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岩倉地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１０月１日（火） １９：００～２０：４５   

２ 会 場 岩倉地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３８名 

市側出席者  １４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、藤井環境下水道部長、国森都市整備部次長、浅尾農村整備

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 

（地区副会長） ※スクリーンに基づき説明 

平成２２年７月１５日に、岩倉地区の協働のまちづくりを強い力で支援するという宣言

をいただきました。これがスタートです。 

平成２５年、今年の役員構成を少しご紹介しますと、自治会長を筆頭に、社会福祉協議

会会長さん、あるいは体協会長さん、事務局は公民館長が担当し、あとは幹事ということ

です。 

まちづくりプラン２０１０と、目標、現実のためのコミュニティ活動がありまして、福

祉、防災、安全の充実、子どもの見守りとふれあいグラウンドゴルフ大会の内容について

はそれぞれ説明していきたいと思います。 

「協働」と「コミュニティ」というのは何かなということをずっと考えていて、「コミ

ュニティ」を辞書で引いてみたら、人と人との同じ考えを持った集団であるとか、共同体

であるということが「コミュニティ」だということですが、普通、頭に付いている「協働」

というのが、一般には共に同じというような共同、共同宣言とか、共同戦線だとか、そう

いうようなことがあります。もう１つは協力するということの農業協同組合だとか、生活

協同組合とかいうことがあるので、この「協働」というのはどういうことかなと私自身が

ずっと考えてきましたが、これは、お互いが協力し合って働いて１つの町をつくるんだな

という具合に今は理解しています。 

どういう内容の事業をやっているかということで、子どもさんと見守り隊が挨拶運動を

しています。学校を出てきたところ、横断歩道のところで安全に渡れるように、雨の日も、

雪の日も、風の日も本当に見ていても頭の下がるボランティアをやっておられるという状

況です。 

ふれあいグラウンドゴルフ大会は、昨年は土砂降りの中でやったという記憶があります

が、平成２５年６月２９日に、いい天気で大変好評でして、皆が喜ぶ顔が目に浮かぶよう
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です。どちらかと言いますと女性の方が上手いなというのが私の感想です。自治会長が表

彰式で渡しているところの笑顔を見ても、もう大変和やかないい大会だったなと私は思っ

ています。ちなみに私、新岩倉の自治会長をしていますが、私の町内が優勝したと申し添

えておきます。 

岩倉地区の健康ウォーキングは、平成２４年は９月で、平成２５年も９月２８日、つい

この間やったばかりです。参加者は、去年は８８人、今年は８６人というように伺ってい

ます。樗谿で参拝しているところでは、疲れた顔をしている私もいます。 

次はボランティア活動ということで、この岩倉を愛している高齢のメンバーがいろんな

ことにサークルでボランティア活動しています。 

ちなみに紹介しますと、岩倉小学校の隅に四十連隊の記念碑があります。これを建立さ

れたかたがた、関わったかたは、皆高齢になりまして、誰も面倒を見る人がいなくなった

ので、ボランティアがやろうじゃないかということで、春や秋にやったり、状況によって

は皆で清掃しています。中学校の生徒が実習で岩倉公民館に来たときには一緒に行って作

業をしています。 

公民館のすぐ横にあります菜園で、ボランティアのメンバーと隣のかんろ保育園の子ど

もさんと玉ねぎの収穫であったり、ジャガイモの収穫であったり、サツマイモであったり、

大根の収穫をしています。今年も、２４年度と同じような日にちにサツマイモの収穫が始

まります。子どもというのは、土に触って、芋を一生懸命手で掘って、とても喜びます。

男の子はどっちかというと、出てきた虫の方に目がいきますけど、女の子はキャーキャー

言いながらでもちゃんと目的のジャガイモだったり、サツマイモを収穫します。子どもの

教育上では非常にいいことをしているなと自分らで自負しているところです。 

防災研修は、平成２５年９月１４日、つい先日ありましたが、非常に参加者が少なく少

し残念でした。参加した３０人ばかりが皆起震車に乗って、震度７を体験しました。私も

体験しましたが、こんなに揺れたときには本当にどうなるかなと改めて思い起こしました。 

敬老会は、今年も間もなくですので、関係者が今準備を一生懸命しています。岩倉地区

は、７５歳以上のかたが平成２２年は７１８人、平成２５年は、ついに８００人を超えて、

だんだん人数が増えています。私はもう予備軍ですが、この先何人にもなったらこの体育

館に入れるかなと心配するぐらいの状況です。 

今年も１９０人を超えるかたにこの体育館で敬老会を楽しみにして参加をしていただ

いています。去年は、寸劇で桃太郎をやりました。その前の年は一寸法師をしました。私

が店に行くと、オイ、桃太郎なんて言われて、何か気恥ずかしい思いをしましたが、私は

打出の小槌を振って大きくなった一寸法師役をさせられました。今年の演目は、お楽しみ

ということでちょっと内緒にしておいて、もう既に練習をしたり、舞台の装置をいろいろ

と作ったりして今準備しているところです。銭太鼓なども皆さんに楽しんでご覧いただい

ています。 

文化祭は、去年は１１月３日、今年は１０月の終わりにするようにしていますが、子ど

もさんの習字や、傘踊り、麒麟獅子、マーケットもあります。 

ちょっと紹介したいものがあります。とっとり市報９月号の表紙を見たことがあると思

います。イケメンの彼が踊っていますが、何とこれは岩倉地区を拠点にした我龍天晴とい

うチームです。このチームは、何と去年も今年も、２年連続してグランプリを獲りました。
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基本動作の部門と創作の部門と、すごいチームでして、帰られたら改めてこの表紙を見直

してやってください。岩倉地区が応援をもっとしていかないといけないと私は思っていま

す。こういう活動もしているということを紹介したいと思います。 

餅つき大会では、１２月中旬にお餅をつきます。何と１５０ｋｇつくわけです。杵つき

ということで、機械じゃなくて手でつきます。１５０ｋｇというと、だいたい４，０００

個のお餅を作るということで準備から大変です。雨が降っても大丈夫なようにテントも張

ります。 

近は、こねる人がだんだんいなくなってきたというのが問題です。あと手作りでこね

るのも皆さんが交代でします。若い人はやっぱり慣れていないので、粉ばかり入って餅が

バラバラになるといってよく苦情が入りますが、それも経験だということであります。そ

れで、だいたい１９０人のかただったでしょうか、１０個ずつ独居老人のかたにお配りし

て、だいたい２，０００個配って、あとの２，０００個は、体育館で、ぜんざいなりある

いはきなこ餅にします。これを楽しみに来られるかたも何人もおられます。 

山間地域との交流会は、今年から新しく始まった事業で、今年２５年５月２２日に、雨

滝の滝のすぐ上のところにある新しい集会所で、３３名だったと思いますが、参加しまし

た。山菜のどんなものが食べられるか、どんなものが食べたらいけないかということを一

生懸命説明していただき、くず葉の先っぽを天ぷらにして食べたら非常においしいという

のを私も初めて経験しました。イタドリであるとか、ヨモギであるとか、モミジであると

か、そんなものをいろいろ天ぷらにして食べさせていただきました。 

扇ノ山の上に上がりますと日本海が見え、左側の方には大路山とか、空山が見えて、非

常に眺めのいいところです。きれいな水も出ていますので、皆さん、いっぺんは上の方に

上がって見られたらいいなあと思います。私もここに上がってほんとに眺めの良さには改

めて驚いたというよりも、良かったなあという気持ちでここに来させてもらいました。 

この岩倉地区の課題を３つほど紹介させてもらいたいと思います。１つ目は、自治会の

加入率です。これは他の地区でも同じことだと思いますが、やっぱり自治会が主力になっ

ていろんなことをするのに問題があるなあと、私、実際、町内会長をして感じています。

それは、町内の花を植えたり、いろんな美化もやっていますが、１０月２０日の一斉清掃

には誰も参加しないのか、細かく言えば防犯灯の電気代はいいのか、道路、雪が降ったら

除雪はどうするんだと、自分たちも通って出てくるんじゃないかということです。 

防災活動や子ども会の育成ということもですが、町内会に入ってないので、子ども会に

来させんぞというわけにもいかないし、この辺がいつも問題になっています。非常時のと

き、緊急防災のときに、体のご不自由なかたがおられたらどうするんだと、だいたいがお

られるかどうかも分からない。こういう自治会として、町内会としては何の情報もないと

いうことで、これでいいのかなあという具合に思っています。 

２番目は、鳥取大地震から７０年のフォーラムに私も参加しました。日頃からの声かけ

がいかに大切かということを一生懸命に力説されていましたし、私もそうだなあと感じて

いました。１番の弱者のことについては常々考えていかんといけんなあということです。

市長さんも苦笑しておられたようにお見受けしましたけども、発表者のかたからリヤカー

を配置して欲しいと、意見なのか要望なのかのどちらか聞いた覚えがあります。この岩倉

地区の公民館も防災研修を開催しましたが、参加者が非常に少なく残念に思っています。
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それで、この岩倉公民館が本当に防災の拠点となるのかと感じています。 近皆さんよく

耳にしておられると思いますが、自助、共助、公助というんですか、自分は自分で助ける。

それから共に助ける。それから公共というんですか、消防だとか自衛隊だとか公の助けを

受けるという言葉を耳にすることが多くなったと思います。私自身は町内会というのが防

災の１つの拠点で、そのときにはリヤカーもいるかもしれません。私の町内ではそういう

ことまでは必要だとは思ってはおりませんが、本当に運ばないといけないときにはどこま

で運ぶんだよということもあるかとは思います。万が一救援物資等を持ってくるというこ

とになれば、やっぱりこの岩倉公民館、地区の公民館が拠点になるということですから、

この辺をもっと議論すべき事項かなあと、市役所の関係者のかたも交えて議論すればいい

んじゃないかなあと考えています。 

３番目に、いろんな事業、催しをやっても、若い人の参加が少ないということです。じ

ゃ、どうすればということですが、私びっくりしましたが、文化祭のときに、かんろ保育

園の園児さんが発表すると、何と一家で７人も来たと。お父さん、お母さん、おじいちゃ

ん、おばあちゃんの４人ですね。それから、園児のお兄さんか妹かみたいな人がいて全部

で７人も来るというこの人数のパワーを何とかしないと、催しが高齢者の集いになってし

まうんじゃないかなと思っています。これは他の交流を通じて、他の公民館、地区ではど

うしたらいいかということを勉強していかないとと思っています。 

後に防災拠点で思い出しましたが、ここの体育館が実は屋根が大変錆びていまして、

大雨のときには雨漏りがするという状況です。防災拠点ということで、ついでみたいに言

って申し訳ないんですが、適切な処置をお願いしまして終わりたいと思います。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 通学路（県道鳥取国府線）の確保と安全対策について 

＜地域課題＞ 

 県道鳥取国府線の卯垣交差点から岩倉西交差角までの西側は歩道が無い通勤、通学（高、

中、小学校）路です。特に朝夕の通勤時間帯では車両の渋滞が常時発生する区間でもあり

ます。冬期間は歩行者と車両の接触事故は何時発生してもおかしくない状況となります。

県道を拡幅し、早急に通学路の確保と安全対策をお願いします。 

  

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 県道鳥取国府線は、昭和２７年に街路名「立

川甑山線」として都市計画決定されている道

路です。現在の歩道は、一部両側歩道となっ

ている箇所もありますが、概ね片側歩道であ

り、歩道幅員は１．２ｍ～１．５ｍとなって

います。 

 道路管理者である鳥取県に確認したところ、

要望区間の片側は、平成２５年に通学路安全

対策として緊急的に路肩カラー舗装を施工したところですが、将来的には道路改良により
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幅の広い歩道を両側に整備する予定で検討を

進めているとのことです。 

 本市としましては、早期に歩道整備が実施

されるよう、今後も引き続き、鳥取県に対し

て要望していきたいと考えています。 

 

（都市整備部次長） 

 この道が通学あるいは通勤に使われるとい

うことですし、朝夕大変通勤時間帯が混雑す

るというようなことから安全確保についての

ご要望です。図面でいきますと、ちょうど左

の上の方が立川大橋からずっと斜めに一番右

下になりますが、岩倉交差点までが県道の鳥

取国府線ということです。さらには国府町の

方につながっていきますが、当地区としては

この路線が、現在事業中と書いていますが、

立川大橋からＪＲの高架下までは、まず歩道

拡幅ということで計画的に県道整備を進めて

いるところですし、卯垣の交差点から岩倉西

交差点に向けましては、カラー舗装を順次や

っていまして、これを平成２５年に実施して

いるところです。 

この道に関しまして、順次道路の拡幅、あるいは歩道の整備を進めていくということで

岩倉交差点までを県道整備として拡幅あるいは歩道整備を進めていくというようなことを

県の方で伺っているところです。今後も道路の状況等見まして、我々の方も県の方にこの

道路の整備について要望の方を続けていきたいと思いますので、また地区の方でお気づき

の点がありましたら、一報入れていただければと思います。 

 

２ 市道大杙９号線の安全対策について  

＜地域課題＞ 

 当該道路は、大杙地区にある商業施設に往来する車両の抜け道的存在で、更にヤマダ電

機が進出し交通量は飛躍的に増加するのは目に見えています。現状では車両のすれ違い、

車両と自転車の交差も危険です。特に、側溝（水路）は路面との高低差があり転落事故発

生が危惧されます。道路の拡幅、側溝（水路）の改修を要望します。 

 また、県道側も新しく出入り口が設置されることにより、既設の押しボタン式横断歩道、

新設交差点、右折車線確保と一体的な処置をお願いします。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 当該道路は幹線道路ではなく、全幅が５．０ｍあり、市道としての幅員が確保されてい
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ますので、現状では道路改良は困難です。

しかし、今後、ヤマダ電機ができ交通量の

増大等状況を見ながら、水路管理者である

下水道と調整し、蓋かけなどを検討したい

と思います。 

転落事故対策として高低差が１．０ｍ以

上のところについては、防護柵の設置が可

能ですが、道路幅員が狭くなりますので、

地元の同意が必要と考えております。 

 

【環境下水道部】 

本水路の現状は維持管理上特に問題があ

りませんので、現時点では水路に蓋を設置

することは考えておりません。 

なお、今後交通量が増加した場合は道路

管理者とその対応方法について、協議・調

整したいと考えております。 

 

【企画推進部】 

 この度県道鳥取国府岩美線沿いへのヤマ

ダ電機進出に伴う交通安全対策としてご要

望をいただいた信号機（押しボタン式信号

機）の設置についてお答えします。 

 信号機の設置の判断は、鳥取県公安委員

会において行われます。 

 鳥取市としては、みなさまの要望を踏ま

え信号機設置の判断指標となる交通量等に

ついて、警察と連携しながら状況を把握し、

信号機の設置について要望していきたいと

考えています。  

 

【都市整備部】 

 県道鳥取国府岩美線への右折車線設置について、道路管理者である鳥取県に確認したと

ころ、一商業施設の出入りのために、道路管理者が右折車線を設置することは困難とのこ

とです。今後、県道の交通に著しい支障をきたすような状況になれば、商業施設側と対応

策を調整したいと考えているとのことでした。 

 

（都市整備部次長） 

 市道大杙９号線の安全対策ということでして、図面でいきますと緑のヤマダ電機の建築
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予定地の裏側の道になりますが、全幅が

約５ｍあります。市道として幅員が確保

されているということがありまして、大

きな改良工事はできないということです

が、横に側溝が入っていましてかなり深

い側溝です。その辺りにつきましては、

水路の管理者であります下水道の担当と

調整をとりながら進めていきたいと思い

ます。それから転落事故防止ということ

で、高低差がかなり深い水路が横に入っ

ています。これにつきましては防護柵の

設置を検討したいと思いますが、やはり

地区の皆さまのご協力が必要になってい

きますし、防護柵を付けますと、道幅が

狭くなりますので、そのあたりを地区の

皆さまとご相談しながら進めていきたい

と思っています。 

 

（環境下水道部長） 

 市道大杙９号線沿いの水路は、環境下

水道部が管理しています。水路の管理者

としましては、水路の現状は維持管理上

特に問題はなく改修の必要もありません

ので、現地点では水路に蓋を設置するこ

とは考えておりません。今後、ヤマダ電

機が進出されて市道の交通量が増加した

場合には、道路管理者である都市整備部

とこの対応につきまして協議調整を行い

たいと考えています。 

 

（企画推進部長） 

 この信号機の設置は、鳥取県の公安委

員会の方で判断して必要であれば設置をされるという仕組みに基本的になっています。従

いまして、鳥取市としましては、皆さまがたの要望を十分踏まえた上で、ここに信号機が

必要ということになれば、交通量等の調査も必要になりますが、信号機の設置について本

市としても要望していきたいと考えています。 
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なお、ご存知のように、少し離れたと

ころになりますが、けんこうらんどの前

にも信号機があります。現在はこの県道

の横断はこの信号機のところを利用して

行っておられるという状況です。従いま

して、今しばらくヤマダ電機さんが出来

てからどういった車の流れ、人の流れに

なるのかという状況を把握した上での要

望になろうかと思います。 

 

（都市整備部次長） 

 県道鳥取国府岩美線に右折車のレーン

を設置していただきたいというご要望で

す。これも管理者の県に確認しています。

一商業施設の出入りのために道路管理者

として右折レーンを設置するようなこと

を、今のところ考えていない、困難だと

いうことです。今後通行量等を県のほう

も確認しながら、交通に支障を来たすよ

うな状況になれば、商業施設の設置者等

とも協議しながら調整したいということ

で伺っております。 

 

（地元意見） 

 ヤマダ電機の進出に伴って、右折線を

設けるとかについて、今、未回答の状態

です。 

東部事務所の前には右折線があります。

小学校のところと積善学園の方も去年か

な、春に設けてもらったんです。これは

東部事務所に陳情にも行きました。これ

で３ヶ所ができているんです。だけど、

東中の前のヤマダ電機の出入口のところを、品物を買いに行く人や何かが、東部事務所と

けんこうらんどのところの信号機を渡るかといったら渡らないと思うんです。そこで提案

しているんですが、国府町側の方側が３ヶ所も右折線は設けて、皆が良くなったって言っ

ているんです。東今在家団地に曲がるのも良くなった、交通事故がそれで１つは減ってい

ると思います。言ってもできないのだったら、初めに、設けてから様子を見ますというよ

うな回答で出てくるのはおかしいと思います。納得いきません。 

 

（都市整備部次長） 



 - 9 -

 県の方に確認をした後の回答をさせていただきましたが、現に県の方の回答は、一部の

民間の商業施設のために、右折レーンを設けることはちょっとできないというような回答

をいただいているところです。こういった話がありましたということはまた県に伝えます

が、今のところでは右折レーンについては、県の方は困難だという回答です。 

 

３ 岩倉小学校前自転車歩行者道の改善と補修について  

＜地域課題＞ 

 小学校前市道（立川岩倉線、新通１４号線）の自歩道は、用水路にフタをし通路として

使用していますが、グレーチングが変形し平坦性がないため児童がつまづいたり、滑った

りし転倒、怪我をする状況です。 

 また、グレーチング部は車いすでの通行は極めて困難ですのでフタの面積を縮小する等

構造的改善が必要と思われます。 

 更に、用水路に汚泥が溜まり悪臭を発生させていますので、早急な処置を重ねて要望し

ます。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

９月１２日に、小学校前市道（立川岩倉

線、新通１４号線）の自歩道の立会いを教

頭先生と行いました。通行に支障をきたし

ている個所については、緊急修繕を行うよ

う、指示しております。また、抜本的な改

良については、平成２５年度の通学路安全

点検に上げていただくこととしており、本

要望についてはこの事業の中で、各課と調

整の上、実施できるよう検討していきます。 

 

【環境下水道部】 

９月１８日に岩倉小学校前の水路につい

て現地確認を行い、現状を確認しました。

悪臭の原因である汚泥、草が堆積している

区間（約１５０ｍ）について早急に水路清

掃を実施します。 

 

（都市整備部次長） 

 水路の蓋をしているグレーチング等が変形して、平坦でないというようなことをご指摘

いただいています。この件につきましては、９月１２日に岩倉小学校の教頭先生とも現地

を確認させていただいています。通行に支障を来しているという箇所につきましては、既

に業者に発注していますので、すぐに手当てができると思っています。また、抜本的な改

革ということで、平成２５年度に通学路等の安全点検を行っておりまして、この要望につ
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きましては、関係しております各課、ある

いは教育委員会等とも協議しながら、実施

できるように検討していきたいと思ってい

ます。 

 

（環境下水道部長） 

 岩倉小学校前の市道の自転車歩行者道下

にあります用水路は、環境下水道部が管理

しておりまして、９月１８日に現地確認を

行いました。特にグラウンド横の部分に汚

泥と草がたくさんあるという状況でした。

このため、悪臭の原因である汚泥、草が堆

積している区間、約１５０ｍにつきまして、

早急に水路清掃を実施したいと考えていま

す。 

 

（地元意見） 

 前回の台風で美保の小学校区とか、南校

区が避難されたときの水の状態ですけど、

今、小学校の前を通っている側溝のところ

が、大水のときにもいっぱいで吹き出して

いる箇所、低いところは吹き出している箇所もありました。それで、あの雨が続いて、あ

れから吹き出したら、一面が水浸しになるし、避難先の小学校まで行くのに、通路が水没

したらどうするんだろうかなという心配をしたもんですから、水路の方の管理は、また水

の状態はどのようにお考えになっているんでしょうか、お聞きしたいと思います。 

 

（環境下水道部長） 

 美保地区、美保南地区の避難勧告が出たときに水路から水が溢れ出たというお話でした

が、その水路というのは、スクリーン画面の水路でよろしいでしょうか。かなり大きな水

路ですが、これから溢れ出たということでしょうか。別の水路でしょうか。 

 

（地元意見） 

 東中の避難場所のあるところ。 

 

（環境下水道部長） 

 場所を教えていただき、現地を見るだけじゃなく、少し大雨が降ったときに、その状況

を確認させていただきまして、対応したいと思います。後日担当職員が伺いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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（教育長） 

 東中を去って５年になりますが、依然として、子どものご支援をいただいておりまして

誠にありがとうございます。水のはけ口は善処したいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

（地元意見） 

 私は、ここで毎日子どもの下校時のパトロールをしています。昨日今日と工事屋さんが

バキュームカーでしています。ちょうど小学校の前の方、明日ぐらいになったら、体育館

の入り口までいくじゃないかと思って見ていますけど、問題が同じように出ておりました。

さっき、金網に段差があると出ていましたが、毎日パトロールに出ていて、小学校の１年

生ぐらいがけっぱんづくんです。わずかこの２、３ｃｍのことですけど、今頃の子どもは

すり足で歩くんでしょうな、けっぱんづくんです。ちょうど私の前のところにちょっと高

いところがある。そうすると、転ぶと危ないので、手出して助けました。それで、夏場は

半ズボンなのでけがをするんです。冬場は少ないですけど。そうすると、１年生が擦りむ

いて泣いています。それが、何箇所かあります。このグレーチングが弱いので、昔は車が

よく乗っていましたけど、今、乗らせんように言っています。乗る人があったら注意して

います。そうせんと、あそこに車が乗って、乗った瞬間はいいです。何分間かおるという

と、ジワッと進んでくるんです。だから、それを直してもらったらええと思うんです。け

れども、あの県道のやつは割合高くて頑丈ですけど、市道のやつはちょっと弱いです。そ

れから網目も、県道は網目が細いですけど、市道のやつは広いです。だから、子ども等が

帰るときに、雨が降ったら傘を持っているでしょう。傘を持ったら引っ掛けるんです。悪

気がないと思うんですけど、突くと引っ掛けるところです。女性だったらハイヒール履か

れたら、あのなかに突っ込む場合があります。だから、県道みたいに細いやつにしてもっ

たら、金がかかっても安全だと思います。その点市道の方はちょっと大雑把でないかと思

っています。 

教育長がおられるのでお願いしたいと思うのは、私もあいさつ運動しています。教育長

がおられたときもしました。東中の玄関口の扉があります。この前も９月２日から５日間

したんですけど、ちょうどその日が台風の関係からか、大雨が降って水たまりができるん

です。そうすると、生徒が飛ぶのに苦労しています。扉のレール幅が３０ｃｍちょっと、

その前がありますので４０、５０ｃｍ飛ばないといけないわけです。それで、生徒が皆苦

労しているんです。あいさつ運動始めてから私も１４年になりますので、その間に、言お

う言おうと思ったんですけど、いつになったら直るかなと思っていたら、なかなか直りま

せん。この際ついでに、教育長もよう知っとられると思うんですね、直しといておいてほ

しいと思います。そんな大きな工事ではないと思います。どっかにちょっと縁に溝を作っ

て、はけ口を作ったらできると思います。その点よろしくお願いしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 グレーチングは輪荷重に耐えるような仕掛けにはなっていない。入らないように車道と

の境界に何かポールを立てるとか、ガードパイプをしなさいとは言うことではないけども、

少し考える必要があると思います。車が乗ったのを見たって、いつも追いかけっこしてい
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てもてしょうがないんで、グレーチングを半分の大きさにするとか、何か工夫しないとだ

めだと思います。いくら段差の補修をしたって、そんなものは間に合わせだと、私は思い

ます。それと、車椅子がここを通るのを私は何回も見ています。大変通り難くいし、私は

その都度申し訳ないような気持ちでいっぱいです。少し車椅子のことも考えをいただかな

いと回答にはならないと思っています。ですから、この変形したやつをそのままにしてお

かれるのか、真ん中にサポート入れて、持つようにするのか、車が入らないようにするの

か、もう少し検討していただきたいと思います。 

 

（都市整備部次長） 

 岩倉小学校のグレーチングの件です。先程のご指摘もありがとうございます。グレーチ

ングの大きさでありますとか、質でありますとか、それから、段差の件につきましても、

既に業者等と相談していますので、早急にやり方も含めまして、修繕していきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

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） 

 今、交通指導に立っていますが、朝、晩は大変交通が停滞します。信号が東の方はサン

マートの奥からずっとつかえるし、下の方は立川のＪＲの信号でもう全部つかえて交通停

滞が続きます。大分前から要求出しているんですけど、今、私は西岩倉の交差点の佐々木

整形の前に毎日立っていて、その場合に、交通停滞に拘わらず、だいたい７時４０分～５

０分の間は児童が集中して、特にたまり場がないので要求していますが、その回答が全然

ありません。もう毎日毎日、心配で、心配でならないのですけど、その生徒のたまり場が

ないので、場所は今要求しておりますから、見てもらったら分かると思うけど、その交差

点を広げてもらうような処置はいつになったら回答できるのだろうと思って、毎日待って

います。見てもらったら分かると思うけど、ただの１０分程だけど危なくて、これから雪

が降り、雨が降ると、ものすごく道路にはみ出て、生徒はそれで中に入るように、入るよ

うにしても、入れる余地がないです。だから、今の交差点の改良をしてもらうのと、狭い

のでそれを広げてくださいといって出したけど、全然回答がありません。学校の方には、

要求もしていますし、町なりも要求していますが、全然回答がないので、それはどうなっ

ておるかというのを、担当者のかたに聞いてみたいと思います。待っておられません。本

当に毎日もう交通停滞して困っている状態です。その回答をお願いします。 

 立たれんから分からんけど、本当に立ったら、見られたら分かると思います。人の言葉

だと思わんようにしてください。 

 

（都市整備部次長） 

 岩倉の西の交差点ということで、時間も７時４０分～７時５０分くらいということを伺

いましたので、今の状況をもう１回見させていただいて、このことについて、県と協議で

きることは県と協議しますし、方法につきましては、またご連絡を差し上げたいと思いま

す。 

 



 - 13 -

（地元意見） 

 先程の回答は、だいたいいつもらえるのですか。 

 

（都市整備部次長） 

 区長さんを通してでもよろしいでしょうか。 

 

（地元意見） 

 いや、区長ではいけん。交通安全協会からも出るとか、小学校の方からも先生に出ても

らわないと、今の対策にはなりません。学校の方も悪いのは知っているはずですからね。 

 

（都市整備部次長） 

 ご連絡を差し上げて、関係する皆さんと一緒に見させていただきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 岩倉西交差点で、生徒さんがちゃんと交通安全上、きちんと安全に交差点を通学するよ

うにということですが、通学路の点検というのは、昨年からしっかりやって現状も把握し

ていると思っておりましたが、もし改善がないとか、回答がないとかいうことはあっちゃ

ならんと思っております。検討も進んでいるという声もありましたが、再度確認するとい

うことで、現実的に対策が立てられるのかどうかというのを今後検討した上での課題にな

ると思いますが、放置することがないようにしたいと思います。交通安全でいろいろと子

どもたちの安全を守っていただいているのを感謝申し上げたいと思います。 

 

（地元意見） 

 看護学校の建設についての意見を述べさせてもらいたいと思います。誘致をするという

ことで、私も良いことだと思いますし、誘致については賛成です。だけど、建設場所です。

駅前の交番と、高架の間の県有地の駐車場に建設されるということですが、駅前には駐車

場が少ないです。イベントときや駅前の商店街等の買い物にも、あの駐車場をよく利用す

るんです。それがなくなるのはすごく不便です。それと駅の近くで高架の横です。あれは

１番線ですから、建物の近くは一番駅に近く、上り線の発車の番線です。建設場所はホー

ムの外れになりますので案内放送とか、発車ベルとか、上り線の列車の発車にエンジンを

吹かして通りますので、非常に騒音の大きい場所なんです。ですから、教育設備を建てる

のに、環境には良い場所とは思いません。駅裏にはさざんか会館の横の辺にも空き地もあ

りますし、２年前ぐらいから店舗を閉店して、テナント募集しておるような民間の土地も

あります。それから、今、庁舎建設の計画をされている市立病院は、非常に広い土地です。

あの西側に大和建設会社があります。あの前に今、公用車の駐車場がありますね。あの辺

に看護学校を建てても、市庁舎を建てるのにスペースは、十分あると思います。あそこは

高架からも離れていて、非常に静かなところですし、環境も良いところです。そうすれば、

市の用地ですから県から土地を買うお金もいらんじゃないかと思います。駅南地区には看

護高等学校、歯科技工専門学校、ビジネス専門学校、美容専門学校等多くあります。そう



 - 14 -

いう学校に比べても、市立病院の跡地に行く方が近いです。非常に便利のいいところだと

思います。だから、その辺をもうちょっと検討してもらったら良かったんじゃないかなと

思います。県議会で２名の議員さんが駅前の駐車場は不足していると、それで環境が非常

に悪いところに学校施設を建てるのは問題があり、そういうところに売却するには反対で

すというような意見を市報で見ました。市会議員さんは、現在１名欠員で３５名おられま

すね。８月の市報を見たら２９人の市会議員さんがいろんな質問とか意見を述べられてい

ますが、この看護学校を駅前一等地の駐車場に立てるということには問題があるとか、舗

装に問題があるのであそこの場所には非常に問題があるじゃないかと、駅の裏側にはまた

建設する土地があるじゃないかという質問をされた議員さんは１人もおられません。これ

は市会議員さんのチェック機能が働いているのかなと私は思います。ですから、駅前の１

０年、２０年先長い目で見て、やはりバランスの取れた開発をしてもらいたいと思います

が、どうでしょうか。 

 

（企画推進部長） 

 駅前の民間の学校法人の看護学校の誘致につきましては、この４月以降、いろんな取組

みをやっておられます。今ご意見の中でおっしゃられましたように、駅前に県が普通財産

で持っておられた時間貸しの駐車場の土地、あそこが一番適しておるんではないかという

ことで県にお願いをして、いろいろと交渉をする中で、この７月に買収が相整いました。

それ以降、建設に向けてこの準備を進めているという状況です。駐車場の問題等ももちろ

ん県の方からもお話がありました。私どもも実態調査を、実は延べ４日間にわたって、休

日、あるいは平日それぞれ行っています。あの駅周辺には現在約１，４００台分の時間貸

しの駐車場があります。それ以外にも、およそ９００台以上の月極めの駐車場も現在あり

ます。そういったところ全部が詰まっていて、なかなか使えないという状況は実態調査の

段階ではありませんでした。 

また、駅の利用者等の方が主に使われるとは思いますが、あそこの駐車場は３０分間無

料といった機能もあります。私どもとしては、あそこの駐車場をなくすわけですから、代

わりに近くの民間の駐車場に、当面の間は３０分間無料で停められるような機能をつけた

駐車場をご案内しています。また、現在駅の周辺整備計画整備事業の一環に伴いまして、

駅の南側のロータリーの改修を進めていますが、そこの東側のロータリーのところに新た

な時間貸しの駐車場を設けることとしています。さらにこの駅の南側のロータリーの部分

にも設けるようにしています。また、もう少し先になりますけれども、扇町側の方にも立

体の駐車場を作る事業というのも計画しているところです。駐車のキャパシティという部

分はなんとか賄えるんではないのかなと思っています。 

また、環境で騒音のことも指摘されました。駅の近く、当然列車の通過に伴う騒音とい

うのは大変気になるところではありますが、建築の中で、そういった防音というのはなん

とかクリアできるんではないのかなと考えています。場所はやはり学生や教職員の通学、

通勤、また、実習病院、例えば看護学科８０名の定員ということですが、看護のこの３年

間の勉強の中では、結構実習という部分が非常にウエイトが高くあります。座学であそこ

でずっと年がら年中勉強しているというよりも、どちらかというと実習に出かける時間も

結構多くあります。８０名が実習というのは、例えば市立病院だけでは到底賄える人数で
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はありませんでして、例えば県立の中央病院にもお世話になります。日赤さんにもお世話

になります。生協さんにもお世話になります。それ以外にも、例えば湖山の方の尾﨑病院

さんですとか、また岩美病院さん、智頭病院さんとか、またいろんな福祉施設もあります。

いろんなところに市内、あるいは市内を問わず東部地域全般に出かけていかなきゃいけま

せん。そういった場合に、やはり交通のターミナルであるああいった場所がよいのではな

いかと、こういうことであそこに白羽の矢を立てているわけです。 

お話にありました旧市立病院跡の西側の大和建設の横の周りをということもありまし

た。あの辺は、都市計画の関係で、学校がストレートにスッと建てられるのかどうなのか

ということで、ちょっと問題があったように記憶しています。いろいろな場所につきまし

てのご意見もいただいていますが、学校法人とも協議した上で現在のあの駅前の土地が一

番良いのではないかということで事業を進めることとしているところです。ご理解お願い

します。 

 

（竹内市長） 

 少し補足をさせていただきます。他に適地がなかったかという議論は確かにあろうかと

思います。しかし、学校法人が進出しようというときに、学校法人の意向ということは非

常に重要であり、また平成２７年４月開学ということですぐに手に入る土地を求めておら

れましたし、我々も望んでいました。従って、今更地であり、この駐車場として使われて

県としても、この土地は駐車場で使わなくてもいいという基本的な考え方もありましたの

で、我々はそこを譲渡を求めて駅至近の学校用地として活用することにしたわけです。隣

にはワシントンホテルもありますし、決して線路脇であるから学校用地にふさわしくない

というようなことは日本中の学校の立地を見ても、駅近接の学校ありますし、オフィスビ

ルはたくさんありますし、我々も、学校法人側の意向としてここがいいと言われる中で、

県とも協議をして取得をしたということであります。なお、この事業については市議会の

方でも推進決議をいただいておりまして、我々も今言ったような事情をご説明して理解を

得てきたということです。議会の予算の議決もいただいて、県からすでに取得をして、１

０月の中旬ぐらいには着工して来年の５、６月ぐらいでしたか、建物が建って、その次の

春には入学者を迎えるようなそういう非常にスピード感のある取組みを展開をしていると

ころです。そういった事情を少しご理解いただけたらありがたいなと思います。 

 

（地元意見） 

 私、発電所の建設に非常に関心を持っております。鳥取市も太陽光発電は取組んでおら

れますけども、もっと大規模に取組まれたらどうかというふうに、まず提案を申し上げま

す。というのは７年か８年で投資額は回収できます。約１０億円投資すればだいたい計算

では年に１億２，０００万円、３，０００万の電気の収入がある計算になります。場所は

ご存知のように廃校とか、学校の屋上、体育館の屋根なんかはいくらでもありますので、

大規模に取組まれたらいいと思います。というのは、鳥取県でも、風力発電で北栄町が、

日南町が太陽光発電で取組んでおられます。それから鳥取県も今年水力発電で南部町の場

所を多分やりました。空山の風力発電は県営ですね。私、空山も北栄町の発電所も見学に

行きました。北栄町の風力発電は１基が１，５００ｋｗで、９基あります。年間の収入が
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４億５，０００万円です。工事費を聞いたら２８億円で、うち７億円が補助金で町の負担

が２１億円だと説明しておられました。当時、７年前です。２１億円の出資について意見

もあったようですが、まだ合併の前です。今でいう福島第一原発の事故の前です。そのと

きに町長さんは、風力発電という立派な決断をされたと今思います。だいたい６年ぐらい

で償却をしてもう今年ぐらいから４億５，０００万円の金が町に入ってきているようです。 

国立公園に風力発電はできませんが、鳥取市も白兎から西、気高町とか青谷町、こうい

うところに１０基建てるとすれば、市の負担は補助金を外して２５億円あればできると思

います。効率は、空山より海岸の方がいいです。ですから海に１０基ぐらいを建てると、

年間５億円ぐらい、６年ぐらいで償却できて、市の収入に入ると思います。 

次は地熱発電です。鳥取市は温泉地がたくさんあります。その中でも浜村が一番温水の

温度が高いです。浜村温泉は３０年前はすごく賑やかかったです。今は前の面影もありま

せん。今営業している旅館は１店舗です。ですから地熱発電をするにしても、反対運動は

起きないと思います。地熱発電というのは、非常に天候に左右されませんし、提案です。

そういう分も建設をするような調査をされたらいいと思います。 

それからもう１つ、水力発電。私、川を見ると水力発電ができるかどうかというのはよ

く見ますけど、河原町の北村の線、岬、あそことか、それから佐治村の佐治川、それと用

瀬町の江波とか、鷹狩から入った下板井のあたり、ああいうところは非常に水力発電を建

設するのに良い土地です。この辺も調査すれば、長期にわたって電気料金が市の方にも入

ってきますので、非常に効率が良いと思います。市庁舎を新築しても、鳥取市は元気にな

りません。建物を建てるのに、借金をして建ったらいけんと思います。こういう事業につ

いてはね、いくら借金しても将来市に金が入ってくるんでいいじゃないでしょうか。十分

検討されたらいいと思いますので意見を申し上げます。 

 

（竹内市長） 

 鳥取市は、現在では牧場に使われている青谷のイカリ原を太陽光発電で自ら事業するこ

とにしました。６月議会で必要な経費も予算化して、実際の事業にかかっています。平成

２４年度までは確か売電価格が一番高い４２円という話でした。これを利用できるように

中国電力と交渉してやっています。できるだけ収入が上がる事業についてはやっていきた

いと思いますが、まず適地を見つけることと採算性を確認することと、当然そういったこ

とが重要になりますので、そうした前提で行きたいと思います。 

 それから市庁舎の話が出ましたが、市庁舎というのは市民にいろいろな行政サービスを

提供するため、あるいは市民の皆さんが来られたときに、いろんな対応をするため、そし

て災害時には、防災対策の中枢となる場所ですので、しっかりとしたものをきちんとして

整備することは必要 小限のことだと理解しています。東日本大震災などで庁舎が崩れた

りしたところ、あるいは私自身が体験した阪神淡路大震災の神戸市役所、あるいは今回の

東日本各地の郡山の市役所とか使用ができなくなって機能不全に陥ると災害復旧もできま

せんし、機能しません。こういった事態は絶対に避けたいと思います。 

 

（地元意見） 

 鳥取市の財政についてご質問したいと思います。鳥取市の財政は、２０万人以上の特例
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市４０のうちの４０番目であるということは、市の職員から聞いて間違いないんですが、

日本全国の地方公共団体１，７００数十ある中で、鳥取市の順番はどれぐらいかというこ

とをお聞きします。 

それからそういう財政が悪いときに市庁舎を作るなんてもってのほかだということを

まず申し上げておきます。一番の問題は、ごみの焼却場について市長は全く危機感を持っ

ておられない。いろいろ市議会も傍聴させていただきますけども、もう副市長に全て放り

投げて、全く問題解決する意欲がない。全くこの解決能力がない。このことは、平成２９

年までにはやると言っていますが、平成２９年に本当にできるのか。今、２７０ｔから２

４０ｔに下げて環境アセスメントを県の方に上げたんですけれども、県の議員に聞きまし

たら２７０ｔの環境アセスメントを持ってきてけしからんと、ちゃんと２４０ｔで持って

こいということで突き返したという話です。こういう状況の中で、本当に平成２９年にで

きるんでしょうか。また、ごみ焼却炉で、高効率発電をすることによって予算の２分の１

が補助金でもらえるということになっています。これは環境省の時限立法でして、平成２

５年度中に認可の交付をしたところに対しては２分の１の補助をすると。平成２５年度と

いうことになっているけれども、合併特例債と同じように延びたのか、延びてないのかと

いうことを聞きに行ったんですが、ご存じなかったんです。それで、平成２５年度末に交

付ということになりますと､この予算はどうなるんですか。今､すべての積算を２分の１の

補助金でやっているんじゃないでしょうか。そうすると、高効率発電はやっても意味がな

いということになる。もう根本からやり直さなきゃだめになるということだと思いますが、

このごみ焼却炉の問題について、時限立法であるかどうかということと、高効率発電がで

きるのか、できないのかということをお聞きしたいと思います。 

 

（総務部長） 

 財政状況についてのご回答をさせていただきます。特例市４０市の中で 下位とかとい

う話もありましたけど、何をデータに 下位だと言われているのかが、 

 

（地元意見） 

 きちんとある。 

 

（総務部長） 

 そこを言っていただかないと皆さんには分かりません。これは、実質公債比率というこ

とです。 

 

（地元意見） 

これが一番基本とされている分で。 

 

（総務部長） 

 他の皆さんが聞かれているのに、何を言っておられるのかなと思われたかなと思って確

認をさせていただきたかったんですが、市が借りています借入れに対しての償還の割合と

いうことで実質公債比率というものがあります。この９月議会で平成２４年度決算も、議
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会からの認定をいただいたところですけども、鳥取市は、現在１５．０ということです。

４０市中４０位とおっしゃられましたけども、実質公債比率が現在１５．０％ということ

になりますと３８位ということで若干よくなっています。１６．０というもう１年前の数

字でおっしゃられたと思いますが、年々よくなっているということでして１５．０までな

っています。これは届出で借入れができるというような、割合健全な借入れ状況、借金で

健全なというのもおかしな話ですけども、そういった状況になっていますのでご理解をい

ただきたいと思います。決して､鳥取市は潤沢な財政というのは持っておりませんが、堅実

に財政運営をしているということでちょっとずつですけども、借金も返しております。そ

れから新たな借金はなるべくしないようにというようなことでやっていますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 １，７４２市のうちでということで、平成２４年度は１，５０８位で下から数えて２４

０何番目でしたが、若干、１，５００位は切って１，４９８位ということで順位は上がっ

ています。１，７００もありますと､いわゆる政令市とか大きな経済状況のいい都市から地

方都市までたくさんありますので、一概に、この順位だけで比較していただくよりも、鳥

取市がどういうような財政運営をやっているかということで理解をしていただければと思

います。繰り返しになりますが、この９月議会でも議会の方から決算認定ということで承

認をいただきまして、昨年度は実質的に３０何億円の黒字というようなことも出ています。

決して、裕福ではありません。潤沢な資金で、そういう市政運営をしているわけではない

ですが、効率よくやって、年々頑張っていることは理解していただきたいと思います。他

都市との比較ということはあまり意味がないのかなと私どもは思っています。それぞれ条

件が違います。収入も違いますし、支出具合も何に使うかということも違いますので、他

都市との比較よりも鳥取市がどういう財政運営をしているかということを理解していただ

ければと思います。 

 

（深澤副市長） 

 可燃物処理施設について、一番肝心なところは平成２９年に本当にできるのかというこ

とと、市長が問題解決する。これは、市長の方が答えていただく方がいいのかも分かりま

せんが､そういったことだったと思います。 

まず市長も私たちと一緒に地元の方に何度も出向きまして､地権者集落を中心にこの事

業について理解を得るべく日々努力をしているところです。この東部県域の非常に喫緊の

課題でありますこの建設につきましてはしっかりと取組んでいるということをまずお答え

をさせていただきたいと思います。 

それから平成２９年に本当にできるのかということですが、これは待ったなしでして、

今、地権者集落を中心に交渉を続けています。６ヶ集落と考えていますが、４集落につき

ましては事実上の同意をいただいていますし、もう１集落につきましても近々前向きに受

け止めていただけると考えています。できるだけ早く建設にかかれるように、もう少し努

力を重ねていきたいと思っています。高効率発電のお話もありましたが、確かに高効率発

電ということになりますと有利な補助制度も活用できますので、時限立法であろうとこれ

が継続される、そういったことに関わらず、できるだけ早くそういった有利な制度も活用

できるように地元交渉を重ねていきたいと考えています。ご理解いただきたいと思います。 
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（地元意見） 

 いや、それは理解できないですね。平成２５年度中に交付されないものについては、高

効率発電はできないんです。交付されない。２分の１にならないんです。時限立法でそう

なっているということを私は言っているんです。 

 

（深澤副市長） 

 ですから、できる限り早く同意を得るべく努力を重ねていきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 環境アセスメントも県で通っていないのが、なぜできるんですか。 

 

（深澤副市長） 

 環境アセスメントも 終局面に入っていますので、県の方も近々それはＯＫをいただけ

ると考えています。 

 

（地元意見） 

 ２４０ｔで出し直すんですか。 

 

（深澤副市長） 

 ２４０ｔで出す必要はないと考えています。 

 

８ 市長あいさつ 

 皆さん､長時間お疲れさまでした。いろんなご意見をいただきました。提案もいただきま

した。ありがとうございます。庁舎の問題も､今の合併特例債を活用して必要な施設は早く

建てて、古い施設のままで維持管理費が嵩んでいくとか、あるいは合併特例債の活用がで

きない段階で建替えがまた必要となるとか､そういったことで大きな負担を将来に先送り

しない。我々の時代にできることをしっかりやる。これは、戦後の鳥取市の歴史を見ても

昭和２７年で大きな大火を経験し、その後、２８年～３０年にかけて合併を進めました。

その合併をして、財政状況も一時は財政管理団体になるなど厳しい時期はありましたけれ

ども、ちょうどその昭和２７年の大火から約１０年を経た昭和３７年頃に庁舎を建てよう

じゃないかということで、現在の市役所本庁舎の工事が竣工したのは昭和３９年の９月で

す。災害があって苦しい中、合併もし、合併することでまた鳥取市が一回り大きくなって

財政状況も改善しつつある中で庁舎を建ててこれを約５０年使ってきたわけです。 

今､またサイクルが巡ってきて､合併後、鳥取市がこれまでいくつもの庁舎に分散をして

いて、なかなかその業務が市民の皆さんから見てもどこに行ったらいいのかというような

こととか、いざ災害などが起こったときにちゃんと機能できるかいというような不安も寄

せられる中で、しっかりと将来に向けて安全､安心、そういったまちづくりの一環として、

庁舎についても今の時代に我々ができることで合併特例債を利用して前に進めようという

ことです。長い間、市立病院跡地を取っておいたわけですのでこうしたところも活用し、
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駅南庁舎も活用してというような考え方を今後できるだけ速やかにまとめて、ご提示もさ

せていただきたいと思います。その場凌ぎの、あとに先送りするようなことはしてはなら

ないんじゃないかと思っています。明るい鳥取市の未来や子どもたちや孫の世代に､何であ

のときにやってくれなかったんだと思われるようなことはしてはならないと思っています。 

岩倉地区の地域づくり懇談会、今回も具体的な話をたくさんいただいていますので、１

つ１つ検討して､答えを出していきます。それが我々鳥取市役所の職員が頑張らなきゃいけ

ないところだと肝に銘じて、今日出たご意見をまとめて１つ１つ解決を図っていきたいと

思います。大きな問題からこの身近な課題までお話がありました。ぜひ、一緒になって、

これからも良い地域を作っていこうじゃありませんか。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 


