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神戸地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年８月２７日（火） １９：００～２０：５０   

２ 会 場 神戸地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３５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、山

本防災調整監、武田企画推進部長、下田健康・子育て推進局長、山根農林水

産部長、久野中山間地域振興課長、綱田都市環境課長、高橋秘書課長 

            ＜事務局＞安本協働推進課長（司会）、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 

 公民館の向かいにアジサイがありますが、中砂見の高年クラブの方が絶えず剪定などを

されて、毎年きれいに咲いて、本当にありがたいものです。 

このかんど地域づくり協議会については、平成２１年度に地区の課題などをアンケート

等で集約する中で、前館長等が主になってつくられたと聞いています。活力のある地域づ

くりとか、安全・安心、それからみんなで支え合える福祉の地域、それから生活環境の整

備、明日を担う人づくり、美しいふるさとづくりということで、この６項目を主として取

り組んでいます。 

 この中で、活性化事業、安全・安心事業、文化祭事業、美化事業の４項目を事業項目と

して、市の補助金、それから地区の自己資金を出して、取り組みをやっているところです。

神戸という地区の名前を出すと、桃がとれるところだねという話がすぐ返ってきます。ほ

かにもいろいろな果物を作っているのですが、桃で元気をもらっている地区です。７月に

入ると選果場が大変にぎわうのですが、休日になると桃を求めて来られる人で道路に車の

列ができるぐらいにぎわっています。 

 ことしも市長さんにおいでいただいたのですが、この桃を利用して桃まつりを開催し、

ことしは約６００名のお客さんが来られました。ここの桃を売ることが主目的だったので

すが、小学生の児童が自分たちで育てた野菜や昆虫を販売するという体験学習も兼ねてい

まして、子どもたちの非常にいい勉強の場となっています。桃まつりでも披露した砂見太

鼓は小学生が取り組んでいまして、どういうわけかこれが子どもたちにすごく評判がよく、

時間を見ては太鼓をたたく練習をしています。地域の活力の一つの源です。 

 もう一つ、この公民館の前で、個人の方が冬になるとイルミネーションをともされるの

ですが、それに便乗して、平成２３年より冬の祭典ということで、皆が集まっていろんな

イベントをしています。子どもさんのオープニングの歌やクイズがあって楽しくしていま
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す。去年が２回目でしたが、人気があり、この地域の活性化の一つになるのではないかと

いうことで、これに似合ったものをまた考えていったらということです。 

 神戸を語る会は、村づくりさんが主催で３月に毎年行われていて、いろんな講演を聞い

たり、勉強したり、また、地域でとれたものを料理して食べたりして楽しんでいます。こ

としはてんぷらコーナーというのをつくりまして、神戸の入り口でホンモロコの育成をさ

れている方と、山から山菜をとってきていただいた方でてんぷらをして食べました。川瀬

議員さんはことしも元気に挨拶をいただきましたが、神戸の村づくりに大変貢献されてい

て、いろいろアドバイスをいただいて、本当に神戸のことをいろいろ思っていただいた方

で、本当に残念です。 

 神戸の地域づくりを立ち上げるときに、若い会がないので、これにとにかく力を入れま

しょうということで、前任者等がいろいろ苦労されまして、去年の春、新緑の会というの

が発足しました。これは地域の２０代の若者が集って意見交換会やスポーツなどで交流を

深めながら、地域のイベント等へ参加して、いろいろと活躍していただいているところで

す。まだ発足したばかりなので、地域づくりとしては、少しずつですが、支援しながら見

守っていきたいと思っています。本当に若い元気な気のいい方が各イベント等で頑張って

くれていて、今、大体１２名ぐらいおられると思います。 

 前は神戸の入り口に看板があったのですが、昨年の強風で壊れて、今現在は撤去してい

ます。そのちょっと入ったところに広告塔が立っていて、やはり桃の絵がかいてあるので

すが、これが神戸の入り口ですよという広報です。 

 どこもですが、公民館だよりを出して、最近やった情報をいろいろと記載して各戸に提

供したり、活動への参加をお願いしています。 

 神戸のすずっこの会は、鳥取市主催の公民館祭りに出て、神戸のＰＲをしていただきま

した。暇を見て練習し、集まって地域のＰＲをしています。 

 活動状況をぴょんぴょんさんに放映していただいて、結構神戸も活躍しているよという

ところをケーブルテレビさんに情報を流していただきました。子どもの体験学習とか地域

の高齢者が元気よく活動している状況等を流していただきました。桃まつりにも取材に来

られました。 

 次に、安心・安全事業で、当地区においても防災時の避難訓練とか講習会など各集落で

取り組んでいただいています。公民館で平成２１年度から放課後の子ども事業等を開催し

ていますので、そのときに火災発生時の避難訓練を行って、子どもたちが避難する状況を

確認しています。それと、神戸地区は各消火栓に消火ノズルがついているのですが、水圧

がちょっと低く、それを調整することで消火活動ができるよう女性でも使いやすい噴霧ノ

ズルに交換をしながら進めています。ことし防災の補助金を新たにいただいて、全施設の

交換ができています。神戸分団は毎年正月に放水の出初め式で訓練しています。消火栓の

位置を各格納庫に張りつけたり、チラシをつくって各家庭で非常時の連絡、通報先を徹底

したり、格納庫のホースの点検を行って、充実を図っています。当地区は雪が降りますの

でポールを立てて、消火栓はここですという目印をつくって危機管理の徹底を図っていま

す。 

 文化祭事業については、通常、地区で公民館祭りと言っているのですが、地区の方がつ

くられて、いろいろ展示をしています。去年は生協病院の山上先生においでいただいて、
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高齢者の健康についての講習をしていただきました。高齢者の方が結構おられて、いろい

ろ勉強されました。ことしは、ヤマメのつかみ取りをしようとしたのですが、悪天候で、

子どもたちはせっかく楽しみにしていましたが、小さいプールでつかませて、それを焼い

て食べました。 

 美化事業について、公民館の前にせせらぎ公園というのがあり、ここの区域の河川清掃

を中心に取り組んでいます。区長会とか地区の高年クラブの方に毎年きれいにしていただ

いています。中砂見の高年クラブの方たちの活動、活躍でこの地区の環境が守られていま

す。 

 今度は問題点です。区長会長、それから地区を見てすぐ出る話は人口減少問題です。こ

れはどうしても中山間地域のどこにおいても大きな課題の一つです。全人口が、平成２２

年から２５年の間に約４０名ぐらい減っています。この協議会が発足してからもう４０名

近く減と。神戸地区は男女が同じ数ぐらいですが、仲よく男女同じぐらいの数字がだんだ

んと減っている状況です。 

 高齢者を見ますと、人口はどんどん下がっているのですが、６５歳以上の高齢者が大体

３００名で横ばい状態です。率としてはだんだん高齢者が増えていって、人口は減ってい

るという状況です。昨年９月の状況で、各地区の高齢化率と、日本、鳥取県、鳥取市との

比較では、ここが断トツというか、平均よりもう１０年も２０年も先を走っているのかな

というところです。１４歳までの子どもさんの数値は、完全に右肩下がりが厳しいという

ところです。あとは小学生、それから保育園の児童の数もかなり少数化ということです。 

 神戸は若者がだんだんと出ていきますので、地域が荒れていって、空き家とか耕作地の

放棄等がありますが、考えによっては、これが地域の宝という形で今後考えていけばいい

ものになっていくのではないか、これを生かしていけたらなというのが今の取り組みの今

後の課題だと思います。ことしは春に大企業が鳥取市から退いたために、地区の子どもさ

んが３名おられたのが、転勤のために３名減ということで、非常に残念な結果になりまし

た。しかし、上砂見にことし１家族来られました。ただ、残念ながら、お父さん、お母さ

んの２人で来られていまして、子どもさんは里のほうに置いておられるということでした

が、２名増というよい点もあります。 

 自然豊かな神戸の地区で子どもたちは成長していて、小学生全校生徒は３０名ですが、

生物調査をこの前の川でしています。保育園児は８名で、地域の周辺を探索して、自然を

相手に野外学習などをされています。非常に元気よく大きな声で挨拶されますし、隣にプ

ールがあって、声がしたりして、本当に元気をもらっている公民館です。 

 高齢者は横ばい状態ですが、高年クラブの活動で地域の環境とか各集落を元気にしてい

ただいています。これは神戸地区の高年クラブの活動で、前のせせらぎ公園とか公民館な

ども剪定や除草をしていただいて、非常に助かっています。この高年クラブも残念なこと

に全集落７戸が集まっているわけではありません。少しずつ休まれたりして人数が減って

いるところですが、本当に地域の宝です。 

 神戸の地区もジオパークの区域となっているようなのですが、神戸地区の案内図があり

ません。旧看板を利用して、これに案内図を描いたらなというのが、これは私の個人的な

考えです。ほかから訪ねてきた人が、ここはどこかとちょこちょこ尋ねられますので、看

板が欲しいなということで、案内板のお願いをしてみました。 
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 神戸公民館は、駐車場も離れて、また階段ということで、非常に人が立ち寄りにくい位

置に建っています。コミュニティーセンターとして皆さんが絶えず寄っていただけるよう

な施設にしていただくよう希望します。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 神戸小学校の存続について 

＜地域課題＞ 

 鳥取市校区審議会の中間とりまとめでは、神戸小学校は、将来的にも児童数の減少が見

込まれ、地域の協力を得て現時点では、良好な教育が行われているが、小規模によるマイ

ナス面は今後増大していくものと見込まれる。将来的に単独での存続は困難と考えるとさ

れており、今後、地域と協議することとなっているが、具体的な協議内容、スケジュール

等を教えていただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会】 

 本市では、市内の中山間地にある小規模

な小学校で、地域の特徴を生かした特色の

ある学校づくりを進めています。 

 一方で、年ごとに市内の人口が減少を続

け、少子化が進行する現状を見たとき、よ

り適正な学校配置や校区設定を考えていく

ことも、教育環境整備の大切な課題と認識

しているところです。 

 本年１月に校区審議会が公表した「中間とりまとめ」は、こうした視点に立つ中で、全

市域の小中学校を対象に、そのあり方についての考え方を示したものです。 

 校区審議会においては、普通学級が５学

級以下で複式学級編成となる「過小規模校」

については、統合を基本として対策を審議

しており、神戸小学校もその対象となって

おります。 

 ただし、学校のあり方を考える時、規模

の視点以外に、地域と学校との関係や通学

距離といった問題も大きな論点として位置

付けています。 

 校区審議会は、今後、地域に出かけて皆

様の声を直接お聞きする機会を持つように

考えているところです。将来を担う子どもたちにとって、どのような教育環境で、どのよ

うな学校がふさわしいのかを、保護者や地域の皆さんでしっかりと議論いただき、教育委

員会も一緒になって考えていきたいと考えています。  
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（教育長） 

 神戸の小学校で特色のある教育を進めていただいていますが、少子化が進んでいます。

こういう現状を見たときに、学校の子どもたちにとって適正な学校の環境というのはどう

であるべきなのかということ、これがどうしても問題になってきます。これは神戸に限ら

ず鳥取市でも、あるいは鳥取県内でも、いろんなところでこの問題があります。ことしの

１月に校区審議会で公表をしました中間まとめは、こうした視点に立って、鳥取市全体の

小学校、中学校を対象に、そのあり方について考え方を示したものです。校区審議会は、

普通学級が５学級以下で、複式学級を編成している過小規模校については統合を基本とし

て対策を審議していまして、ご承知だと思いますが、神戸小学校もその対象となっていま

す。 

 ただし、この学校のあり方を考えるときに、学校の子どもの数という視点以外に、神戸

のように地域の人たちからしっかりと支えられている、地域との結びつき、そういう地域

と学校との関係もあります。それから、よその学校と一緒になったときに、通学の距離も

やはり大きな問題となるわけです。 

 この校区審議会というのは、今年度末、今それよりも早まるかもわかりませんが、まと

めを出すということになっています。重ねて申し上げたいのは、審議会が統合であるべき

だと出したから、何が何でも統合してもらわないと困る、絶対そのようにしてもらいます

というものではないと私は思っています。何度も繰り返しますが、子どもの数の問題だけ

ではなく、とりわけ小学校というのは地域との関係というのが非常に大きな意味を持って

きますので、そういういろんなことを考えてここは判断をしていくべきものだと思ってい

ます。 

 小学校は平成２７年に耐震補強を実施します。防災という意味で、学校で子どもたちが

これから先、学習していくことは十分可能ですが、神戸の子どもたちにこれからどんな教

育がいいのか、そのためにどんな学習環境がいいのかということを、これから教育委員会

と一緒になって考えていきたいと思っているところです。繰り返します。校区審議会の結

論が出たから、何が何でもそのようにするというものではありません。一緒になって、神

戸の子どもはどうがいいのか、これから世界に羽ばたいていってもらわないと困りますの

で、どういうことがいいのかというところをしっかりとまた意見交換をさせてもらえたら

と思っています。担当の校区審議室というのがあります。９月中に担当者等がまた皆さん

のところにお邪魔をして、いろいろとまたお話をさせてもらおうと思っていますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

地域に学校がなくなると、ますます活力を失って地区の元気がなくなるのではないかと

考えます。多分そうなると思います。現在、小学校の生徒数は３０名だということです。

それで、子どもの数が少ないから学校をなくすという意見なり、考え方に僕も賛成したく

ない、できない人間です。確かに子どもが減って、先生がたくさんおられて、そういう経

費的なことの意味合い、いろんな考え方もあると思いますが、その辺は教育委員会さんな

り市なりはどういう考え方を持っておられるかということをちょっとお尋ねしてみたいの

です。 
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 それで、私は昭和２３年生まれで、団塊世代です。私たちが小学校に通った時代のこと

をちょっと思い出してみますと、何分子どもの多い時期でした。この神戸小学校も私たち

の学年は１学年が６３名だったと思います。もう１級上の方と２４年生まれの方も結構多

かったと思いますし、定かな人数は覚えていませんが、恐らく小学生が３００人ぐらいい

たのではないかなと思います。僕たちが入学したころは中学校と一緒に学校がありました。

下手側が小学校、上手側が中学校、そういうふうに上と下側に分かれて、ほとんど１つの

校舎で学びました。ですから、現在、小中一貫教育という教育の仕方もやっておられるみ

たいですが、神戸地区は今、中学生は江山中に通っています。これはなかなか大きな問題

になると思いますが、この地域で本当に学校が大事であれば、逆に言えば、小中一緒に学

ぶような環境という考え方もできるのではないかと。そういうことも研究課題で検討して

いただけたらありがたいと思います。 

 

（教育長） 

 経費の問題かと言われましたが、私はやっぱり経費よりも教育が優先すると思います。

今３０名で、３０年から２２名ですね。かつて何百人という時代、今の状態でいけば平成

３０年は２２名になります。そのときに１クラスが数名になります。１クラス数名の学校

の教育というのが、本当に子どもたちにとってどうなのかということです。私は、それは

できればどこの学校も少なくともそのままがいいですよと言われればそうだなとも思いま

す。でも、それが本当に子どもにとってどうなのかということなのです。ここがやはり非

常につらいところなのです。 

 私もかつて小規模の学校に勤めていました。５０人を割る学校に勤めていました。そん

なときに、やはり、もっと数がおったほうがいいなと思ったこともありました。しかし、

その反面、少なければ少ないなりにきめの細かい指導というのは確かにできます。そうい

う部分ではいいです。しかし、音楽で全員で合唱しましょう、あるいは体育だとか、こう

いうのは困りました。みんなで考えましょう。こういうことはちょっと問題があるなとい

う心配をしたこともあります。ですから、どういうことがいいのかというあたりは、確か

に数の問題ではないですが、やはり数というのも１つ大きな問題なのです。子どもがなぜ

学校に行くかというと、それは単に知識を身につけるだけではなく、いわゆる社会生活、

集団の中でうまく生活ができるような力を身につけるということもあります。だから集団

で学ぶのです。そんなことを考えていくと、どうがいいのかなとは思います。 

 ただ、それぞれの地域の課題がありますから、とりわけ地域から支えられて小学校とい

うのはありますから、私はそこもとても大事だと思っています。そういう意味で、私たち

と一緒になって、どういったことがいいのかということを勉強していきたいと思います。 

 先ほども言いましたが、皆さん方や保護者の方が理解や納得をされないのに、絶対に統

合してもらいますよという、そういう言い方を私はするべきではないと思っています。将

来を見据えて、そこのところはどうがいいのかということを考えていきましょう。 

 

（地元意見） 

 ＰＴＡのまとまった意見ではなくて、ＰＴＡの私個人の意見としてなのですが、現在、

校区審議会の内容について、まずＰＴＡで周知して意見を集約しようという動きをしてい
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るところです。アンケートもつくりまして、ＰＴＡのほうでどう考えていこうかというこ

とを考えているところです。まだ集約はしていないのですが、それに続いて地域の皆さん

とか各種団体の方にもお願いしてご意見をいただけたらなと。でもまず現役のＰＴＡが起

爆にならなければいけないのかなということを役員で話をして、そういうことをしている

ところです。 

 校区審議会は、かなり回数を重ねて審議されているようですが、実際、一部の関係者に

は、そういうことをしているなと伝わっているのですが、なかなか全ＰＴＡとか地域の方、

皆さん個人個人に、校区審議会というのがあって、こういうことを検討されていて、今こ

ういう状態だというのがなかなか伝わっていないのが現状だと思います。きょうも何人か

の方に聞いたのですが、校区審議会を知っておられますか、いや、知らないという方が何

名かありました。 

 その辺のことも含めて、今こんな提案がありますよということで、本当にＰＴＡとして、

地域として、どういう方向がいいのかなというのを一生懸命考えて、そういう意見もくみ

入れていただいて、いついつまでにはこういう方向で出したいので集約してくださいとい

うのではなくて、延期もあり得るということで、ぎりぎりまで話をして、みんなが納得し

た上で方向を考えたいと思います。その辺のご協力といいますか、情報の共有をお願いし

たいなとＰＴＡの一個人として思います。 

 現状維持という目標を掲げられていますが、小学校も現状維持で何とかぎりぎりまでは

頑張っていきたいなと。うちの子どもは４年生で、先はそう長くはないのですが、まだま

だこれから１年生の子もいますし、保育園の子どももいます。若い世代が神戸で子育てを

して、学校に通わせてという環境が今はありますが、これがどこまで頑張っていけるかな

というところも現実的な意見を集約しながら、理想的な意見もあわせて、予算もあるでし

ょうし、全てのことをみんなができるだけ、全員一致にはならないかもわかりませんが、

納得いく方向にしていただけたらなとＰＴＡの一部で今考えています。集約中ですので、

またご相談とかお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 ＰＴＡの皆さんもしっかりとこの問題を考えていただいて、まさにみんなで納得をして、

みんなで理解をしてもらって、私はこの問題は進めていくものだと思っています。校区審

議会があったらその中身をホームページにも毎回上げていますので、またそれも見ていた

だいたらと思います。それと、紙媒体でチラシのようなものもまた折を見て皆さん方にお

配りしたいなと思っていますし、教育委員会の担当者がこちらにお邪魔をして、９月に皆

さん方に説明をさせてもらいたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 私もできるだけ、地域の皆さんの中でよく話し合いをして、多くの方に参加いただいて、

何が課題でどういうふうにするのが一番いいのか、十分話をする中で方向づけをすること

を望んでいます。人数が少ない中で、いろいろ課題もあろうと思いますし、良さもあると

いうお話もありました。しかし、本当に子どもたちにとっての学校のあり方というのがま

ず基本だと思います。確かに小学校がなくなると地域が寂れるのではないかとか、そうい
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った意見は地域の側からよく聞きます。今、正直なところ神戸小学校について市が具体的

に方針を明確にしているわけではなくて、ただ、望ましい小学校の規模はとか、そういっ

た一般的な考え方を中間報告で出しているという段階です。地域の活力ということだけが

先行するような議論も、子どもがそこで置き去りにされては困るなと思ってみたり、今、

ＰＴＡのほうでのご意見も、意見の集約をということですから、ぜひとも教育委員会で予

定している説明の機会で、ぜひいろんな角度からこれまでの検討の経過、内容、そしてこ

れからどう進めていくべきかを、神戸の地域の皆さん、ＰＴＡの皆さんと、膝を突き合わ

せて話ができるような状態がまず一番必要だと思います。 

 これまではどちらかというと、西部地域のほうで説明会をたくさんしたり、いろいろ急

がれる課題もあったりして検討してきました。今度、合併前の鳥取市の小規模の小学校に

ついてしっかり話し合いをしていくという段階に来ていることも事実です。私も、時間を

区切ってとかそんなことではなくて、しっかりとご参加もいただき、出ていって話し合い

を続けていく。そのときに多くの方に参加いただかないと、多くの方に均一の理解、情報

が行かないし、議論も人によってさまざまになってしまう。こういった点はぜひ避けるべ

きだと思います。ご意見が出ていましたし、このテーマ設定でも大きな課題、そして皆様

の共通の心配事になっていますから、ぜひとも教育委員会サイドと地域、学校、ＰＴＡの

サイド、十分意思疎通を図っていただいて、よりよい方向性を出してほしい。私のほうか

らも期待していますし、お願いしたいと思っています。 

 

２ 神戸地区公民館の新築について 

＜地域課題＞ 

 神戸地区公民館の新築要望は、従来か

ら地区要望、地域づくり懇談会等で多く

議題として上がってきたところですが、

現在どのような状況にあるのか教えてい

ただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

 本市では現在、地区公民館の施設改善につきましては、耐震補強工事とトイレ男女別化

改修工事に重点的に取り組んでいるところです。 

 また、耐震診断の結果に基づく整備方針は、耐震補強工事で取り組むことを原則として

います。 

 神戸地区公民館につきましては、平成２４年度に耐震診断を行った結果、耐震補強工事

が必要となりました。 

 平成２５年度に耐震設計の予算措置を行っており、平成２６年度には耐震補強工事を行

うとともに、多目的トイレの設置や玄関の改修も行いたいと考えています。 

 ただし、耐震補強等工事には多額の事業費が見込まれることから、この事業費の範囲内

での公民館の建て替えの可能性について、地域の皆さんと改めて協議したいと思います。 
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（企画推進部長） 

 神戸地区公民館は昭和４９年の建築と

いうことで、建築されましてから３９年

が経過して、市内でも３番目に古い公民

館となっています。鉄骨２階建てで面積

が３３０㎡の建物です。この建物の整備

について、かねてから新築要望等を出し

ていただいています。鳥取市では、この

公民館も含めて全部で６１の地区公民館

があります。最近の公民館はそういう心

配はないのですが、古い公民館は、やは

り耐震性に問題のある公民館が多いです

ので、そういった公民館では耐震補強工

事、さらにはトイレが男女一緒になって

いる公民館も多いということから男女別

にするような改修工事、この２点を重点

的に取り組んでいます。 

 この神戸地区公民館は、昨年度に耐震

診断を行っていまして、昭和４９年で３

番目に古いと申しましたが、やはり耐震

補強が必要となっています。そこで、今

年度に耐震補強の設計をするような予算

組みをしています。現行では、来年度に

はこの耐震補強工事を行います。それか

ら、多目的トイレの設置、あるいは玄関

の改修、こういったものをあわせて行う

ような計画としています。 

 しかしながら、この耐震補強工事等々、

この多目的トイレの設置、こういったこ

とを現在概算で見積もったところ、事業

費が非常にたくさんかかります。通常の

耐震補強に比べれば、非常に多額の事業費が見込まれますことから、そこまでお金をかけ

るのだったら、そのお金の範囲内で新築を何とかできないかということを検討させてもら

いたいということで、地域の皆さんと一緒になって、例えば場所の問題もありますし、面

積のこともあります。十分な話し合いをさせてもらって、建てかえの可能性についても取

り急いで検討をさせていただけたらなという思いです。 

 

（地元意見） 

 前教育長も絶対神戸から小学校をなくさないという言い方で替わられたと思います。た
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だ、今うちの孫は１学年３人のクラスにいます。家族として本当にこれでいいのかなとい

うことも痛切に感じます。それから審議会のうわさを聞きました。神戸、東郷、明治を一

緒にすればいいではないかという委員の意見があったといううわさも聞いており、本当か

どうか知りません。ところが、今、神戸の問題ではなくて、江山中学校も含めた教育の審

議になるような話も聞いています。 

 その中で、小学校を残す存続の問題、これからは地域に出て意見を聞いてやるという話

は聞いています。その後の神戸地区の公民館の新設とも関連してくると思いますが、神戸

は古いほうから３番目だから公民館を新築するよと、次の総合計画になったらということ

も以前聞きました。ところがこうして耐震問題なり、新築問題が出てきません。小学校の

なくなった後に公民館は小学校の中に一緒にというような考え方も中にあるのかなという

うがった考えも持っています。ですから、次の総合計画では新築するとかいろいろありま

すが、もうちょっと、地域のために本当の意見といいますか、言いにくいかもしれません

が、そういうところを真剣に神戸のために考えていただきたいなと痛切に思っていますの

でよろしくお願いします。 

 

（教育長） 

 子どもの教育に私たち教育委員会も学校も責任を持ってやっています。しかし、それ以

上に子どもの保護者、あるいは地域の方々は同様に、責任というもの、子どもの将来に対

して、子どもの教育に対して、そこのところをやっぱり一緒になって考えていかないと。

それを考えていくときに、今世の中はどんどん変わっていますが、そうすると、神戸の子

どもたちはこれから、私は大きく羽ばたいてくれる子どもたちだと思います。そうあって

ほしいと思うのです。であれば、神戸の子どもたちに一体どんな教育が必要なのか。その

ための教育をする学校はどうであるべきなのかということです。 

 私が今こういう言い方しているのは、統合がいいですよということを私は言っているつ

もりは全くありません。将来を考えたとき、どんな教育がいいのか、どんな学校がいいの

かというのは、やはり皆さんと一緒に、子どもたちの教育に責任を持つ私たちが一緒にな

って考えていきましょうということを言っているのです。一緒になって考えましょう。そ

こなのですよ。ですから、きょう答えを出すとか出さないとか、そんな話ではないのです。

ですから一生懸命これから話をしましょう。子どもの将来に向かってということなのです。 

 

（企画推進部長） 

 一応現在のところは今年度耐震設計をするような予算組みを行っていますが、まだそう

いう設計作業にはかかっていません。耐震補強にするにしても、非常に事業費が大きい、

たくさんお金がかかるということで、であれば、ここの県道から急勾配のところをスロー

プを上がらなければいけないとか、駐車場が離れているとか、そういった不利な状況も考

え合わせると、そこまで多額の事業費をかけるのであれば建てかえということも考えられ

るのではないのかなということも今考えているところです。そうすると、では場所はどう

するのかという話も出てきますので、地元の方とそこら辺も含めて十分検討をさせていた

だきたいというのが私からの答えですので、よろしくお願いします。 
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（竹内市長） 

 公民館もいろんな考え方があるといいますか、昭和４９年に建築されたこの公民館につ

いて、やはり耐震化ということは非常に重要なので、耐震改修ということで向かっていく

ことを基本にしています。ただ、この神戸公民館についていろいろ設計をして考えてみよ

うというとこで、現時点での見積もりは、２５年度予定していた耐震の設計で、６４０万

円とか、あるいは２６年度によってそれをもとに工事をして、合計すると７，４００万円

ぐらいかかるという一つの見積もりもあります。その場合に、それがどれだけの期間その

後使えるのかと、耐震補強しただけでは面積が増えるわけでも耐用年数が増えるわけでも

ないので、そういうことを考えると、皆さんのところからご要望の出ているような、新築

ということが考えられるのではないか、そういう可能性もあるのだからそういうことも検

討したらどうだと、私自身も担当部局に指示をしました。ただ、ほかの公民館で基本的に

耐震改修を急ぐということでどんどん耐震改修をしていく中でのこの神戸公民館ですので、

いろんな可能性を考えるにしても、地域の皆さんと相談して、新築という形になれば、こ

の公民館は公民館として使いながらの形になります。場所を少し考えて、新たに土地を求

めてということは、できるだけ今の状況の中では避けるべきであると思いますが、少なく

とも大体耐震改修でかける費用と同等の費用で一定の範囲のものが市有地の中でできるの

であれば、これも考えられる選択肢ではないのかという、私の立場からの問題提起もして

います。 

 そこで、公民館を整備するときは、地域の中で建設委員会というか、名前はどういう名

前でもいいのですが、整備の委員会ができまして、いろいろ市の担当部局と相談をされる

ということを必ずやっています。耐震改修でどこまでやっているかはちょっと記憶してい

ませんが、少なくとも新築のときはすごく熱心な議論をしています。ですから、地元で公

民館長さん初め地区の会長さん、あるいは公民館の利用者の皆さん、それからうちの公民

館整備の担当者、きょうのこの地域づくりを契機にいろんな可能性について検討してみる

という手はないだろうかというのが率直な今の私の意見でもあり、きょう一番お伝えした

いことです。 

 このごろ公民館は木造平家建てで建てていますので、今言いました７，５００万円とい

う数字は、一定規模の建物ができて十分長い間使える可能性というのは考えられます。ど

こにどう建てるか、いろんな可能性があると思いますので、場所についても議論していく

余地が残っているのではないかと思います。私も具体的な計画をここで自分自身が持って

いるという段階ではありません。皆様が、耐震改修でやったほうがやっぱりいいというこ

とに最終的に落ちつかれるようなことがあれば、それも可能だと考えていますが、新築と

いう道がないわけではないというのが再度我々検討した上での一つの結論です。ぜひ検討

の仲間になって検討していただいて、地域の皆さんにとって、大きさの問題もあると思い

ますが、立地の問題も含めてこういう形ができたらいいのではないか。 

 市内の公民館を見ているといろんな形態があります。小学校と近接するような場所につ

くられている、例えば、醇風の公民館とか日進の公民館もありますし、いろんな例があり

ます。そのほか、この近辺であれば今後のあり方、児童館についても議論がなされつつあ

るように聞いています。そんなことも地域の中で議論していただいて、いろいろと検討さ

れることも可能だと思います。具体的な検討はまさに協働のまちづくりの精神で進めてい
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ただけたら本当にいいなと思っています。詳細はまた、この場だけでは時間的にも、それ

から協議の場としても必ずしも十分いかないと思いますので、これは地区会長にお願いし

て、少し形も整えて議論できればということを申し上げたいと思います。 

 

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） 

 私のほうから空き家についてお尋ねしてみたいと思います。先ほど来、寂しくなるよう

な話も出ていましたが、空き家が増えれば増えるほどわびしく寂しい集落状況というのは、

もう言わずと感じるところです。何とかそれがないようにという思いは皆さんの思いです

が、どうしようもない状況にあります。 

鳥取市のほうではこの２月に空き家の調査をされまして、私どもの地区もその取り組み

に参加をいたしました。この結果をどこで知ればいいのかなと思ったところ、３月２７日

の日本海新聞に記事が載っていました。大きな見出しで、所有者に助言、指導、鳥取市、

危険空き家対策で要綱、こんな内容になっていますが、危険な空き家といいましても、そ

ういう家から十分住める空き家もあろうかと思います。 

 滋賀県から移住定住されて、非常に集落としてはにぎやかになったなと、うれしい感じ

をしています。そんなことも期待していますが、空き家といえば何か悪のような感じのイ

メージが非常に強い。いろんな目の向けどころによればプラスの面もあるのでなかろうか

と思います。空き家の近所でいえば、邪魔になるな、何とかしてもらえないかなというイ

メージ、目線になります。しかし、所有者からすれば、もう困った、大変だ、どうして守

ろうかな、いろんな状況があります。また、昔とは違って、現在の空き家の状況というの

も少子高齢化の中でだんだんお年寄りさんは施設のほうに入っていくなりの形で、以前と

は違った空き家の状況に変わってきているかと思います。そんな中で、悪で見る目線と、

何とかならないかという目線と、その間にある行政の目線、いろんな目線の中で対策とい

うものが練られるかと思います。このような空き家について、記事も載っていましたが、

対策をどのように進めておられるのか。考え方の基本ぐらいのところでお話しいただけれ

ばと思います。 

 それから、所有者も、亡くなっていない所有者もいますし、兄弟、孫のほうに下がって

くれば話が伝わるところもあります。いずれにしても所有者のほうも困っている状況もあ

ろうかと思います。そんなときに、記事に載っていました助言、指導という形は、どの課

で窓口をやっておられるのでしょうか。その２つをまずお尋ねしたいと思います。 

 所有者の中でもいろんな状況の中でそういう経過をたどった空き家というのがいっぱい

あると思います。そこのところを探ることが対策につながる鍵になるのではなかろうかと。

ただ、悪という目線で処方箋を発するのがいいのか、そういう背景を探りながら、鍵にな

るところの対策を持つのがいいのか、そこら辺が何かあるような気がしますので、その辺

の私の気持ち、思いも含めてお願いしたいと思います。 

 

（都市環境課長） 

 直接の担当課ではありませんが、空き家の対策ということで、特に危険な空き家という

面については都市整備部のほうで対策をとり進めていますので、ご質問の一部をお答えさ



 - 13 -

せていただきたいと思います。 

 まず、この２月、３月で全市の自治会を対象として空き家の調査の協力をお願いしまし

て、当地区からも回答をいただいています。その回答の内容ですが、当地区での空き家は、

住宅が２１戸という結果となっているようです。その中で、地元からの回答による管理が

行き届いていない、管理が不全の空き家は６件です。 

 先ほど日本海新聞の記事で、指導であるとかという記事があったということですが、都

市整備部としましては、平成２４年度、全国的な社会問題となっていますこの空き家の問

題に対応するために、空き家対策本部というのを設置しまして、空き家等に関するその取

り扱いの基本方針、それと管理が行き届いていない、そういう空き家に対する適正管理に

関する要綱ということで、これを昨年度定めまして、ことしの４月から運用を始めている

状況です。 

 地元からいただいた内容をもとに全市的に再調査ということで、行政の目で空き家の再

チェックを進めています。これは７月から進めていまして、今年度末には再調査を終えた

いという予定でいます。その中で、再調査によりまして、管理が行き届いていないものと

適正に管理されているものとをまず仕分けをさせていただくという予定にしています。そ

の上で、管理が行き届いてなくて、例えば危険な状態にあるとか、例えば老朽化して倒壊

して、道路に覆いかぶさってきそうだとか、そういう状況にあるようなものについて、ま

ず所有者の方を調査しまして、助言と指導をまず行うという手続になります。その上で、

その助言、指導という中で適正に対応をいただくということであれば、それでその対策は

終わりますが、それがなかなか進まないという場合は、勧告ということで対応を強くお願

いしていくということを進めていく予定にしているところです。これが先ほどありました

空き家等の適正管理に関する要綱での手続となります。まずは管理の行き届いてない建物

に対する取り組みとしてはそういう状況です。 

 この指導、助言については、都市整備部の建築指導課という課があります。こちらが建

築確認などを担当している部署でして、そちらの課がこの指導、助言の担当課となります。

危険だと思われるような住宅等がありましたらご相談いただければと思います。 

 

（中山間地域振興課長） 

 当課では移住定住の窓口を設けていまして、昨年は１００世帯、他県から鳥取市に入っ

てきておられます。その方たちに情報提供の一つとして空き家バンクの制度を設けていま

す。移住定住者に提供してもいいよということで、当課が窓口になって、賃貸や売却、買

い取ってくださいよということで、さまざまな大家さんの申し出を受けて設けています。

ただ、鳥取市全体で今１８件の登録しかありません。実際には有効活用できる空き家はま

だまだあると思いますが、その程度の数です。移住定住者に提供してもいいよという空き

家がありましたら、どうぞ中山間地域振興課のほうに申し出てください。当課の職員が確

認したり、写真を撮ったり、登録をさせてもらいます。空き家の情報を持ちますが、あく

までも強い希望者に対して情報提供するということで、一般的にホームページで公開する

等はしていません。相手の氏名、住所を確認して面談したりして、実際に現場に連れてい

って空き家を紹介させてもらっているところです。 
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（地元意見） 

 ３月に滋賀県のほうからこちらに移住してきました。先ほど空き家バンクの話があった

のですが、私、２月に大阪のほうで鳥取市の移住相談会に行って、鳥取市の関係者の方か

らその資料をいただきました。申しわけないのですが、倉吉とか他市町村から比べてデー

タがないので検討のしようがない。要するに金額的な要望でもいいのですが、金額は幾ら

ぐらいで売りたいとか、賃貸を幾らから幾らで貸したいとか、あとどういう状況というデ

ータが、写真も見にくいのですが、あまりにもわからない。仕方ないので、鳥取県のホー

ムページに載っている不動産の業者のデータを見て、そこから何軒かを当たった上で、上

砂見のほうに越してきました。多分、今後そういう方が増えると思うのですが、移住する

側としては、やっぱりある程度の細かいデータは欲しい。特に私の場合は社労士と行政書

士の資格で開業したのですが、インターネットはケーブルテレビがあるので何とかなるの

ですが、そういう情報すらなかったのです。要するにインターネットはどうやってつなぐ

か。だから、ある程度光ファイバーがつながるのかどうかとか、そういう情報も含めて、

奥さんと検討したのですが、あまりにも情報がないので、データがなさ過ぎてそれ以上進

めないという点がありました。今後そういう空き家管理等の話が出た場合は、やっぱり移

住者としては、細かいところが知りたいというのが正直なところです。その辺はもう少し

わかりやすくしてほしいと思います。 

 

（中山間地域振興課長） 

 ご意見ありがとうございます。なるべく詳しいデータをそろえたいと思いますし、いろ

いろ対応しているところです。 

 もう一つことしから考えたところがありまして、全体的に今のバンク制度というのはち

ょっと敷居が高いのかなと思って、無理があって、特定な地域にそういったマッチングを

するような仕組みも今作りつつあります。まだ確かな成果は表れていないのですが、今い

ただいた意見も参考にして進めていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

８ 市長あいさつ 

 長時間にわたりまして地域づくり懇談会に多くの皆さんにご参加いただき、ありがとう

ございました。そして、積極的なご意見も伺い、意見交換ができたことをうれしく思って

います。 

きょうのこの小学校をテーマとした点、地区公民館の点、いずれも地域の皆さんといろ

んな話し合いをしたり、検討したりすることが重要だというところで、結論はその中で見

出していくといったことが内容であったと思います。そういう意味では、我々も地域のテ

ーマをいただいてからいろいろと検討したり考えたりもしましたが、まだまだこの２つの

大きな課題については、地域の皆さんといろいろな形で話し合いを重ねていかなければな

らないと、そういう認識に至っているところです。お越しいただいた方には、はっきりし

た結論がないではないかと思われるかもしれませんが、よりよい結果を求めてさらに実り

のある話し合いができることを願っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 そのほか、空き家バンクのご意見も大変参考になります。我々もいつも呼びかけたりは

するのですが、まず空き家バンクの登録が少ないということ、それから、それをインター
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ネットのほうで常時公開しているという形ではなくて、相談を受けた方に個別にご紹介し

ているという状況であるということで、考えてみると今の時代に少し不十分かなとも思い

ます。また細かいところで持ち主のほうもいろんな思いもあって、文字で表現し切れない

部分、いろんな条件的な部分もあったりするので、きっとそのように相対で相談してもら

ったりする部分が残されるような形で運用しているように思います。鳥取市は不動産を紹

介するということを事業としているわけではなくて、ぜひ移住定住を成功させていきたい

という中で、空き家のほうもいろいろとお世話をさせていただいているわけです。しかし、

ご指摘の点も、十分考えなければいけない点だと思いますので、その辺がわかるようにし

っかり提供する情報の中に、ご相談に応じながら具体的な紹介をさせていただくというこ

とも含めて、もっともっと伝えていきたいと思います。 

 鳥取市は、空き家の提供者、そして空き家の所在する集落のほうにも、両方に、空き家

が提供されて実際に話がまとまれば、空き家を提供いただいたこと、それから地域で空き

家を、新しく定住される方に地域としても受け入れていただいていること、こういったこ

とに報奨金的な、奨励金のようなものを出していまして、積極的に空き家の活用も図ろう

と考えています。また、空き家を改修して入居される方には一定の補助金が出て、水回り

の改修やトイレの改修を支援する制度もあります。Ｕターン、Ｉターンという関係では、

特にそういった制度も活用いただけるようにしています。 

 ちょっと空き家を取り上げて少しコメントさせていただきましたが、ぜひ地域の活性化

につながるいろんな可能性や取り組みを、またコミュニティ支援チームの担当者もいます

し、地区会長さんは鳥取市役所のＯＢでいろんな事情をよくご存じでもあります。ぜひと

もいろいろと地域の皆さんの声をまた伝えていただいて、うまく鳥取市の制度も活用いた

だけるようにお願いをしておきたいと思います。これから秋に向かい、冬もやってきます

が、神戸地区におけるいろんな協働のまちづくりの取り組み、防災の取り組み、こうした

ものが一層進んでいきますように、また、行政との取り組みのタイアップもできるだけ実

り多く進められますように私ども努力をいたしますので、どうぞよろしくお願いしたいと

思います。きょうはありがとうございました。 


