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湖南地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１０月１１日（金） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 湖南地区公民館大郷分館 

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、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、

財産経営課長、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 

 昨年のものとそう大きくは変わってないですが、変わりましたところなどを中心にお話

をしていきたいと思います。従って、今まだ年度の途中ですから、平成２５年のものと２

４年のものが混ざったかたちで報告の中に入っていますのでご了解ください。 

まず、８月１７日に祭り委員会が中心になりまして、湖南地区全員のかた、あるいはい

ろんなかたにご協力を願いまして、第８回の湖南祭りが盛大に開催されました。一斉踊り

の事前練習には延べ８５人に参加をしていただきました。それから、８グループのかたに

芸能を披露していただいています。湖南から５つのグループ、湖南外から３つのグループ

のかたに参加をしていただきました。 

 それから、１２の模擬店を出しています。湖南学園の児童生徒もこの湖南祭りに深く関

わっていただいておりまして、芸能とか、模擬店とか、ポスター作成、掲示、それから当

日のおにぎりを作ったり、着ぐるみを学園の生徒が着て参加をしてくれたというようなこ

とがあります。 

 今年はまだこれからの予定ですけど、平成２４年度は、歴史文化委員会が第６回のオリ

エンテーリングをやりました。参加者は３５名でした。つづらをから公園の一角にある相

撲塚、そして龍福寺、天穂日命神社という福井を中心にしたオリエンテーリングに、たく

さんの人にも参加していただいて、有意義な時間を過ごしていただきました。歴史文化委

員会では、今年度の予定もオリエンテーリングをやっていただきますが、吉岡、大郷の統

合の歩みというような冊子を今取り組んでいただいているところです。 

 その他の委員会では、人を育てる委員会で湖南地区サークル紹介冊子を作っていただい

ておりますが、実は湖南で活動していらっしゃるサークルは非常にたくさんあります。全

部で２３グループが、この冊子の中に紹介してあります。その各グループの責任者、湖南

のどこで活動しているかとか、開催日、活動内容、それぞれのサークルの紹介、ちょっと
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一言というようなもので冊子を作っていただきました。 

人にやさしい委員会では、映画上映を同推協と一緒になってやりました。学校安全委員

会は防犯パトロール、安全安心委員会は危機管理マニュアルの作成について討議をしてい

ただいています。生活環境委員会は、旧湖南中学校校舎活用について、にぎわいのある委

員会は、吉岡温泉のホタルまつりボランティア、あるいは鹿野往来マラソン等でいろいろ

ご協力をいただいています。 

皆さんもご存じのように、実は湖南で非常に大きな動きがありました。これは吉岡、大

郷地区各種団体、これが四十数年来の念願である一本化ということになりました。ただ、

すべての団体が吉岡、大郷に分かれていたわけではなく、湖南中学校や湖南小学校が出来

たあたりで、すでに湖南として発足していた団体も当然あるわけです。例えば、教育振興

会、湖南地区体育会、あるいは同推協は 初から湖南というかたちで動いておりました。

では、どういう団体がこのたび一つになったかと言いますと、まず、区長会と民生児童委

員の方は、実は昨年一つになっております。それから、老人会、社福、自主防災会、健推

が去年と今年で６団体が一つになりました。区長会にしても民生委員にしても、老人会に

しても地域の住民と非常に深く関わっている団体です。それを湖南全体の視点でこれから

の湖南の発展に向けて一つになろうということで、四十数年来の願いが一つに結集してい

ったということです。その統合記念祝賀会で来賓のかたも多数来ていただきまして、１０

５名の会となりました。そのときに来ていただいた皆さん、あるいは地域のかたに統合記

念号を発行させていただいています。この中に、いろんな過去の歩みなり、ここに関わら

れたかたの熱い思い、願い、そういうものをまとめさせていただいています。 

その他の事業として、今年、６月、８月にテニスコート、第２テニスコートが完成しま

した。ご存知のように、湖南学園の子どもたちの数が少ないですので、団体のチームでの

スポーツ活動をするのは大変困難な状況があります。テニスであれば、少人数で可能です

ので、このあたりかなり力を入れて、その成果も出ています。テニスコートが手狭である

ということで、まちづくり協議会が呼びかけまして完成させています。 

 その次に、湖南体育館及び大郷会館の早期整備についてということで、駐車場に関する

ことですが、市長さんに７月５日にまちづくり協議会の会長、副会長を中心に陳情してい

ます。そのあと、現地確認、それから説明会等を経て１つの方向性をやっと出していただ

きました。これは市の担当課のかたがた、地元の要望を大変誠実に聞いていただいた成果

だろうなと、来年度でなくて今年度の事業で完成する予定というようには聞いています。 

後に、レーク大樹売却にともなう朝市の早期再開の仲介を、これもまちづくり協議会

が行いました。レーク大樹が売却されましたが、朝市をずっと続けてきておられまして、

それをぜひ続けてほしいという声がたくさんありました。それで、湖南地域全体に関心を

持っておられるかたは手をあげてくださいと声掛けをしまして、その手を挙げられたかた

を中心にレーク大樹と話し合いをする場所を設けました。そして、代表のかたが決まって

実際に動き出しました。前はレーク大樹の玄関の中でやっておられたようですが、この前

見ましたら、つづらを荘の玄関のところで朝市を開いておられました。 

いろいろやってきたことの中に、課題と今後のというようなことは明確に申しませんで

したけども、多分皆さんお分かりだと思います。 

後になりますが、大きな、大きな中心的なこの団体が一つになりまして、今、本当に
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歩みを始めたばかりです。これから充実に向けて具体的な動きが出てくるだろうと思って

います。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 湖山池について 

＜地域課題＞ 

【緑化フェア終了後の湖山池周辺について】 

①湖山池周辺はどのように変貌するのでしょうか。 

②金沢駐車場の後、金沢公園の整備計画はどうなるのでしょうか。 

【湖山池の今後について】 

③９月１１日に「湖山池の現況説明会」が開催されて塩分濃度を中心に現況を説明いただ

き、次回説明会を１～２月開催で予約した。 

塩分濃度を下げるために、２５年度はパソコンで適時対応を可能にして手まめな水門操作

をする。そして、結果を見て水門の改善（ハード面）を検討するとのことでした。成果が

期待できるとお考えですか。 

④私達は、塩分濃度を下げる研修を愉しまれているのではないかと偏見しています。真剣

味を感じない。早急な対策として効果があるのは、「水門の改善」でしょう。するなら「今

でしょう」。研究資金を省き効果を生む資金活用をしていただきたいと考えます。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

①緑化フェアの主会場となったお花畑ゾーン（湖山町南３丁目及び桂見地内）は、フェア

の目玉として設置したナチュラルガーデンを残し、本市における緑化施策の拠点として活

用を図ります。 

 また、湖山池南岸の県道鳥取鹿野倉吉線の整備については、鳥取県に確認したところ、

吉岡入口～吉岡クリーンセンター間を平成２６年までに整備予定であり、吉岡クリーンセ

ンター～西高江間は平成２５年度から調査設計を行うと伺っております。 

 

②現在、緑化フェアの仮設駐車場として利用している金沢休養ゾーンについては、フェア

終了後、グラウンドゴルフや湖山池の景色を眺めながらくつろげる広場整備を行うことと

し、今年度、地元のご意見を伺いながら芝生広場、トイレ、グラウンドゴルフコースなど

の詳細な設計を行っているところです。 

 公園整備は、平成２６年度、２７年度の２カ年で行う計画としています。 

 

【環境下水道部】 

③鳥取県に確認したところ、『平成２４年３月に汽水化に向けた水門操作を開始しましたが、

平成２５年４月時点で塩分濃度が湖山池将来ビジョンで定めた目標値２，０００～５，０

００ｍｇ／Ｌを上回るなど、計画と乖離した状況でした。 

 このため、塩分濃度を下げる対策として、水門を絞り、海水の流入を抑制する水門操作

に取り組んできましたが、大きく目標を上回っている状況が続いています。 
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 そこで、更に４地点に監視システムを増設するとともに、夜間を含めた２４時間監視体

制により、よりきめ細かい水門操作を行うこととしています。 

 これにより、秋から来春にかけて、貧酸素の懸念が少なくなることから、海水の流入を

抑制して、目標値で管理していきたい。』とのことでした。 

 

④鳥取県に確認したところ、『水門の抜本対策については、その構造、位置等の検討が必要

で、今後、水門の開閉、位置により塩分濃度や溶存酸素量がどう変化するかを把握するシ

ミュレーション（数値計算）等を行う予定です。 

 また、当面の措置として、塩分濃度の高い下層の海水の流入を抑制し、塩分濃度の薄い

上層の海水を流入させるよう水門の一部改修（切欠き）を行い、塩分濃度の抑制を図るこ

ととしています。 

 このように、当面は、先に述べた監視システムの拡充と水門の一部改修を行い、よりき

め細やかな水門操作を実施し、塩分濃度や溶存酸素等の管理を行いたい。』とのことでした。 

 

（都市環境課長） 

 三津の展望広場は、それまでぐるっと

湖山池湖岸を離れて迂回をしていました

が、平成２５年３月に鳥取県が湖山池の

河川管理道を整備されまして、湖岸沿い

を歩くことが出来るようになりました。

それに伴いまして、鳥取市としましても、

竜ヶ崎という岬のあたりに広場整備を行

い、ウォーキングをしたり、散歩をした

りされる皆さんの休憩所ということで、

東屋等の整備を行っています。 

 次にお花畑ゾーンとしています。これは湖山町の南と桂見ですが、現在９月２１日から

１１月１０日までということで、都市緑化フェアを開催していまして、このお花畑ゾーン

がフェアの主会場になっています。すでに現地の方で見ていただいているかたもいらっし

ゃるんじゃないかなと思いますが、このフェアの中の目玉ということで設置しましたナチ

ュラルガーデンを現状のまま残しまして、これからの鳥取市における緑化施策の拠点とい

うかたちで活用を図っていきたいと考えています。 

 次に、青島の口は、子どもの遊びゾーンとしています。こちらは、これまで青島大橋を

渡るのに少し急だということがありまして、そういったバリアフリーの対策を取らせてい

ただいたということと、進入路が県道のカーブの真ん中にありましたので、こちらを直線

部分からの侵入が出来るように、進入路の改良をさせていただきました。 

次に、湖山池周辺の道路です。１つは、県道鳥取鹿野倉吉線ですが、鳥取県に確認をし

ましたところ、吉岡の入り口から下水の処理場である吉岡クリーンセンターの間につきま

しては、平成２６年度までに整備が完了する予定であると伺っています。また、吉岡クリ

ーンセンターから高住の西高江町の間につきましては、今年度から調査設計を行うと伺っ

ています。 
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次に、金沢公園の整備計画についてです。金沢駐車場としていますが、こちらも元々金

沢休養ゾーンということで、湖山池公園の一部です。このたびフェアの開催にあたりまし

て、地域の皆さんのご協力のもとに仮設の駐車場ということで、シャトルバスの発着と併

せて使用させていただいています。これにつきましては、フェアの終了後、グラウンドゴ

ルフですとか、湖山池の景観、景色を眺めながらくつろげるような広場整備を進めていき

たいということで、今年度、実施設計を行いまして、２６年度２７年度の２ヶ年で公園の

方の整備を進めていきたいというような状況です。この公園の整備計画に関しましては、

昨年の９月にちょうどこの会場だったと思いますが、湖南学園の生徒さんを始め、たくさ

んの地域の皆さんに参加いただきまして、ワークショップを行い、それをもとに学生さん

の公園等のアイデアコンテストを開きまして、優秀作品を決定させていただきました。そ

のワークショップでの地域の皆さんのご意見ですとか、アイデアコンテストの優秀作品

等々を参考にしまして、まず素案を作成したうえで、この１０月中にまた地域の皆さんと

意見交換を行いたいということで、日程調整を進めさせていただきたいと考えています。 

 

（環境下水道部長） 

 まず、水門操作による塩分管理につい

てです。スクリーンを見ていただきます

と、グラフの青い線が昨年度、平成２４

年度の塩分濃度の推移です。赤い線が今

年度、平成２５年度の塩分濃度の推移を

表しています。今年の９月３０日現在で、

１Ｌあたり約６，９００ｍｇという状況

です。湖山池の環境改善につきましては、

鳥取県と鳥取市が一緒になって取組んで

いまして、水門操作による塩分管理については鳥取県が主体となって行っていただいてい

るところです。このため、今後の塩分管理について鳥取県に伺いましたところ、平成２４

年３月に汽水湖化に向けた水門操作を開始しましたが、平成２５年４月時点で塩分濃度が

湖山池将来ビジョンで定めた目標値１Ｌあたり２，０００～５，０００ｍｇを上回るなど、

計画と乖離した状況でした。このため、塩分濃度を下げる対策として水門を絞り、海水の

流入を抑制する水門操作に取組んできまし

たが、大きく目標を上回っている状況が続

いています。そこで現在３地点、湖山橋、

池口、青島に加えまして、さらに４地点に

塩分濃度や溶存酸素などをリアルタイムに

監視する監視システムを増設するとともに、

夜間を含めた２４時間監視体制により、よ

りきめ細かな水門操作を行うこととしてい

ます。これにより、秋から春にかけては貧

酸素の懸念も少なくなることから、海水の

流入を抑制して塩分濃度を下げ、目標値で
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管理していきたいということでした。 

次に水門の改善についてです。スクリーンにありますように、海から湖山池側を望んで、

３つの水門があり、右側から第１水門、真ん中が第２水門、そして左側の上流側と下流側

に水門があるのが船通し水門です。池から海へと湖水が流れる順流時には、すべての水門

を開放しています。一方、海水が池に流入する逆流時には、第１、第２水門は閉じて、船

通し水門を部分開放して海水の遡上を抑制しています。この水門は鳥取県が管理されてい

ますので、今後の水門の改善についても伺いました。県の方からは、水門の抜本対策につ

いてはその構造、位置などの検討が必要であり、今後水門の開閉、位置により塩分濃度や

溶存酸素量がどう変化するかを把握するシミュレーションなどを行う予定です。また、当

面の措置として、塩分濃度の高い下層の海水の流入を抑制し、塩分濃度の薄い上層の海水

を流入させるよう、水門の一部改修を行い、塩分濃度の抑制を図るということとしていま

す。当面は、監視システムの拡充、水門の一部改修により、よりきめ細やかな水門操作を

実施し、塩分濃度や溶存酸素などの管理などを行いたいということでした。引き続き、鳥

取県と鳥取市が協力連携しまして、取組みを進めていきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 湖山池の溶存酸素量は、測定も含めて現在管理されているんでしょうか。 

 

（環境下水道部長） 

 県の方が溶存酸素量も監視しておられます。数値につきましては、県のホームページに

も載っていますし、市のホームページにも、前のデータですが、載せています。 

 

（地元意見）  

 １日の間でも溶存酸素量というのは変化しますが、このあたりも含めてゼロになったと

きに、生物に与える影響がかなり大きいんじゃないかと思うんです。特に夜中の間という

のは、溶存酸素が減って、明け方あたりにほとんどゼロになるという日が何日もあるんじ

ゃないかなと思われるんですが。 

 

（環境下水道部長） 

 そのようなことがありますので、県の方がこのたび予算措置をされまして、夜間も溶存

酸素を監視しながら水門操作をしていただくように、２４時間体制を作られたところです。

溶存酸素量を確認しながら水門操作を行って、ゼロにならないようにしていくということ

です。 

 

（地元意見） 

 塩分濃度のグラフでは、去年と今年で今年の方がむしろ少し高くて、管理しているとい

う状況にはないんですね。管理しているというのはあくまでも目標を到達するためにどう

しているかというのが管理であって、これであれば、全然オーバーしたままですから、管

理しているとは言えないんですよね。とすれば、野放しとも近いわけですが、県が、県が

ということでしたらここに県のかたに来ていただいて、直接にお話をいただくぐらいのや
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り方をとって、私たちが、去年今年はだめだったけど、来年は期待できるぐらいのやり方

をとってほしいなと思います。 

 

（環境下水道部長） 

 昨年に比べて今年が高いというのは、冬の時期に雪が降らなかったということで雪解け

水が少なかったこと。それからご存じのように、５月から６月大変暑くて雨が降らなかっ

たという時期がありまして、湖山池に入る淡水の量が少なかったというのが大きな原因で

す。こういった状況や、それに対する取組みにつきましては、地元にご説明に出ていまし

て、湖南地区につきましても、役員の方に限定されているみたいですが、９月１１日に県

と一緒に説明会に来させていただいています。役員の方だけじゃなく、広く地区住民の方

も説明を聞きたいということであれば、またこういう機会を設けたいと思います。 

 

（地元意見） 

つづらをまでほとんど毎日のように私、歩いているんですが、この湖山池の管理をされ

るものがどこにあるのか。青島のところにあるのは、どうなっているのか。屋台って新聞

なんかには出ていましたが、海賊船が走っています。見られたことがあると思いますが、

つづらをの、コヤちゃんがこの間来ていたところにこの船が２艘ありまして、１艘は引上

げているんです。引上げた船外機にヨーロッパフジツボがついてしまって、船は全然動き

ません。引上げたということは、市のほうに引き上げてあるんです。もう１艘は、乗れる

んですが、後ろのほうに繋いであるという現状です。東のほうは緑化フェアで秋篠宮殿下

もお出でになるというようなことですが、特に福井、三津、金沢、松原といった南西部は

そのような状態です。それから、県が作られた小型回収船「みずすまし」も、今、金沢の

ところに眠っています。３，０００万円ぐらいかかったそうですが、これも恐らく置いて

おけば錆びてしまってほとんど使えなくなってしまいます。この市と県との関係はどのよ

うになっていて、管理されているのか。この県と市との境がちょっと分からなくて、上げ

たら市の方になるのかな、誰が始末するのかなと思って今心配なんです。 

 

（都市環境課長） 

 県と市との管理区分ということですが、湖山池の池の中は湖山川ということで、鳥取県

の１級河川という扱いになっていますので、池の中は鳥取県が河川として管理しています。

鳥取市の関係ですが、湖山池公園ということで、池端に例えば福井とか、ご当地の金沢に

公園として整備させていただいている部分がありますが、こちらは都市公園ということで

鳥取市が管理をさせていただいているところです。船が引上げてというお話がありました。

基本的に池の中に係留ということであれば、鳥取県さんということになりますので、１回

現状を再確認させていただきまして、鳥取県の河川管理者のほうにも、またどういう状況

なのかというようなことを確認していきたいと思います。 

 

（地元意見）  

 湖山池水門で調整をするということですが、私は疑問に思う。どうして千代川に繋げな

いんだろうかと、５０年前の姿に戻せば自然のままで塩分濃度が調整できるんじゃないか
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なと思うんですが、なぜ、千代川を付け替えしたときに直接海につないでしまったのか、

そこが疑問なんです。前は千代川に繋げてあるから、千代川の水も入ってきていたんです。

それで、自然が守られていたんですけど、それを人間の力で変えてしまって、また人間の

力でこれを一生懸命何十年かけて、お金をかけて、塩分濃度の調整をしていかないといけ

ないわけでしょう。そんなことをするよりも元の自然の姿に戻せんかなということです。 

 

（都市環境課長） 

 千代川の歴史というのは氾濫の歴史でもあると聞いています。そういった中で、日本海

に速やかに河川の水を放流するということで、河口の付け替えを行われたものです。その

当時、結果として、昔の湖山川は千代川の河口部分に合流してということで繋がっていた

ということです。現状としましては、昔の賀露の港の湾のあたりには繋がっていますが、

昔は千代川の水が豊富に流れていた部分がなくなりましたので、自然的に日本海の水が湾

の中にも入り込んで海の状態になっています。それで、その他の千代川と湖山川と言いま

すか、その湾側につきましては、ボックスみたいな水が行き来できるような施設もあるよ

うですが、そのあたりが従前と違って十分な能力を持っているのかどうなのか。あと、ゲ

イトというようなもので管理もしているんじゃないかと思います。 

 ご意見のありましたこれを付け替えをということになると、国交省さんですとか、湖山

川を管理しています鳥取県さんでのご検討というところだろうと思いますが、今、私ども

の方でその件に関してのお答えを持ち合わせていませんので、今回この地域づくり懇談会

でそういったご意見があったということを関係の部署の方にお伝えをしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 先日９月１１日の湖山池の説明会に出席させていただいて、その際に次回の説明会を平

成２６年の１月にはぜひ開催をしていただきたいということで要望を出しました。県の方

はその方向でということでしたので、ぜひ鳥取市の方からもプッシュしていただいて、忘

れていただの、遅れますだのということが起きないように、ぜひ管理をお願いしたいと思

います。もしずれると、また雨が降ったから溶度が下がっただの、雨が少なくて、池が少

なくてまた上がりましたとか、また春になってから大騒ぎになると思うので、必ず１月に

は一度地元にも説明会の開催をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（環境下水道部長） 

 必ず県のほうに 1 月に開催していただくようにお伝えします。 

 

（地元意見）  

 湖山池を中心としていろいろな楽しい整備をしていただくので、私たちとしては有難い

ことだな、これからよくなるな、楽しくなるなとは思うんです。それはそれで有難いなと

は思いながらも、暗いこの時世に明るい話だなと思いながらも、作って終わりということ

でなくて、これから先をどう見込んでいるかということが大事だと思うんです。ですから、

収支はどう見込んであるかという例え話として教えていただけると有難いなと思うんです。

例えば税金が上がるんで、私たちとしては将来暗くなるわという一面にこれが乗っかかっ
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てくれば困るという１つの例ですが、その辺をお話しください。 

 

（竹内市長） 

 ここにあるような事業はかねてからの懸案事項で、今日思いついてやっているというこ

とではありません。お花畑ゾーンの整備も都市緑化フェアという事業をいわば持ってくる

かたちで、恒久的にある程度整備が一段アップした格好で今後も管理していきたいと思っ

ています。道路整備その他についても同様です。かねてから歩道もない県道で、中央地方

道と実は呼んでいますが、交通量も多いし、しっかり安全な道路として整備をしていこう

ということで、言わば、この湖山池にふさわしい整備をやっていこうとするものです。こ

れによって、より親しめる湖山池が出来て、例えば湖山池のウォーキングだとか、マラソ

ンだといったことでも安全に実施が出来て、レクリエーション的にも非常にプラスになる

というようなことです。こういう公共的な整備については、鳥取市は常に財政状況を見な

がらやっていますので、これをやったから税金が上がるなんてことはないわけでして、そ

の点はご心配いりません。有料施設としてやっていないので、元々公共的な皆の利用が増

進されるように、そして今のこれからの時代ですので、高齢化とか、健康作りは重要です。

さっき例を挙げましたが、四季折々のウォーキングとか、そういったものに大いに活用し

ていただきたいと思います。これから高速道路もできて、吉岡インターなどもできたらよ

りアクセスがよくなるので、多くの外の人もこの地に来ていただけるように、この地の歴

史的な価値とか、あるいは緑化の取組みのナチュラルガーデンだとか、あるいは景色が美

しい、あるいは水面を活用したスポーツに皆が親しんでいただけるような条件整備となる

と考えています。 

 これまで、湖山池は、汚染が進んだりしてほとんど水産資源も大分なくなってきたり、

あるいは水に親しみにくい、むしろ悪臭とかいろんなことが生じていましたが、汽水湖化

なども含めて進める中で、解消できるものと考えています。費用面は、鳥取市あるいは県

の事業も入っていますが、そうしたものをうまく組み合わせて行っていまして、税金が上

がるとかそういう点でのご心配はこれについてはありません。 

 

（地元意見） 

 総額はどれぐらいですか。 

 

（竹内市長）  

 数字で、私も直ちにお答えしにくいですが、県道の整備だったら県でやっていますし、

今度それを試算してみますので、出来ましたらまたお知らせしたいと思います。 

 

＜補足：都市環境課対応方針＞ 

○お花畑ゾーン整備 

 フェア終了後再整備を行います。１０月にリニューアルオープンの予定です。再整備事

業費は約６０，０００千円(交付金３０，０００千円、起債２８，５００千円、一般財源１，

５００千円)です。 

○金沢休養ゾーン整備  
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 平成２６年度～２７年度に整備を行います。工事（予定）事業費は約８０，０００千円(交

付金４０，０００千円、起債３８，０００千円、一般財源２，０００千円)です。 

○湖山池シーズンウォーク実施事業 

 事業主催者に補助を行います。補助金は２，０００千円(一般財源)を予定しています。 

 

＜補足：都市企画課対応方針＞ 

 現在事業実地中の事業費について、鳥取県に確認したのでお知らせします。 

①県道鳥取鹿野倉吉線（松原）：１，５００百万円 

②県道金沢伏野線（三津）：９００百万円 

 なお、今後整備予定の路線については、調査・概略設計を経て、事業費の試算を行うと

のことでした。 

 

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） 

湖山池の周辺のいろいろ施設が整備されて大変うれしいことだと思いますが、今は亡き

藤原議員が生きておられる頃に市民の納涼花火大会を青島でしたらどうかと、そうすれば

青島の湖山池の周辺から全部見えるし、湖上に写る花火もきれいです。鳥取まで出て、駐

車場を探して花火を見るよりは、皆が湖山池周辺のこの施設に集まって、市民が見えるわ

けです。この辺の市民も見えるし、他所から来られる人も見えるし、またその施設も活性

化してくるんじゃないかなと思いますが、その検討をお願いしたい。 

 

（竹内市長） 

 花火の可能性については、いろんな機会で検討することがありましたが、千代川の花火

については、それを変えようという案が時々出てきます。その場合に、よく湖山池の花火

も話題になります。実際に、東郷池の花火や宍道湖で松江の花火の湖に写る花火を含めて、

その美しい花火の例はたくさんあります。今までいろんな人がいろいろ議論しているのを

見ると、やっぱりどこで花火を揚げて、どこで見るかということになって、まさに分散し

てしまって、管理上の何か心配があるとか、そういう議論が多くあります。私もやっては

どうかと思っていろいろ話したことがありますが、なかなか踏み切れない。実際花火はこ

れまで新日本海新聞社のほうが主体となって行われてきていますので、そういう状況です。 

 一方で、大きな花火大会を湖山池でするというんじゃなくて、例えば湖山池の沿岸部分

で花火をしたらどうだろうかという意見も時々あります。規模が小さくてもいいから、都

市緑化フェアでもできるんじゃないかという議論もありましたし、これからもあると思い

ます。可能性としては、これからも検討してやっていきたいと思いますが、花火というの

は基本的に皆が力を合わせて実施する性格のものです。市のほうも支援することはありま

すが、市が主体となって花火をするということではなくて、実行委員会でも作って、民間

の力が中心となって、募金などもして実施するといったかたちで、今後可能性があるもの

と考えています。亡くなられた藤原議員さんがというのは私も念頭にはなかったのですが、

そういった思いのかたもいろいろおられますので、そういったかたがたに私も意見を聞い

たりして、実際に行われるというかたちが出来てくるのかどうか、少し見極めていきたい
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と思います。何か中途半端な答えで、決してできないということではないと思いますが、

いろんな関係者と調整をしてやるべき事柄です。警察もありますし、それから消防関係も

当然あるでしょうし、さらに水面で利用している漁協の関係者とかいろんなかたが利害関

係をお持ちですので、そういったかたとも調整を図りながら、観光面で有効な事柄として、

実施できる可能性は大いにあると思っていますので、今後の検討課題にさせていただきた

いと思います。 

 

（地元意見） 

 矢矯の村中を通っている県道、１つ谷を越えて洞谷側にも、法楽寺を越えて鹿野に行く

県道があります。その間に矢矯から洞谷に抜ける県道と県道の間の市道のところに、洞谷

と矢矯の間に峠と、峠を下って行けば洞谷側、矢矯側になっているんですけど、毎年夏に、

今年だったら６月３０日の日曜日に、地域皆で各家１軒ずつ出て、側溝のごみを上げます。

橋のところから峠まではざっと３００ｍちょっと超えるなというぐらいあるんですが、実

は真夏の６月の暑いときに作業をしました。みんな高齢者なんです。村でも限界集落だな、

ここはと言って、笑いながらいうわけですけど、一番高齢者が８０歳、お爺さんです。若

いのは４８歳ぐらいの人が出るんですけど、いかんせん高齢者で、たまたまお爺さんちょ

っと足が悪いのでちょっと勘弁してよというので、おばあさんも出て来られるところもあ

るんです。 

 これは何も矢矯だけでなくて鳥取市中そういう集落がいっぱいあるはずなんです。それ

で、一応村で決議して、まだ 終決議はしていないんですが、もうやめようと、ただ、け

が人じゃなくて、熱中症が出てお爺さん倒れた、おばあさん倒れたとなって、命にかかわ

るようだったらどうするんだという話まで出ています。現に６５歳の人が軽い熱中症にか

かっていた。休んで水があるから飲んでというのが現実です。今年の夏は終わって、作業

を全部して出したんですけど、申し入れというかたちで、もうこの２５年度でやめさせて

くれということは言いました。市道ですから市のほうでやっていただけませんかと。仮に

人件費云々で４万円毎年もらったんですけども、４万円なんて要らない、１０万円出して

も要らんからもうやめようという意見がありました。現実なんです。市のいろんなところ

に行ってみても、これに近い現実はあると思うんです。従って、調査をしていただき、市

の方できちんと整備よくすればいい。作業をやることが地域住民の安全な生活で命にかか

わることだと思います。ぜひ、話題にしていただいて、鳥取市ももう少しこういうところ

に金を入れてもいいじゃないかと、きちんと仕事をしてもらおうじゃないかということを、

ぜひ要望としたいと思います。 

 

（都市環境課長） 

 この件につきましては、道路課という都市整備部の課が道路の管理をしています。この

地域での市道の清掃の関係ですが、これまでの地元でしかできないような細やかな道路の

維持や協働のまちづくりの観点というところで、草刈りなどについて、地元の地域の皆さ

んにお願いしてきたという現状です。 

草刈りにつきましては、来年度より年１回になろうかと思いますが、道路の通行に支障

がないようなかたちで、鳥取市で行っていきたいと考えています。 
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 なお、側溝の清掃につきましては、全市的に春と秋の一斉清掃というもので、各町内会

で清掃を行っていただいていますので、引き続き、ご町内の方で対応をお願いしたいとい

うことです。 

 

（竹内市長） 

 高齢化が進む中で、草刈りは鳥取市の公的な道路管理で対応するとお答えしましたが、

私も洞谷と矢矯の間の市道の様子を知っていますが、私が就任して早い時期にあそこの安

全な通行を確保するために、少し道路を整備した記憶があります。大変なところで、側溝

がある部分を清掃するにしても、街中のようには、なかなかいかないかなと心配もします。

ただ、生活道路的な要素が強いと思いますので、できる範囲で地元のかたにもご協力をい

ただいて進めていきたいと思います。草刈りなどについては市の方で対応する、それでだ

いたい納得いただいたのでしょうか、その後の話がなかったので、よく分からなかったん

ですけども、よろしくお願いをしたいと思います。また、改善の必要があれば再度ご相談

にのりたいと思います。 

 

（地元意見）  

 農村整備課さんに非常にご尽力いただいて、六反田公園の遊具を今年度無事一新できま

した。六反田の児童もそうですが、近くの児童もたくさん利用できています。近々にはた

ぶん湖南保育園の園児さんも、遊具を使った課外活動も実施したいということで、園長先

生からもお聞きしていますので、まずはお礼を申し上げたいと思います。 

 ここからが本題ですが、私も昨日の都市緑化フェアの開会式と記念植樹に末席のほうで

参加させていただきました。本当に我々の近辺にこんな植物がたくさんあるのかなと思っ

て感心したんですが、湖山池はジオパークに指定されているのにもかかわらず、外来の植

物がたくさん、はびこっています。逆に外来種を一気に湖南地区だけでなくて全体で全部

排除してしまって、本来のナチュラルガーデンのような植物だけが育つような環境という

のを今後取組んでいくことが重要ではないのかなと、昨日出席させていただいて特に感じ

ました。なかなか簡単にはできないと思いますが、ぜひご検討のほどお願いしたいと思い

ます。 

 

（竹内市長） 

 いろいろご覧いただいてありがとうございます。湖山池で外来種の排除ということです

が、どの程度外来種があって、実際に自然の景観を邪魔したり、ときによってはそれがは

びこることで元の自然の種のほうが駆逐されたりして影響を受けるというようなことなの

か、そのあたりがちょっと私もすっと頭に入っておりませんが、悪い影響が出ているとい

うことであれば、この実態を把握してどういうふうに対処できるか、研究すべきだと思い

ます。ジオパークという１つの地形地質あるいは風土というものが認定されておりますか

ら、それと全く異なるものがどんどんはびこって元の種類がなくなっていくようなことは

やっぱり趣旨に反すると思います。ただ、物理的に、公共の場所ばっかりではないと思い

ますので、個人の所有地であったりして容易なことではないんだろうと一方で思います。

そういったことについて問題提起をいただいたということを受け止めさせていただきたい
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なと。具体的にどういうところがどの程度問題なのかという実態把握したうえで、対処を

検討させていただきたいと思います。 

 

（地元意見）  

 福井川の保守管理ということで、去年地区要望として出しまして、福井川の泥溜めの処

理や福井川の泥の処理、土砂の堆積物の処理をお願いして、去年は泥溜めの処理、それか

ら県道のところに大橋というところがあるんですけど、そこの泥は処理していただいてい

ます。今年も秋にはフナ、コイの状況を見ながらやっていきたいという返答がありました。

問題はその大橋のところから３つ上の橋の上流に家が２軒あるんですけど、その間に大雨

等で結構土砂が流れてきまして、中洲みたいな状態になっています。砂のような状態にな

っているところが何ヶ所もありまして、そこに草とか生えてなかなか大変な状況になって

きています。それで、福井の住民としては、年１回掃除して、草をとったり、草を刈った

り、土砂を取り除いたりしていますが、今の状況になってくると、非常に難しくなってき

ます。その溜まった土砂を何とかしてほしくて、市のほうにお話しているんですけど、福

井川のサイドに基礎の杭が打ってあるそうなんです。その杭より土砂が下だと取れないと

いう返答がありました。状況を見てみますと、土砂は盛り上がっていて、杭のあたりは結

構水が流れたりしていて、その辺はちょっと低くなっているんです。だから、早急にその

土砂を取り除いていただかないと、今後年１回掃除をやっているんですが、非常に厳しい

状況になってきています。その辺を何とかしていただくようお願いします。 

 

（都市環境課長） 

 福井川の管理の所管課は都市環境課ということになります。今年の場合はフナ、コイが

福井川の方にもたくさん遡上していまして、例年泥上げ、浚渫の時期にちょうど被って、

例年の時期に土を上げるということが出来なかったということがあります。あそこは多分

用水を取っておられたりというようなこともあろうかと思います。ですので、用水の関係

だけであれば、来年の春めがけて取らせていただくほうが合理的ではないかという考えも

ありましたが、溜まった土の上に草が繁茂してというような状況も出ているようです。来

週になろうかと思いますが、区長さんにご連絡して、現地を確認させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 ご承知のように湖南地区は、優良な農地を抱えています。その中に市道であるとか、農

道があります。市道の整備につきましては、市の負担でいろんな整備を進めていただいて

いますが、農道のことになると受益者負担という言葉が出てくるんですよね。受益者負担

で２割、地元であるいは農家で負担してくださいという話が必ず出てきます。市の９次総

合計画の中でも農業振興というようなことがあります。それと耕作放棄地を発生させない

と、環境保全ということが謳ってあります。引いては優良な農地を維持管理していくには

必ず農道は必要です。ちょっと大きな観点から捉えると、市の貴重な財産でもありますか

ら、市の方で負担をお願いできたら、市の方で整備していただけたらと考えます。 

 それと、金沢では県道が２本通っています。松原からまっすぐ通る鹿野倉吉線と、湖山
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池沿いに走っていく金沢伏野線の２本が通っていますが、ちょうどダイトリの手前から金

沢伏野線に抜ける直線の農道があります。これは農道ですが、朝晩は金沢の上の集落、吉

岡であるとか、長柄、提見、大畑のかたも末恒、湖山方面に通勤されるかたは、市道から

まっすぐその農道を抜けて県道に入られます。農道ですから、非常に幅が狭いんですね。

ですから、すれ違う場合には危険も生じます。何よりもそこを市道に格上げしていただい

て拡幅して整備していただけたら安全の面でも、利便性も非常に高まってくる。まっすぐ

抜けたら湖山池休養ゾーンに突き当たるという農道ですから、ぜひ周辺整備事業の一環と

して整備をお願い出来たらと思います。 

 

（農林水産部長） 

 農道整備の地元負担は２割であるということについて、これは全市的にこういう規定を

設けています。農道は受益者のかたが限定されるということで、２割の負担をお願いして

８割を市がもって、そういう管理をさせていただくという考え方でやらせていただいてい

るところです。全市的にそういうことでやらせていただいているので、何とかご理解をい

ただけたらと思います。 

 ２点目の農道から市道への格上げですが、これは市道にするために、ある程度の規格と

いうのが必要だというのがあります。そのあたりを確認させていただいて、必要性も含め

て道路課と検討させていただいて、また、相談させていただけたらと思っています。抜け

るために農道を走っているということですので、その必要性も含めまして、調整をしてみ

たいと思います。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

 交通量が極めて少ないが、地域の交通上欠くことができないと認められる場合、幅員が

４．０ｍ以上で市道に認定いたしますが、当地区では、それに該当せず幅員が６．０ｍ以

上必要です。また、路面の排水機能が必要で、法面を保護する構造でなければなりません。

上記の３点の基準が満たせれば、市道として認定が可能です。 

 

（地元意見） 

 先月１５日、日曜日に身障者のかたの車椅子マラソンが実施されました。生憎の天候で

したが予定通り実施されました。大会自体は非常に意義深いもので湖南地区の皆さんも交

通整理等のボランティアで参加されましたが、この１５日あたりというのは、この湖南地

区では稲刈りのピークの時期です。全部ではないんですが、兼業農家のかたもたくさんお

られまして、この土日の辺天気が良ければ一生懸命刈って、一生懸命米をライスセンター

に運ばなくてはいけません。ですから、県道市道農道を通って、この辺だったら豊美であ

るとか、野寺のカントリエレベーターまで野坂を通って運んでいくわけです。短時間とは

いえ、そういう時期に規制をかけられると非常に不便になります。大会実施は続けていた

だけばいいと思いますが、開催される時期、コースをぜひ検討していただきたい。これは

要望ですので、よろしくお願いします。ちなみに当日、先週その前の週の地区民大運動会

が雨で流れておりまして、１５日に実施する予定でしたから、運動会のほうも実施されれ

ば非常に困ったような状態だったということです。 
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（教育委員会事務局次長） 

 ９月１５日開催の車椅子マラソンの開催にあたりましては、地元湖南地区の皆様にはい

ろいろご協力いただきまして誠にありがとうございます。主に車椅子ということで、福祉

部門のほうが主体となってさせていただいていますが、今、日程のこともありましたので、

関係部署と再度開催日程につきまして、ご相談をさせていただきたいと思っています。特

殊な事情もあるかもしれませんので、この辺も確認しながら、またご相談もさせていただ

きたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 ８月の豪雨、それから９月４日の台風１７号につきましては現場被害が５ヶ所ありまし

て、風雨の中、農村整備課と道路課の職員に連絡を取ったところ、すぐに来ていただきま

して、緊急に応急処置等もとっていただきました。これにつきましては、厚くお礼申し上

げます。今後ともこれらにつきまして、よろしくお願いしたいと思います。 

 突然の陳情ですので、ご理解ご了承をいただきたいと思います。本日の陳情につきまし

て、結論から申し上げます。三山口部落の中の二ノ谷と堂谷というところの山関係につき

まして、赤線、青線の再生についての陳情です。原因は、サーキット鳥取の開発行為によ

りまして、赤線道路、それから青線水路について、道路、水路が見えなくなっている、分

からなくなっているというのが現状です。地域部落としましても、部落の山がありますが、

そこに赤線なんかがないために上がれない。また、住民も各個人の山林田畑がありますが、

これらについても出入り等々支障が生じているということで、これにつきましての再生、

早期原状復帰等お願いしたいというのが要望です。 

 ことの発端は、平成１４、１５年頃開発行為によりまして、赤線青線がちょっとおかし

いなということで、田んぼを作っておられるかたが水が出ないとか、田んぼに行かれない

ということがありました。当時の区長が会社等にも言いまして、その後鳥取市にも陳情し、

現場を見ていただきました。その後、赤線青線がずっと現状のままですので、以前は口頭

でしたが、平成２２年から２３、２４、２５年と４年間、文章化して鳥取市に対する要望

事項として陳情、要望させていただいています。ちなみに昨年は要望したときに、現地を

見ていただくということで、管轄部署等のかたと、それから三山口としましても、長坂先

生に非常にご指導ご鞭撻いただいておりまして、ご無理を申し上げて来ていただきまして、

役員皆で現地をご案内し、見ていただきました。この赤線青線は公共用地で、出入り等困

っていますので、このたび緊急でしたが、お願いする次第です。 

 早期の再生と原状復帰について市長さんのご尽力をいただきたいと思います。それで、

本件につきまして、役員会で協議し、こういう機会を突然ですが、設けさせていただきま

した。私たち住民も、本日７名が代表として伺っていますので申し添えさせていただきま

す。絶大なるご尽力をお願いします。本日回答ということにならんと思います。何年もか

かっていますので、何とか明るい、三山口が展望できるようなご配慮をお願いします。 

 

（竹内市長） 

 これまでかなりの経過があって、おまけに毎年要望をいただいているということを資料



 - 16 -

でも拝見しました。これは現場も見ているという状況ですので、早速いろんな対応をした

いと思うんですが、今年に入ってからの対応もありますし、担当課が出てきていますので、

分かる範囲で少しだけ説明をさせていただきます。 

 次に具体的にそれを基にどう行動するか。ご要望はその赤線青線の復活と言ったような

ことですので、これが完全に廃止されているのでなければ復活できると思いますが、廃止

して、誰かの土地になっているということであれば少し複雑になるのかなと。開発行為に

伴って整備されてしまうことがあるので、そのあたりが気になるところです。 

 

（財産経営課長） 

 二ノ谷、堂谷の赤線青線の再生ということですが、農村整備課とご相談を受けさせてい

ただいているところです。ご存じのように山を切り崩して谷を埋めるというような大規模

な土木工事になっていまして、なかなか元に戻すのは不可能な現状かなと、実地のほうは

見させていただいています。開発自体の許可は昭和６３年頃のことですので、資料の調査

等に苦慮していますし、またサーキットの代表者のかたともなかなか連絡が取れない状況

で、なかなか進展が見られないというところで大変ご迷惑をかけているところです。 

 今月になりまして、開発許可関係書類が見つかりまして、現在中国財務局の鳥取財務事

務所に内容について確認をさせていただいているところです。赤線の機能廃止ということ

がありまして、サーキットへ所有権が移転している可能性もありますので、そういうとこ

ろも確認して、整備出来次第ご連絡させていただいて、説明、協議の場を設けたいと思っ

ています。もうしばらく待っていただきますようによろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 パソコンの基本ソフトであります WindowsXP のサポート期限が来年４月９日に迫ってい

ますが、鳥取市で保有管理されているパソコンの基本ソフトのグレードアップはもうお済

みになっているかどうかをお伺いします。 

 

（財産経営課長）  

 今現在、正確な数字は、今急ですので把握していませんが、XP の移行の方はほぼ順調

に行っているものと考えています。正確なところは申し上げられませんが、そのようにご

理解いただけたらと思います。 

   

８ 市長あいさつ 

 まだまだいろんなご意見をお持ちのかた、ご意見発言のご要望のあるかたもおありかと

思います。発言したいなと思って来られたかたもあると思います。ぜひ市長への手紙とか、

その他地区要望などもありますし、鳥取市役所へのチャンネルを通じてお話を聞かせてい

ただけたらと思います。各区長さんもたくさんご出席ですが、区長さんのところに寄せら

れたいろんな要望も、年１回の地区要望というかたちで集約いただくケースとともに、要

望書というかたちで鳥取市が受け取って、総合相談課が全体的な窓口となって、要望に対

して返事を文章で差し上げるというようなこともしています。そういったことをご利用い

ただきたいと思います。 
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 今日お話しいただいた件も１００％完全に納得していただいていないのではないかとち

ょっと恐れますが、引き続きの検討課題、要望事項になっているものについては、少しず

つでも対応を改善して、前進するようにしたいと考えています。高齢化が進む中で、協働

のまちづくりとはいうものの、お互い難しい面も出てこようと思います。ただ、公的な事

業でやろうとしますと、鳥取市全体この広い中で、年２回やっていたものでも、公的には

何とか１回でというようなことがあります。そうすると、現場状況に合わない場合もあり

ますので、そういった場合にお互いにコミュニケーションを図って、どうしてもここはこ

うなっている、そういったお困りな状況はまた市の方にお伝えもいただいて、我々もすぐ

完全にできるということでもない場合も多いですけども、できるだけ努力をさせていただ

きたいと思います。 

 今日は湖山池を巡って、これから変わっていく湖山池の改善と言いますか、そういった

ものもお互いに理解を深めることが出来たと思います。治水化が進んで、水産資源、特に

大和シジミが大分生育しているというようなことも耳にしています。まだ実験段階ですの

で確たることは申し上げられませんが、塩分濃度を適正に維持しながら、そうした新しい

水産資源も大切にして、地域の宝になっていくというようなことが遠い将来ではなく、近

い将来の現実であるように感じています。県、市もそういった方向を望んでいますし、地

域の多くのかたにとっても新しいプラスが生まれると思いますので、ここで付け加えてお

きたいと思います。 

 それでは、このご挨拶をもちまして本日の湖南地区の地域づくり懇談会を終えさせてい

ただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 


