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稲葉山地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１０月７日（月） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 稲葉山地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ４６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、山

本防災調整監、武田企画推進部長、山根農林水産部長、国森都市整備部次長、

河井教育委員会事務局次長、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 

 ２年前に報告した内容ですが、この地区のまちづくり推進計画をこの地区の方全員にも

お配りして、目標を掲げてやってきています。実務的には平成２３年度のまちづくり協議

会としての事業計画ということで、防災意識の高揚と防災に対しての充実、あるいは子ど

もと大人のふれあい、特色あるまちづくりということで、一応こういう事業計画を立てて

います。 

 平成２４年度は、地域の安全を守る防災対策では防災・安全マップの作成ということで、

かなり具体的に計画を書いています。特色あるまちづくりとか、あるいは子どもと大人の

ふれあいは平成２３年度から継続です。もう一つ、上野山の内容で事業計画を立てていま

した。 

 この中で全てできたというわけではないのですが、とりあえず順調に進んでいる取り組

みの中で新規に進展があったのは、計画に上げていた地域の安全を守る防災対策で、防災・

安全マップを作成しました。実務的に動き出したのは平成２４年３月、防災指導員を決定。

防災リーダーを加えて計画し、実際に各町内の調査をやりながら防災マップが平成２５年

３月に完成しまして、全戸に配布しました。 

 最近、市の補助金等も活用させていただき、防災倉庫を充実して、できるだけ地域の皆

さんに見える化を進めたいということで、今進めています。 

 それから、鳥取市の防災指導員研修にことしも参加いただいて、この地域の防災リーダ

ーを増員しました。この地域では合計８名です。具体的に防災マップをつくったのですが、

それについての勉強会も立川３丁目の防災訓練としてやらせていただきました。 

 先進地区の視察も行きました。それから防災マップを何とかことしの３月に配布できま

した。 

 それから、以前小さな倉庫がありましたが、内容的にも資材が入り切れなくて、今回大



 - 2 -

きなものを設置しました。まだ中身は比較的すいていますが、これから充実させていきた

いということです。 

 それから、立川３丁目の防災訓練では、防災マップやその他の情報について勉強会をし

ました。 

 私、鳥取市の自主防災連合会で今回、奈良の五条市での視察研修に参加させていただき

ました。これは、平成２３年度の９月に大雨が降りまして、累計で１，０００ｍｍ降った

ときに山崩れが起こったときの様子を、いっぱい撮ってきました。本当に現地に行かない

と分からないのですが、ものすごく高い山でして斜面もものすごく急です。我々の地区も

結構、土砂災害地域の指定はあります。ちょっと環境は違うのですが、大雨が降ったら、

ここまではいかないにしてもかなり大きな被害が出る可能性があります。正確な数字は忘

れましたが、６００ｍとか８００ｍというレベルの土砂災害です。深層崩壊ということで、

山がごそっと全部削れ落ちています。重機の大きさと崩れの大きさを見てもらったらその

被害の甚大さが分かると思います。別の場所では、斜面の上のほうから、１，０００ｍで

深層崩壊が起こって、全部土が押し寄せて、本当は川が流れているところにダムができて

しまっています。石ころがものすごい面積で広がっています。行ってきたメンバーは、あ

きれ返って見ています。五条市の職員の方には、現地まで案内していただきました。 

 順調に進んでいる取り組みの２番は、継続、改善しているということでご了解いただき

たいと思います。特色あるまちづくり事業では、地区敬老会もこの地区で一大行事として

やっています。従来は座って座布団でしていたのですが、平成２４年度からは、椅子にし

て非常に楽にできるということで、お年寄りに少しは優しいことができたかなと思ってい

ます。ことしも先回行いまして、いろいろ反省点も出ていますので、さらにまた改善して

来年につなげていきたいと思っています。 

 それから、継続、改善しているということで、前回報告したふれあい大運動会とかおや

じ元気会は、メンバーが清掃したり、稲葉山小学校で小学生と地域住民と一緒にふれあい

大運動会を行っています。 

 子どもと大人のふれあい交流促進事業は、いろいろな組織でやっています。交通安全の

関係は、協会や地区公民館さんが中心にやっています。ぽけっとの会では、子どもさんの

活動をしていますし、上野山のリンゴ園にご協力いただいてリンゴ狩りの体験を子どもさ

んも一緒にやっています。 

 ことしの３月に、初めての試みでしたが、公民館で遊ぼうということで、お年寄りと子

どもさんたちが一緒になって昔のゲームをして交流を図りました。 

 ６番目には、ずっと根強くやっているという意味で、人権、生涯学習、文化の推進とい

うことで、人権も一生懸命やっています。 

 最後に、思うように進んでいない取り組みというか、どちらかといえば課題という意味

でちょっと感じていることを書かせていただいたので、皆さんの印象とは違うかもしれま

せん。まちづくり協議会では、特別に課題検討チームというのをやっていました。自治会

でやっている内容とは別にチームが集まってやるので、なかなか進みにくいということが

ありました。今回、自治会活動の担当組織メンバーで再構築してまちづくり推進計画をや

っていこうということで、基本的なテーマは変わっていません。わざわざ別々に集まって

することはちょっと現実的ではないので、こういう形にさせていただきました。継続は力
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なりということもあるのですが、反面、毎年毎年同じことだなと、同じような人が出てき

てマンネリ化ということで、これは別に自治会組織の若返りとか、専門組織でいろいろな

活動をしています。やっぱり連携、コラボしてまた新しい取り組みもしていかなければい

けないのかなという辺については、多分、市のあっちこっちで聞かれた内容とよく似てい

ると思うので、アイデア等ありましたらまた教えていただきたいと思います。 

 ３番目に、やはり高齢化、固定化ということで、もっと若い人の参加をさせるようなこ

ともしていかないといけません。若いリーダーの出現を待つしかないのかな、いや、この

お年寄りメンバーで何とかしなければいけないのかなという辺が課題なのかなということ

で上げさせていただきました。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 稲葉山小学校校庭の排水工事、及び災害時の避難所としての役割について 

＜地域課題＞ 

 稲葉山小学校校庭の排水工事については数年前に実施されましたが、問題点が解決され

たのか疑問の声も上がっております。 

①配水管が埋め込まれている場合、車乗り入れで配水管が破損することはないのか？ 改

めて排水工事仕様と事後評価について説明して頂きたい。 

②－１ 校庭は周辺より低くなっており、天神川氾濫時の床下浸水などを防止する溜め池

という話があるが実際そうなのか？ どの程度被害が抑えられると評価しているの

か？  

②－２ 天神川の土手整備が進んだ現在でもその必要性はあるのか？  

②－３ 防災溜め池の役割が薄れているなら高さを道路高さに合わせ更なる排水改善をし

て頂きたい。 

③校舎も含め災害時の避難場所と指定されているが校庭も含め安全性・収容力をどのよう

に考えているのか教えて欲しい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会】 

① 

 平成２２年度にグラウンドの部分改修工事を行っています。 

 その際、ＰＴＡの皆さまのご協力により、暗渠排水管を埋設しています。 

 グラウンド周囲の雨水マスから中心に向けて１０～２０ｍ、部分的に埋設してあります

ので、車乗り入れによる破損等の心配はありませんが、砂場側などで追加埋設したものは

浅いため、点検を行い、破損等あれば補修します。 

 グラウンド改修工事の評価については、改修前と比較すると効果はあったと思いますが、

改修後も排水の悪い部分がありその都度真砂土を入れるなど、対策を講じてきています。 

②－１，２，３ 

 県、校庭内の雨水幹線を管理する下水道部局などに聞き取りを行なった結果、県や市が

正式に雨水貯留施設として指定しているものではなく、法的な根拠もありません。 

 よって、グラウンドのかさ上げを行うことは、天神川の関係で規制されるものではあり
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ませんが、大きな事業費が必要なため、他校の整備、改善状況を踏まえて、優先度を考慮

しながら対応を検討してまいります。 

 

【防災調整監】 

 稲葉山小学校については、災害時の避難所として校舎と体育館、一時避難場所として校

庭をそれぞれ指定しております。 

 校舎については、現在耐震補強工事を行っており、平成２６年１月末に完成予定ですの

で、地震や水害等の避難所として活用できるものと考えており、約１，５８０人が収容可

能です。 

 校庭については、地震や大規模火災などが発生した際、「一時的」に避難する場所であり、

約９，９２０人が収容可能です。 

 いずれにしましても、災害の種別によっては、指定している避難所や避難場所であって

も施設の安全性は異なってきますので、状況に応じて避難していただくことになります。 

 なお、河川改修や殿ダムの完成などにより、稲葉山地区は河川の氾濫による浸水のおそ

れはなくなりました。 

 

（教育長） 

 稲葉山小学校の校庭の排水工事等につ

いてです。平成２２年度に粘土質となっ

ている部分の土の入れかえ、それから排

水に悪影響のあった築山の撤去を行って

います。その際、ＰＴＡからの提案によ

りまして、暗渠排水用の材料支給を行い、

ＰＴＡの皆さんの協力も得まして暗渠埋

設を行っています。また同時に、下水道

部局で校庭内を走る雨水の幹線上のマスを設置しており、民家側からの雨水を受ける側溝

整備も行っています。限られた予算と部分補修であることから十分な表面勾配がとれず、

下地と周囲が粘土であるということから、改修後も排水性の悪いところがあります。 

 それから、車の乗り入れによる排水管についてのお話ですが、これの破損等の心配はあ

りませんが、砂場の側に追加埋設したも

のは、少し浅いために、点検を行い破損

等があれば補修をしています。 

 それから、グラウンド改修工事の評価

についてですが、改修前と比較すると効

果はあったと思っていますが、改修後も

排水の悪い部分がありまして、その都度

真砂土を入れるなど、対策を講じている

ところです。 

 校庭が防災ため池の役割を果たすこと

になっているのか等々については、県や
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市の下水道部局などに聞き取りを行った結

果、県や市が正式に雨水貯留施設として指

定しているものではなく、法的な根拠もあ

りません。よって、グラウンドのかさ上げ

を行うことは天神川の関係で規制されるも

のではありませんが、これは大きな事業費

が必要なために、他校の整備、あるいは改

善状況を踏まえまして、優先度を考慮しな

がら対応を検討していきたいと思っていま

す。 

 

（防災調整監） 

 稲葉山小学校については、災害時の避難所として校舎と体育館、それから一時避難場所

として校庭をそれぞれ指定しています。校舎については、現在耐震補強工事を行っていま

して、平成２６年１月末には完成予定ですので、地震や水害の場合の避難所として大いに

期待、活用できるのではないかと考えています。収容人数は１，５８０人程度が収容可能

と考えています。 

 また、校庭については、地震や大規模火災などが発生した際に一時的に避難する場所で

して、９，９００人程度の方が収容可能であると考えています。いずれにしましても、災

害の種別によっては、指定している避難所とか避難場所であっても、施設の安全性は異な

ってきますので、状況に応じて避難していただくことになると考えています。なお、この

稲葉山地区は、河川改修や殿ダムの完成などによりまして、河川の氾濫による浸水のおそ

れはなくなったと考えています。 

 

２ 天神川の川底整備と大雨時の対策について 

＜地域課題＞ 

 天神川の天神橋～前橋間の改修工事で大雨時の氾濫対策が大きく進みましたが、その後

年月も経ち、川底から木や草が成長したり、土砂が堆積している所があります。特に目立

つのは立川大橋～天神橋です。前橋～百谷までの間でも場所により土砂堆積や葦などの草

木が茂っています。 

①ゴミが堆積する等、美観が良くないので一度川さらえをして頂きたい。  

②８月、９月初めの鳥取市の大雨で前橋の上流ではコンクリート壁ぎりぎりまで増水した

がどの程度の雨量で氾濫するのか？  最近、各地で発生しているゲリラ豪雨にどの程度ま

で耐えられるのか？ 防災上の弱い場所はどこか？ 

③その対策はあるのかなど開示願いたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 天神川は鳥取県管理の一級河川であり、河床掘削等について鳥取県に確認したのでお知

らせします。 
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①について 

 天神川について現地確認したところ、立川大橋～天神橋の区間の河道内に雑木が繁茂し、

枝等にゴミが引っかかる等の状況が見受けられたことから、今年度、伐木を予定している

とのことです。 

 また、河床掘削については、今年度に実施する計画はありませんが、引き続き、土砂の

堆積状況を注視したいとのことでした。 

②及び③について 

 袋川合流点から滝山橋付近の区間については、河川整備計画に基づき整備が完了してお

り、現時点で更に対策を実施する予定はないとのことです。 

 しかしながら、近年のゲリラ豪雨の多発等、想定外の降雨が発生していることから、今

後も河川状況を注視するとのことです。 

 本市としましては、今後も県及び地元の皆様と連携し、天神川の適正な維持管理や地域

の防災体制の充実を図ってまいります。 

 なお、大雨等による災害が予想される場合は、本市からも情報収集・提供を行いますが、

気象情報や天神川の水位の状況などを自らが確認のうえ、早めの避難行動をお願いします。 

 

（都市整備部次長） 

 まず１点目ですが、天神川について現地

確認をしました。立川大橋から天神橋まで

の区間、河川内に雑木が生えていますし、

枝等にごみがひっかかっている状況が見受

けられましたので、今年度、樹木の伐採を

予定しているところです。また、河床掘削

については今年度に実施する計画はありま

せんが、引き続き土砂等の堆積について県

と注視していきたいということです。 

 ２番目と３番目のご質問ですが、袋川の合流点から滝山橋までは河川の整備計画に基づ

きまして整備が完了しています。現時点でさらにといいますのは、滝山橋付近から上流部

についてさらなる整備を実施する計画はな

いという県の見解です。しかし、近年のゲ

リラ豪雨等の関係がありますので、雨がよ

く降るということ、それから想定外の降雨

が発生していることから、今後も河川の状

況をじっくり見ながら注視していきたいと

いうことです。また、本市としましても今

後、県、あるいは地元の皆さんと連携しな

がら天神川の適正な維持管理に努めたいと

思っているところですし、皆さんのご意見

や状況をお伺いしながら地域の防災体制の

充実を図ってまいりたいと思っています。なお、大雨等の災害が想定される場合は、当然
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市も情報収集あるいは情報提供を行いますが、地元の皆様も気象情報や天神川の水位の状

況を見ながら、自らご確認いただきまして早目に避難をしていただくようお勧めしたいと

思っています。 

 

（地元意見） 

 天神川と、このたび県のほうから同じく指

定がありました区域の土砂災害指定について

のかかわりも両方ありますのでお聞きします。 

 私も台風の折には必ず地区を回っています。

まずは雨の降るときに現場を見てください。

つい２、３日前の大雨のときも前橋のところ

の水門口が狭くなって、災害が起こりそうで

した。 

 役員さんは、地区の消防自動車もありますから、雨の状況を見るよう消防団に地区を回

らせてください。今、ちょうど水が少なくなっているので見やすいのです。残土がずっと

出ているので、これを早く出さなければいけない。６年ほど前に、前橋の小学校の周りに

も水が回って相当崩れました。あのときも結

局は天神川のところをちょうど取ってよかっ

たわけです。ちょうど取った２カ月後に大雨

になって、稲葉山小学校のところがみんなつ

かったわけです。そういう現状をもうちょっ

と知ってほしいと思う。 

最初は県もなかなかくれませんでしたが、

予算をいただきまして、広島からわざわざユ

ンボの大きなのを２台持ってきてくれて、滝

山部落からここの前橋までずっと川底の浚渫

工事をしてもらいました。なぜそれをやられ

ないのか。それをやったからこそ、災害が乗り切られたわけですよ。そういう方面でもも

っと真剣に取り組んでほしい。県も最初予算がないということでしたが、緊急性が分かり

ましたということで、１日で滝山部落から立川橋の辺、前橋の辺まで全部、土砂を浚渫工

事でとってもらいました。それを県や市にもう少し強行的に持ってきてほしい。 

 それから、県や市が災害がありませんとおっしゃったが、これはちょっとひどい乱暴な

言い方ですね。この地域は、養鶏場があったところで、土を掘り起こした地域なのです。

全部ひっくり返していたのを、結局県や市に反対して、これを元通りに埋めたわけです。

そういう、今にも災害が起こりそうな状態です。２年ほど前から木が枯れて、地域住民の

方々も、雨が降るときにびくびくしながらやっています。本当にもうちょっと冷静に見て

ほしいと思います。 

 

（地元意見） 

 市長さんになられて初っ端に、若桜橋のシティホテルで袋川の関係の集まりがありまし
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て、そこで天神川の改修のお願いをしました。１４年。早速現地を見ていただいて、何年

もかかって前橋から、稲葉幼稚園の上の滝山公園のところまでユンボをおろしてもらって、

３年計画でやりました。以前、東部支部の公共施設管理サポーターというのをやっていま

して、その都度お願いして、今花屋さんができている滝山信号のところまで、県が河床を

してくれました。あれは一遍したらいいようなものではなく、河床も泥がたまります。特

に上流のところは草ぼうぼうですぐ生えて、またごちゃごちゃになっています。計画的に

なかなかできないと思いますが、やっぱり日ごろから見てもらって、市には関係ないです

が、計画的に何年置きにするとかしてもらわないと。特に地域の防災だ何だと言いますが、

足を運んで確認してもらわなければいけない。そして、しかるべき要望、地区要望をして

もらわなければいけない。そうしないと、手も足も誰も出せません。一旦はきれいにした

がまたなっていますよと、地区要望しなければいけません。そのためには絵だけではなし

に現地を確認してくださいよということをお願いしておきたいと思います。 

 

（都市整備部次長） 

 信号前バス停の辺からずっと下流に行きますと、水田地帯を走っていますが、その辺の

護岸のほうはついてありますが、中の草とかそういったものについては、現地を確認して、

また県に報告させていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 天神川は、信号所前バス停付近から下流川と新滝山橋から上流側の写真では、やっぱり

きれいになっているところとなっていないところがあります。各地域で毎年地区要望を出

していただいていますが、そういうのが出てきたときに担当課で現地も見たりして、河川

改修にかかわる部分は基本的に県に市としての要望を出しているという状況です。緊急に

ここが危ないというときには、もうできるだけ急いで県とまた一緒になって現地を見るな

りして対応しているような状況です。 

 この天神川の改修は、大分取り組みが進んでいる面もありますが、木や植物が生えてい

ることで流れが阻害されているということがあります。今後とも鳥取市としても皆さんの

ご意見なども受けながら、積極的に県にも働きかけます。市が管理している岩倉川のお話

もありましたが、ここについての状況は、ちょっと頭に具体的に浮かんできていません。

現地を見て、どう対処できるか考えさせていただきますので、そういった形で持ち帰らせ

ていただけたらと思います。 

 

（地元意見） 

 実は改修したときも前に県におられた人が、一遍私が掘り起こしてあげようかと言われ

て頼んでからもう７、８年になるでしょうか。いい業者を連れてきて、それはきれいにさ

らいました。あなた方はうまいことを言うが、なかなか市と県とうまいこといきますか、

絶対いかないと思う。なかなか思うようにいきません。よほどの人を使わないと県は動き

ません。このたび、新滝山橋の信号のところの桜が相当大きくなって信号を邪魔している

ということで、大分やりましたが、これもちょっといけません。だから、うちの町内で何

とか１本ずつ落とさなければいけないなと思っています。 
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 それと、大体が市の言うことを聞いて県が思うように動くと思いますか。絶対動きませ

んよ。ちょっとやそっとではなかなか動きません、相当な人を使わないと。市議会議員さ

んが、何とか新滝山橋のところをするからと言ってから、２年たってもうんともすんとも、

一つもいいことにならない。県にしっかりと働きかけてほしい。 

 

（地元意見） 

 一番の問題は、天神川に関しては、県のほうも言っているように、河川改修の計画がも

う全て実施されたのだろうと思います、完了だと思います。したがって、過去からのいき

さつが皆さん胸の中にいっぱいあると思うので、その河川改修の計画が終了したという時

点に立ち返って、天神川に関する問題がどのようにあるのかというのを町内のほうも、そ

れから市のほうもよく検討して、一回検証しておいたほうがいいのではないかというのが

私の感想です。 

 校庭の貯水池の話も出ていましたが、これはおととしの懇談会でしたか、市のほうから

あった話なのです。あそこは貯水池の指定を受けているはずだからというのを、たしか当

時の教育長さんが言われたと思います。こっちが言った話ではないと思うのです。ちょっ

と行き違いがあるようです。天神川の改修も終わりましたので、町内としても市のほうと

しても、今後天神川の改修はもうこれでいいのかという原点に戻って、一回検討してみた

ほうがいいのではないかと思います 

 

（竹内市長） 

 天神川については、きちんと改修されてきれいになったものが、時間がたつとまた管理

の段階に入って、木が生えたり草が生えたりもしますし、さらに上流側ではそういった状

況も現状としてあります。河川というのは一回きれいにしたらそれでほっておけばいいと

いうものではないことは、我々もよく理解をしています。治水上問題があるようなことに

ならないように、基本的には県が担当していますが、河川管理者が見て、我々がこの点が

十分でないではないかと言っていきますと、一応計算してみて、ちゃんと必要な量の水は

流れるのだということがよく答えになります。しかし、やはり草が生えたり木が生えたり

土がたまったりすると洪水も起きやすいので、予算等の制約もありますが、できるだけ管

理をしっかりしていただくように、引き続き地元の市として、地域の声を受けて、働きか

けをしていきます。 

 

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） 

 山の手のほうの側溝に土石がたまっていて、大水のときにはもう川になって流れるので

す。去年だったか市の人は、ことしみんなさらえるからと言われたのですが、一向にさら

えておられませんが、どんなことですか。 

 立川４丁目の山の手ですが、あの学校の前の、ずっと５００ｍから１ｋｍぐらいありま

す。川ではないです。課は知りませんが、回答はことしぐらいに全部土石を取って側溝も

きれいにすると言われたのです。土石がいっぱいたまっているので、町内ではできないの

です。もう満水していますので、見に来てください、本当に。聞いておられませんか。 
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（都市整備部次長） 

 場所をちょっと伺っていませんので。ご案内していただきますと、場所を確認させてい

ただいて。 

 

（地元意見） 

 ずっと毎日いますから来てください。現場を説明しますから、何ぼでも。 

 

（都市整備部次長） 

 では、現場のほうをまた、よろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 市と県とがまちまちです。天神川のごみさらいにしても、県のほうはすると言っていた

ので、市に連絡してくださいと言ったのに、市のほうは何にも連絡しておられないではな

いですか。まださらえていませんよ。県と市と、全然変わったことを言われますよ。 

 

（都市整備部次長） 

 県とも一緒に動いていますので、先ほどの立川の件もありますし、場所のほうをまた確

認させていただきます。 

 

（竹内市長） 

 具体的にこういうことを要望したができていないということでお話がありました。地区

の要望として承ったことは、いつの要望でどういう処理をしているか、記録もしっかり残

っていますし、分かります。今言われた部分が、町内会でふだんのときに特定の課に行か

れて、ここができていないではないかという話をされて、担当課が例えば口頭で答えたも

のは、ここの場でそれについてすっと答えることはなかなか難しいのです。申し訳ないで

すが即答はできません。どういう要望の形をとられたものか、毎年毎年、地区でまとめら

れている地区要望なのか、町内会でまとめた要望として文書で出されたものなのか、それ

とも自分が、これがよくないからと言って来られるケースもありますから、そういうケー

スで担当者が口頭で答えたりしたものなのか、そのあたりがよく分かりませんでした。我々

も無責任なことはしたくありませんので、やっていないではないかと非難されても、我々

がちょっとぴんとこないところがあって、それは申しわけないことなので、一言申し上げ

ました。そういうところもきちんと伺っておけば、どういうときのどういう要望で誰がど

ういうふうに答えたか分かるので、その辺もし分かれば教えておいてください。 

 

（地元意見） 

 実はこの件は、多分２年ぐらい前だった思いますが、地区要望で出しました。なかなか

回答が来なくて、再度、市に確認したら一応内容的には去年、ことし、来年と３ヵ年度で

やりますということでした。ただ、去年全然なくて、たまたま担当の課の方と話すことが

あったので、どうですかということを聞いて、今返事は保留になっています。先般だった
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ので、もうじきあるかなという感じで待っているところで、とりあえず今の件は返事を待

ちたいと思っています。 

 

（竹内市長） 

 帰ってすぐ担当者に、きちんと連絡をとって確認してお答えします。大変失礼しました。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

稲葉山地区公民館において、立川４丁目町内会長さんを含む役員へ説明し、対応につい

て了解を得ました。 

側溝清掃については、平成２５年度（１０月下旬～１１月上旬予定）に、側溝整備（蓋

交換等）については、県治山工事が平成２５年度で完了予定であり、平成２６年度から３

ヶ年で年次的に実施予定です。 

また、土砂の撤去については、現地を確認して蓋上げが困難と思われるため、１回のみ、

市で土砂の撤去を今年度中に実施予定です。 

 

（地元意見） 

 前橋と高架にかかっている市道の側溝工事を去年の会長さんが申請して、ことしの４月

までにはするという話を聞いていました。４月になっても全然やられていないということ

で、いつになるか春に確認したら、ことしの予定に組んで電話で連絡しますという回答を

もらったのですが、この連絡も一向に来ていません。２度ほど市のほうに行って確認した

のですが、担当者がいないのでまた電話しますということで２回とも帰されました。これ

も同じように一向に話が進んでいませんので、このことも調べておいてほしいです。 

 

（地元意見） 

 補足説明させてもらいます。その場所は２０年以上前から、中卯垣の町内会長の印を押

して持っていきまして、返答がありました。しかし、それについて一向に進んでいません。

というのは、少なくとも我々中卯垣の町内会としては心配することはないのですが、鳥取

市の中で側溝にふたがないのはあそこだけです。延長約１０ｍそこそこです。幸い事故が

なかったですが、仮にあそこで事故が起きた場合、裁判になったら市の管理者がやられる

と思うのです。現状をよく確かめていただいて、なぜできないかというのは考えられませ

ん。もしも事故があった場合には誰が責任を持つかというと、道路の判例なんか見られて

も分かると思いますが、前後左右をそれなりに改修していながら、そこだけ改修してなく

て事故が起こった場合には、過去に道路管理者の責任が問われているのです。現地を確認

して、できないならできないでこういう理由でできません、事故が起きたときには鳥取市

が全面的に責任を持ちますよというぐらいの覚悟で対応してもらいたいと思います。中卯

垣としては何ら関係ありませんが、とにかく側溝のふたが１０ｍばかりありません。それ

を何とかしていただかないと、事故が起きた場合には大変だと思います。 

 

（都市整備部次長） 

 いろんなご意見をいただきましたが、まず現地をしっかり確認をさせていただきたいと
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思います。区長さんを通じてでも現地を案内していただいて、ここだということを確認さ

せていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 要は要望が既に何回か出て確認にも来られているのに、今さら現地を確認すると言って

いたら遅いのです。きょう確認して出てこられなかったのは申しわけないですが、要望が

出ている案件ですので、速やかに回答できるようにします。対応が遅れている案件で、で

きないということもあろうと思います。何かの構造上の理由とかあり得ると思います。側

溝にふたがないところは、探してみると市内にもたくさんあろうと思います。ただ、そこ

が不用意にそういうことになっていると、道路では事故が起きたり脱輪して車が損傷した

りすると賠償責任の問題にもなるのは、今おっしゃっているとおりなので、放置できない

問題だと思いますが。担当にすると、危険があまりない状態とかいろいろ理由があろうか

とも思いますので、検討して私のところを通してお答えしますので、もうしばらくお待ち

いただきたいと思います。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

中卯垣町内会長さんと現地協議し、対応について了解を得ました。 

全延長 Ｌ＝３６ｍ 

・Ｈ２５年度未発注ですが、部分的に側溝整備を実施予定です（１２月～２月予定）。 

  施工延長 ①４ｍ＋②７ｍ＝１１ｍ 

  （※意見に出ていた側溝にふたが無い箇所） 

・Ｈ２６年度についても継続して整備予定です。 

  施工延長 ③２５ｍ 

 

（地元意見） 

 このたび８月の集中豪雨のときに、避難勧告が出ました。私の隣に目の見えない人がい

らっしゃって、夏休み前に引っ越しされましたが、その方から電話がありました。市内の

ほうに変わられて、どこに住んでいるかは聞いていないですが、防災無線で、何か言って

いると思って聞きに出るともう終わってしまって聞き取れないし、家に入って大分したら

また言うし、出ていくとまた聞こえないということです。目の見えない人は確かにテレビ

とか見えませんので、復唱はいいのですが、続けて復唱をしていただいたほうがいいでは

ないかなと。私もこの夏に防災のリーダー研修に行きまして、それでそういうことに興味

が湧いたもので、ちょっと気になります。一般の人、私だったらテレビを見ていますから

全てわかりますが、目の見えない人は本当にそうだなという感じがしました。やっぱり防

災無線で放送したら少し間を置いてまた復唱するというふうに、あまり時間を置くとまた

入ってしまって、また出てみるとまた何だったかわからないということがあるみたいでし

た。そのときは２階に住んでおられるということで、２階まで浸水することはないと思う

から、とにかく出ないで上におってくださいと、私のうちに電話があったもので、そのよ

うに回答しておきましたが、その点をお願いしたいと思います。 
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（防災調整監） 

 防災行政無線で復唱はしているのですが、きょうのご意見を聞かせていただいて、何が

工夫できるのかもう少し私どもも考えさせていただいて、復唱のする時間を短くしたほう

がいいということであれば、そういうこともやっていきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 それから、０８５７－２１－６１００にお電話をしていただければ放送内容が確認でき

るようになっていますので、もしその方にもお伝えしていただけるようであれば、お伝え

していただければと思います。 

 

（地元意見） 

 稲葉山小学校の児童の通学路の問題です。直接には関係ないですが、地域の方にきちっ

と頭に入れて地域要望してもらいたいです。 

 立川大橋が１５年ぐらいに改造されました。前橋のところまで天神川の河川工事が２２

年度で終わったと思います。滝山の児童がだんだん減ってきて今は２５０、この間聞いた

らちょっと増えて２６０になったと言っていましたが、せっかくきれいな大きな歩道をつ

けてもらったのに、昨年の例で言うと１２、１、２、３月と、冬期の児童の通学路が変更

されました。せっかく道路ができても、滝山のほうから来るのは、新滝の橋を渡って来て

まっすぐ小学校までは通れない。ここの問題が一つ、歩道がないのです。この側溝の４０

ｃｍほどを通って、それが通路になります。しかし、実際は人の屋敷を通って通学するの

です。待避所もないし、わずかなところを児童が通るルート変更をしたのです。一時的に

は容認できても、昨年というか、ことしは雪が降らなくても、また降るかもしれない。だ

から、市道にするならきちっとするようにしてもらう。せっかく金をかけてできたあの広

い歩道が、１２、１、２、３月と全然通らないのです。これが実態です。いいか悪いか知

りませんが、この実態を皆さん自分のこととして考えてほしい。 

 子どもを大事にしなければいけない。公安協も交対協も、日時通学の見守りをしていま

す。特に雪の場合は、卯垣の新滝から小学校側１区間の歩道が８０ｃｍほどしかないので、

県道４３号線を除雪したのを全部盛り上げてしまうので、かたくて全然雪をかけない。盛

り上げているから狭くて、危ないので全然通れない。何人か張りついて、やむを得ず相談

して車道を歩かせています。そういう実態があるので位置を変更したのだと思いますが、

せっかく改修されていい歩道をつくってもらったのに、時期になったら通れないというの

は何事かと。どう思われますか。それならそれで、市のほうにお願いしてきちっと整備し

て、稲葉町が通れるようにするとか、長い目で見てどうすればいいか考えてほしい。これ

はお願いです。実態を見てください。誰も歩道の雪をかくものはありません。誰がかきま

すか、こっちがかかなければいけません、これが実態です。 

 

（教育長） 

 学校に詳しく聞きまして、おっしゃったことを踏まえながら、どこがいいのかというこ

とはまた検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜補足：学校教育課対応方針＞ 
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 学校に確認したところ、ご指摘の通り１２月～３月まで、期間限定で通学路を変更して

登校させているとのことでした。積雪時、危険と判断される時には職員が２名街頭指導に

立ち、児童の安全確保に努めているとのことでした。 

 また、通学路を変更する直前には、ご指摘の場所を通って通学する全ての児童を対象と

した交通安全指導を実施し、危険箇所の再確認を行い安全対策を図っているとのことでし

た。 

 今後、実際に現地に出向き、ご指摘いただいた通学路を学校とともに確認し、冬期間の

通学路について話し合いを持ち、安全を第一に考えた通学を決定したいと考えています。   

 

（地元意見） 

 先ほどから出ている話は、一昨年の１０月にあった地域づくり懇談会でも出ている話な

のです。そのときもいろいろ討議して、そのときの議事録があります。皆さん、見られた

ことありますか。市のほうで分厚い議事録をまとめられています。私も知りませんでした

が、誰でも見られるらしいです。その中に、どういう答弁をしたとか、どういうふうにし

ようとしているということが割としっかりと書いてあります。毎回毎回同じ議論をして、

また２年たってまた同じことを言っているという感じも見受けられます。こういったもの

もありますので、市のほうももう少し日ごろからＰＲしてほしいと思います。２年に１回

だけ来て話を聞いて帰るのではなく、過去にどういう話があった、それに対してどうやっ

たということが、毎回毎回絶対出てくるのです。ですから、この地域がずっと継続してい

るところを、そこで結論がついたのかついていないのかということも理解しながらやらな

いと、毎回同じことをやっているような気がします。 

 それと、皆さんも分かると思いますが、今、ここでは地区で要望を出しています。町内

からも鳥取市に対する要望を公民館で集めて文章で出しています。それについては、早い

遅い、満足不満足はありますが、毎回文章で鳥取市から回答をいただいています。ですか

ら、先ほどから何回も、何年も前から言っていると言われますが、それについては文章で

出したら文章で回答をされます。それが不満足かもしれませんが、そのとき回答を出され

ているので、もっと我々もそれを使用したほうがいいのではないかなと。見ていないと言

われますが、人間ですから、皆さんのレベルも違いますし、１００％見れません。自治会

というのは何を考えているのか何を見ているのかということではなしに、やはり我々のほ

うもちゃんと場を設けないといけないと思います。日常から、言っていただきながらなか

なかできていないのですが、それは理解しているつもりです。ぜひ日常からこちらのほう

にぶつけていただいて、それを市のほうにぶつけるという形がいいと思います。こういう

機会に直接皆さんから話をするということは、私は決して否定するわけではありません。

直接生の声を聞いてもらうのはいいことだと思います。 

 

（地区会長） 

 補足しますが、議事録等の地域内の回覧方法等も、私どももう一度役員間で検討しまし

て、よく情報が回るように再度勉強したいと思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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（地元意見） 

 ちょっとお聞きしたいのは、市庁舎の問題です。せっかく皆さんがいらっしゃっている

ので、今はどういう状況になっているかというのを、簡単にお聞きできればと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

（庁舎整備局長） 

 鳥取市としましては６月２７日、庁舎整備における基本的な考え方としてお示しをして

います基本方針案を表明しました。内容としましては、防災と市民サービスの充実強化の

ために、交通アクセスがよく敷地が広い旧市立病院跡地において新たな施設の速やかな整

備に向けて検討を進めますということが一つ。 

 ２番目としまして、庁舎の機能については、旧市立病院跡地と駅南庁舎への集約を基本

として検討を進めています。なお、現在新市における総合支所については、今後とも各地

域に存置するということで考えています。 

 ３番目としまして、既存の庁舎については、庁舎機能の全体的な配置、それから費用、

まちづくり、こういった観点から適切な活用について検討を進めます。特に本庁舎につい

ては、この建物の用途、それから改修、維持管理に関する費用、さらには本庁舎の周辺地

域の活性化、こういうことに関して幅広く検討を進めていくということの３点について基

本的な方針を出しています。 

 そこで現在は、この庁舎の用途、改修、維持に関する費用、こういったことで検討して

いますが、この方針案の中で鳥取市全体、中心市街地の魅力あるまちづくりの推進につい

て明確に載せていまして、このまちづくりとあわせて庁舎整備を推進しているところです。

現在、この庁舎整備に当たっては市のほうで庁舎整備推進本部というのを内部組織として

つくっていまして、具体的な検討を進めています。庁舎整備は喫緊な課題でありますので、

８月には防災と窓口サービス、これは市民に直接かかわりのある部署の機能向上という形

で、中間報告をまとめ上げさせてもらいました。市報等にもその内容については９月号に

載せています。そういったことで、中間報告というもので防災と窓口サービスの機能に関

してはこうあるべきだということも示しています。 

 今後、幅広い市民のご意見などをいただきながら、全体構想として年内１２月までには

早急に取りまとめをして皆さんにお示しをしたいということで、今作業を進めているとこ

ろです。 

 

（竹内市長） 

 庁舎については、簡単に言えば基本方針案を出して、それに基づいた庁舎整備推進本部

で検討を続けていますが、全体構想に向けた検討を今取りまとめ中で、一番大事なのは必

要な機能を備えた庁舎で、そして費用はどれぐらいでできるのか、必要な機能を備えた上

で費用をできるだけ抑えていくと、こういう考え方で検討を進めています。そういう中で、

これまで新築移転か耐震改修かという二元論と私は言っていますが、２つに１つみたいな

考え方をさらに、その２つに１つの選択ではなくて、もう一歩進めて、ちゃんと防災とか

市民サービスが全うできるような拠点となる施設を、既存の庁舎も利用するような形で整

備をしていくような方策を明確にしていきたいということで今、鋭意担当部局で全庁的に



 - 16 -

取り組んでいます。 

 いつまでも検討ばっかりしていても、答えを出して前に進まないと何にも形になってい

かないと、私もしっかりそういう気持ちは持っています。できるだけ早くということは言

い続けています。６月議会の後、基本方針案を示しました。今度は９月議会でいろいろ議

論しましたので、次の１２月議会までに方針を出すということをはっきり申し上げていま

す。そのように現在の検討状況はご理解をいただきたいと思います。１２月議会は１２月

の初めごろから始まりますので、１１月のうちにはまとまったものを出していかなければ

いけない。市民の皆さんのご意見も聞くといった手続ももちろん必要だと考えていますの

で、その辺を勘案して取りまとめを急ぎたいと思っています。１０月に入りましたので、

残り時間は少ないということは十分承知しています。 

 鳥取市が防災面でも十分な体制を整える、それから合併をして全市が大きくなっていま

すので、その中でどこにどういうものがあってやっていけば将来も安心だとか、合併によ

って得られた鳥取市の合併特例債といった財源も活用することで将来に負担を先送りしな

いことを大事な要素として考えています。当座しのぎのことだけではいけないのではない

かという思いを強く持っているところです。今なら有利な財源も活用できるといったこと

があるからです。 

 庁舎の問題、改めてまとまった形で市としての検討結果を出させていただきますので、

ぜひ皆さん、それも見ていただきたいなと、そして鳥取市がこうしておけば安心だと、先々

も負担が急に出てきたりしないと、そういう状況をつくりたいと思います。 

   

８ 市長あいさつ 

 きょうの地域づくり懇談会では、防災といいますか、特に天神川の関係を中心に、河川

の整備によってもっと治水をよくしようという思いのご意見をたくさんいただきました。

即答できなかった部分もありますし、これまで要望として出しているということもご指摘

をいただきましたので、とにかく地区要望の場合は、回答も出していますが、今年度事業

をすると回答しているものもありますので、改めて通常の議事録とは別に早目に、取りま

とめてお伝えをしたいと思います。そういうことによって、きょうの議論が具体的に分か

らなかった点がはっきりしたといったようなことができるようにさせていただきたいと思

います。 

 地域づくり懇談会に多くの方にご参加をいただきました。重ねてお礼を申し上げたいと

思います。そして、ここで出された意見は、できるだけ早く答えを出してお伝えします。

会長さんのところにまずお伝えしますので、ぜひ各町内会に回るとか公民館で自由に閲覧

できるようにするとか、これまでの議事録とか地区要望の答えとかもあわせて皆さんに見

ていただける方策もご配慮いただけたらと思います。市としてもそういったことについて

一段の努力をいたしますので、よろしくお願いします。 

 それでは皆さん、長時間にわたりましてご参加ありがとうございました。 


