見えていないとか、学校が

必要だと思われるときに出てきてもらってないとか、そういうことがあったら、ぜひ、そ

ういったことについても、こういう機会でご意見をいただくなり、教育長さんのところに

いろいろ話をしていただくなりしていただきたいなと思っています。子どもというのは将

来の地域を支える大切な存在で、地域の宝だと、我々いつも言っているわけで、地域との

関わり合いなくして子どもが育つということはあり得ないと思っております。地域の皆さ

んのお力をいただきながら、子どもたちも地域に感謝しながら大きくなっていくというの

が大事だと思っておりますので、学校あるいは教育委員会との関係で不十分な点があった

ら、それはぜひ、学校側、教育委員会側の努力とともに地域の側も遠慮なく言っていただ

きたいと思います。教育関係、学校関係ということになると、やはり教育委員会がある程

度独立性も持ちながらやっておりますので、地域のことは鳥取市の執行部の方で、仲を取

次ぐようなことはあまりしておりませんが、例えば通学路の安全というようなことになれ

ば、鳥取市の道路関係だとか、交通安全関係の業務は市の執行部の業務ですので、学校と

も一緒になりながら、教育委員会とも一緒になりながら地域のかたとともに一緒になって

取組む例はあります。私の立場、担当の執行部の個々の立場は別にして、私の立場では教

育長とも、いつでも何でも話し合っておりますので、言っていただければ結構です。 

 

８ 市長あいさつ 

 一言お礼を申し上げて締め括りにさせていただきたいと思います。まちづくり協議会の

活動の発表もしていただきました。その中でもいろいろ出ておりましたが、地域の文化的

な歌碑を直すだとか、いろんなウォークをするだとか、地域を知ろうというような活動な

ど、熱心にされておられる面影の地域です。引き続きそういう協働のまちづくりの活動を、

我々も応援していきたいと思っております。今年度は防災に関しても新しい支援制度を設

けたといったようなこともあります。しっかりと地域の皆さんの自主的な積極的な活動を

期待しておりますし、また支援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

それと、公民館の話ですね。我々としては本当に長年の懸案事項だということを踏まえ

て課題解決に動く決意をしております。調理室を使っている皆さんにとってもビッグニュ
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ースだと思います。これからいろいろご相談させていただきたいという事柄でもあります

ので、また公民館長さんを通じてでもお話をいただいて、平成２６年度事業ということは

２６年度中に完成しますので、うまく進めば、もう来年のことだということで、どうぞよ

ろしくお願いしたいと思います。 

それから、日頃から鳥取市政には、たいへんお世話になっておりまして、厳しい中にも

高速道路を活かして、どんどん新しい可能性を実現していこうとしております。先程も専

門学校の話が出ておりました。環境大学が公立大学法人化して学生がまたグッと増えてき

ました。定員を超える学生を採っております。受験生も定員の３倍以上受験生があるとい

う状況です。それに加えて、今度の専門学校で、３年間の課程ですから合わせると５６０

人の学生をこの地元の駅周辺で教育をする、そういった学校が今度こちらに立地して、こ

れからの高齢化社会の医療とか、福祉とか、介護とか、こういったことを支えてくださる

若い人材を確保できることになったということです。若い人が定住していって地域が発展

するように、産業面、雇用面、あるいは観光面でも取組みを強化しておりますので、引き

続きどうぞよろしくお願いいたします。 

今日の面影地区地域づくり懇談会、貴重なお時間を割いてご参加いただきました皆さん

に、改めてお礼を申し上げてご挨拶としたいと思います。どうもありがとうございました。 

 


