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日置谷地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１０月１７日（木） １９：００～２０：３０   

２ 会 場 日置谷地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  １５名 

市側出席者  ２１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、久野新市域振興監、国森都市整備部次長、木村教育委員会

事務局次長、吉村生産流通振興室長、高橋秘書課長 

＜青谷町総合支所＞小林支所長（司会）、土橋副支所長、秋田市民福祉課長、

中宇地産業建設課長、谷岡水道局青谷営業所長、大前地域振興課課長補佐 

            ＜事務局＞安本協働推進課長、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 

（まちづくり協議会会長） ※スクリーンに基づき説明 

 市からまちづくり協議会の話がありまして、平成２０年１２月７日に設立し、計画がで

きたのが平成２２年４月２５日で、これが動いています。実質的には前館長のころにこれ

をやって、引き継がれたのが今の館長です。私は名前は会長ですが、もう全権を公民館の

スタッフにお任せしています。その時々の区長会の会長にもお願いして進めています。 

 組織は、実質的には１０の部会があります。活発にやっている部会もありますし、いま

一つというところもあるのですが、事務方は公民館のスタッフがやっておられて、職員の

増員も含めてありがたく思っています。 

 通年の事業は、地域安全・自主防災部では、時期は秋の地区運動会のころに防災訓練や

救命講習を行います。参加人数が少ないという問題点がありまして、これがいまいち人が

集まりません。 

 ２番目の健康・体育・レクリエーション部では、運動会、ソフトバレーボール大会、卓

球大会、カローリング大会があります。それから駅伝、これは非常に人も集まります。な

ぜかという理由はいろいろあるのでしょうが、やっぱり役員の方が声をかけられたりして

参加人数が多い。 

 続きまして、３番目の老人クラブ・老人サポート部ですが、敬老会、グラウンドゴルフ

大会、これは主に高齢の方ですが、非常にたくさん参加されます。特に敬老会は、公民館

職員を始め、各集落の６０歳前後からその下の部分がスタッフとして支えますが、よくや

っていらっしゃると思います。 

 それから、４番目の景観づくり・環境対策部では、県道の斜面にあじさいを植えていま

して、あじさいロードの草刈りやこの学校周辺の草刈りが、年に３回ぐらいあります。私
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ごとながら、議長時代はぶつかりましたのでサボっていましたが、やめてからは毎回参加

しています。非常にたくさんのボランティアが草刈り機等を持って参加されています。 

 それから、広報・宣教部では、地域の新聞「梨の実（ありのみ）」をスタッフの方が発行

されて、地域の細かな情報を出されています。 

 それから、人権啓発推進部の小地域懇談会は、以前は正直言いましてあまり人気がなか

ったのですが、今、役員さんが、非常に一生懸命されて参加人数も増えています。講師に

呼ばれる方もその道のスペシャリストで、おもしろいのです。これもだんだん盛り上がっ

てきているように思います。 

 順調に進んでいる点は、健康とかレクリエーションは参加人数も多いですし、よく活動

されています。運動会は、年に１回の大きな行事でたくさん集まります。おじいちゃん、

おばあちゃんから、子どもは少なくなりましたが、お孫さんまで。小学校、中学校も協力

していただいています。青谷町内には旧小学校区で５地区ありますが、こういうのは各旧

校区でやっています。それには小学校も中学校も保育所も極力その地区地区に出ていただ

いています。日置谷地区は、人口は多くないですが、それに比べて参加人数のパーセント

は多いです。大坪集落では、自前の黄色いユニフォームを使って非常に地域が盛り上がっ

ています。当然この後には飲み会もあって、各集落が沸いています。 

 これは卓球大会です。青谷町は卓球が昔から強かったのですが、特に指導者の山根さん

の役割も大です。日置谷地区には国体級の選手が何人もいまして、地区の卓球大会も非常

にレベルの高い人から私のような全然だめなものもいますが、参加人数が多いです。これ

は隣の旧小学校の体育館でやっています。 

 カローリング大会では、今回４回目で、４回目は参加者が多くなりました。 初はカロ

ーリングって何だろうというので少なかったのですが、子どもさんが参加されると、父兄

は必ず来ますので今は多くなりました。 

 合併前からこの地区には駅伝のオーバーペースというチームがあります。駅伝だけでは

なくて、公民館の運営などにも非常に協力しているメンバーなのですが、合併してからは

この大会に出ています。ソフトバレーボール大会もしています。 

 これからがいまいちのところで、思うように進んでいません。 

農業・地域産業振興部です。年に１度の文化祭は人がたくさん集まって、そこで特産品、

家庭菜園でつくられた農産物を１００円市のような格好で出品されますが、これも年々出

品者が減ってきています。その背景には当然高齢化もありますし、この地域は農業どころ

ではありますが、耕作放棄の田んぼなども抱えていて、具体的にこの部がどうこうできる

かというと、なかなか取り組めない状況です。 

 次に地域安全・自主防災部の防災訓練と救急救命講習に東部広域の青谷出張所から来て

もらうのですが、区長等に限られて、防災への参加を呼びかけてもなかなか人数が集まり

ません。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 鳥取西道路について 

＜地域課題＞ 

鳥取西道路の工事等進捗状況を伺いたい。（青谷地区管内） 
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＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 鳥取西道路は、国交省により鋭意事業進捗が図られています。開通予定時期については、

鳥取ＩＣから鳥取西ＩＣ間を平成２５年内、吉岡温泉ＩＣ（仮称）から青谷ＩＣ間を、今

後の予算が順調に付き、用地取得及び埋蔵文化財調査が早期に完了することを前提に、平

成２９年度の開通が公表されているところです。 

 青谷地区内の工事等の状況について、国交省に確認したのでお知らせします。 

 青谷横木遺跡の埋蔵文化財の調査については、本年度から平成２７年度を予定している

とのことです。なお、青谷横木遺跡の発掘調査結果から極めて重要な遺跡であることが判

明していることから、盛土構造から橋梁構造への変更を検討しているとのことです。 

 工事については、気高青谷トンネルの掘削工事の発注手続き中で、平成２６年３月頃の

契約となり、全延長２，１３２ｍのうち、１，０２１ｍを青谷側から工事を予定している

とのことです。 

 また、気高青谷トンネルの貫通年度は、平成２８年度を予定しているとのことでした。 

 本市としましては、今後も引き続き、一日も早い供用開始が図られるよう国交省に対し

て要望すると共に、工事スケジュールのポイントである文化財調査が早期に完了するよう

文化財調査の人員確保などに取組んでいきたいと考えています。 

 

（都市整備部次長） 

 西道路は、国交省が鋭意事業を進捗され

ていて、開通時期については、鳥取インタ

ーから鳥取西インター間を平成２５年中に

開通する予定です。次の吉岡インターから

青谷インター間については予算が順調につ

いていますので、用地取得や埋蔵文化財の

調査が完了することを前提に、平成２９年

度の供用予定です。 

 青谷地区内の工事状況について、国交省

に確認しています。新聞報道でもありまし

たが、青谷横木遺跡の埋蔵文化財の調査に

ついては、本年度から平成２７年度までを

予定しています。この横木遺跡の発掘調査

の結果が、極めて重要な遺跡が出るという

ことから、当初、盛土構造で土を盛るよう

な構造にしていましたが、橋梁構造への設

計変更を検討しているということです。 

 大きな工事がありますが、気高青谷トン

ネルの掘削工事については発注手続中でし

て、平成２６年３月ごろに契約ができるよ
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うな目途です。このトンネルは全長２，１３２ｍで、そのうち１，０２１ｍを青谷側から

工事を予定しています。気高青谷トンネルの貫通年度は平成２８年度を予定しています。

本市としても、この工事は引き続き一日も早い供用開始が図られるよう国交省に対して要

望を続けていくとともに、工事スケジュールのポイントである文化財調査が早期に完了す

るように、文化財調査の人員確保などに取り組みたいと思っています。作業員を募集させ

ていただく節には、よろしくお願いします。 

 それから、国交省は、盛土から橋梁構造に今設計変更しているところですが、設計の内

容が固まりましたら、また地域の皆さんにご説明に上がると伺っていますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 先ほど、鳥取西道路の開通予定年月日が書いてありましたが、吉岡インターから鳥取西

インターまでの開通予定年月日だけが抜けていたのですが、何かあるのでしょうか。大体

の目途があればお聞きしたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 鳥取西道路の開通はことしの１２月、実はあした発表しようと思っていたのですが、１

４日を予定しています。開通して便利になると思います。特に西のほうから乗るときに鳥

取インターまでぐるっと回り込まなくても、国体道路から南に嶋というところがあります

が、そのあたりに鳥取西道路が来るので、そこから乗ってずっと中国道に向かっていただ

けることになります。鳥取インターと鳥取西インターの出入り口が２つできたと思ってく

ださい。 

 それでご質問の、第Ⅰ期の期間が、平成２９年度に供用する中に現時点では入っていな

いのは、この区間の遺跡調査と、文化財調査ともう一つは土地収用を必要とする状況があ

って、まだ明確に見込みが立てられないということです。我々は当然のことながら平成２

９年度時点で一括して残りの区間の鳥取西インターから青谷インターまで供用できるよう

にお願いしています。平成２９年度供用予定というのは、遅くても平成３０年３月までと

いうことで、大体年度末に近いところで開通することが多いので、そのような時期を想定

していただければと思います。 

 

２ 日置谷地区公民館について 

＜地域課題＞ 

日置谷地区公民館は、耐震化が必要と伺っていますが計画等を伺いたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

 本市には６２の地区公民館がありますが、耐震診断調査の対象となった２２施設のうち

１８施設について耐震補強が必要となっており、その中には、日置谷地区公民館も含まれ

ていますので、今後耐震補強事業を行うこととなります。 

 耐震補強事業を行うに当たっては耐震性、建築年等を考慮して、緊急性の高いものから
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実施することとしています。 

 日置谷地区公民館の耐震補強事業は、平

成２８年度実施設計、平成２９年度補強工

事を予定しています。 

 

（企画推進部長） 

 地区公民館は、昭和５５年度に古い耐震

基準で建てられた建築で、したがって耐震

診断をやらなければいけないということで、

平成２４年度に耐震診断を行いました。ち

ょっと強度が足らないなということで耐震

補強の必要がある建物になっています。鳥

取市には全部で６２の地区公民館がありま

して、古いものもあれば新しいものもあり

ますが、６２のうちの１８の公民館が耐震

補強をしなければいけない建物になってい

ます。それで、今年度から精力的に耐震の

補強なり建て替えを行っています。 

 この日置谷地区公民館は、鳥取市全体６

２の公民館の中では若干古いかなという、

２１番目に古い公民館となっています。先

ほどの１８の耐震補強をしなければいけな

い建物の中で、どうしても数値的に悪いも

の、それから周囲の地盤などいろいろな状

況を考えて、早くかからなければいけない

ものの優先順位をつけなければいけません。

そうした中で、この公民館は現在の予定で

は平成２８年度に耐震の実施設計を行って、

翌２９年度には補強工事をするという予定

になっています。ただ、現在見込んでいる

耐震補強の事業費も相当かかるということ

もありまして、今後また地元の方と十分協

議を重ねた上で、実際の事業の実施にかかりたいと現在予定しています。 

 

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） 

 一つお願いしたいことがあるのですが、青谷町は東部の一番西の端になっていまして、

旧気高郡内でいえば、ないものは温泉だと思います。一時、温泉の試掘をされた経過があ

るのですが、途中やめになっています。この地区もほかの地区と同じように高齢化が進ん

でいまして、やはり年寄りには温泉が一番ではないかなと思います。今現在、過去の実績
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で何ｍ掘ったのですか。たしか何ぼか掘った経緯がありまして、海水が出てやめたという

話を聞いています。もう少し掘れば必ず温泉が出るのではないかなと思いますが、観光事

業等特にない町ですし、あるとすれば鳴り砂とか、長尾の灯台があるのですが、長尾灯台

に関しては、まだ地道の車のすれ違いができないような狭い道で、灯台のいい景色はあり

ますが、なかなか活用されていない現状です。もう少し観光的というか、地場産業の中で

も活性化するような事業をお願いしたいと思いますが、その中でやはり温泉がもし出れば、

青谷町もまた別な方向で町が活性するのではないでしょうか。 

 

（新市域振興監） 

 経緯やいきさつはよく分かりませんが、温泉は浜村温泉がすぐ隣にあって、浜村温泉も

実は旅館が今１軒になったところで、温泉の湯量自体は余っているような状況を聞いてい

ます。もっと言ったら自噴をしていると、湧いて出てきているのがあるようです。浜村温

泉を持ってきてもらって、こっちで使ってもらったらうれしいなと思うところがあります。

とりあえず今思いついたのはそのあたりです。 

 

（竹内市長） 

 観光的な魅力として、一つの例として温泉を試掘して温泉を出したらどうかというお話

がありました。温泉そのものについては、今、浜村の温泉の話がありましたが、鹿野にも

温泉があり、今ここで温泉をしてもみんな競合してしまいますので、やっぱりここは温泉

ではなくて別のものを考えたほうがむしろいいのではないかというのは、少なくとも今私

が感じた考え方です。確かに気高にあり、鹿野にありだから、青谷にも欲しいなという気

持ちは分かりますが、ではそれでどれだけの利用があるかとか、採算がそれなりにとれる

のかということ考えると、そこに投資するよりは、ほかに投資したほうが青谷らしい、ま

た青谷の魅力を生かしたことが考えられるのではないかと思います。 

 隣の日置地区は和紙の里という要素もありますし、ご存じの「ようこそようこそ」の源

左さんのふるさとでもありますので、こういったことをうまくこの地域として生かしてい

くのが、一つの考えではないかとも思います。 

 伝統的な産業を今によみがえらせていくために、いろんな方がいろんな取り組みをして

おられるように思います。和紙を使った絵とか、あるいは工芸品のようなものもあったり

しますし、そういったことも多くの方の関心があります。そして、何よりも上寺地遺跡を

どう生かすかというのも、もっともっと全日本的な規模でも関心の多いところだと思いま

す。 

 それから、ジオパークが延びてきて、鳴り砂の浜も、１つだけではなくて何カ所かある

と考えます。こういったものをどう観光に生かすかということも積極的に考えてはいかが

でしょうか。日置谷地区そのものに関して何がと言われると私も必ずしも思いつかないの

で、また教えていただきたいですが、青谷全体を考えてみれば、そういったことを挙げさ

せていただきたいと思います。 

 これからも、観光の魅力アップのために総合支所、鳥取市が一緒になっていろんな取り

組みをしたいと思いますので、またいろんなご意見をいただけたらと思います。 
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（支所長） 

 一つ参考ですが、鳥取市が気高、鹿野、青谷の西商工会に補助金を出して、その商工会

が事業主体となって３町のグランドデザインを今計画しているようです。その中には、各

町の持ち味を生かした観光とかまちづくりの計画も取り入れていくようですので、その辺

も市の経済観光部から補助をいただいてつくり上げているという動向もありますので、そ

の辺も含めて今後見ていきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 きょうは教育長がいますので、中学校の話も適当ではないかと。 

 

（教育長） 

 いろいろと皆さん方にご心配をおかけしました中学校の問題。今度１１月８日に担当が

参りまして、詳しいお話はさせてもらおうと思っています。 

 青谷中学校は、新しい学校を建設し、そこでしっかり勉強をしてもらおうと思っていま

す。どんな学校にしていくのかということが、これからまた話題となってきます。ぜひ、

いろんなお考えや豊かな発想で、これからの子どもたちの教育にどんな学校がいいのか、

しっかりお話をしてほしいと思っています。多分私は、青谷の子どもの教育、１０年先の

世の中というのは、今よりぐっと変わってくると思います。２０年だったらまだ変わりま

す。私たちが中学校に通っていた時代の１０年の変化のスピードと、今の青谷の子どもた

ちがこれから中学校に入っていく、そのときの１０年のスピードとは随分違うのではない

かと思っています。そして、軸足はしっかりと鳥取、この青谷に置いてもらって、グロー

バルな時代ですから、やっぱり世界で活躍のできる、そういう教育を考えていかなければ

いけないと思います。 

 先ほど温泉の話も出ましたが、どうやってこの青谷の地域振興を図っていくのか、そう

いうことも考えてくれる、そんな子どもたちの育成、そんな教育でありたいなと思ってい

ます。ぜひ忌憚のない意見をしっかりと出していただきたいと思います。将来に向けてい

ろいろと議論をしましょう、この教育については。教育はやっぱり大事だと思います。教

育にはしっかり議論と、今市長が隣におられるので、お金もちょっとはつぎ込んでもらっ

て、いい子どもたちをつくっていかなければいけません。よろしくお願いします。また詳

しいことは１１月８日にお話しさせてもらいます。 

 

（地元意見） 

 私はもう小学校や中学校の子もいないので、よく分からないのですが、これからどうい

う中学校にするかというのは決めるとおっしゃいましたが、一体どういう中学校にすると

思っておられるのでしょうか。 

 子どもがだんだんと少なくなって、当然何年かすると、この中学校が完成するころには

もっと子どもが少なくなってくると思いますが、小中一貫校とか、そういうことも考えて

いらっしゃるのでしょうか。 

 それから、青谷中学校を単独で建てるとおっしゃいましたが、以前は、旧気高郡を一校

にするという話がありました。町にやっぱり１つぐらい中学校があったほうが当然いいと
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思いますが、何でまた、気高郡が１校だったのが、また急に青谷町に１校に建てるという

格好になったのでしょうか。 

 

（教育長） 

 中学校の校舎の問題は、平成２３年でしたか、ＰＴＡや関係機関から、改築というご意

見があったと私も聞いています。その後、耐震の調査をしたところが、補強にはなじまず、

やはり改築したほうがいいという結果が出ました。その後、さっき子どもの数ということ

もおっしゃって、将来のことを考えてみると、学校は１校で、このままでいいだろうかと

いう話は将来どこかで出てくるはずです。それが結局、前倒しをされて、では学校という

のはどうしたらいいのだろう、このままで建て直したほうがいいだろうか。それとも、さ

っき一貫校という話もありました、そういう方法がいいのだろうか。それとも、さっき３

町の話が出ましたが、こういうものがいいのか。ここでしっかり考えてもらおうというこ

とで、皆さん方にご意見を伺ってきた経緯があります。それは十分ご承知だと思います。

ですから、教育委員会も説明に回らせてもらっています。その回数も、青谷、鹿野、気高

で５０回を超える回数を説明させてもらいました。その中で、もちろんいろんな意見があ

りましたが、大方はこのままで存続がいいという意見がかなり占めていたわけです。 

 もう一つは防災ということです。今は地震だとか台風だとか、いろんな予期しない災害

が私たちのまさに身近なところで起きています。これは学校に限らずどこでも防災という

ことについては、緊急に考え、対処していかなければいけない問題です。とりわけ、私た

ち子どもを預かっている学校や教育委員会というところは、後回しにするわけにはなりま

せん。それで、校区審議会の委員さんたちが、改めて学校の様子を見て回ろうということ

で、実は見て回ったのです。そうしたときに、これはいつまでも時間をかけて、どんな学

校にしようという議論をしている時間はやっぱりないなというところに行き着いたわけで

す。ですから、先般の議会でもお答えをしましたように、早急に学校を安全な建物にして

いかなければいけないと。急にと今おっしゃいましたが、実はそういう経過があったとこ

ろです。 

 

（地元意見） 

 私は小学校や中学校の子どもがいないから、経過があまり分からないのです。確かに何

回もされたと言われますが、ＰＴＡであれば何回も出席して聞きますが、私はもう小さい

子どもがいないから、それで改めて聞いたわけです。 

 

（教育長） 

 実はそういういきさつがありました。 

 これからどんな学校にということですが、中学校は今１５０人前後です。ですから、５

００人を収容するような校舎を建てるわけにはなりません。規模からいえば、やはり今の

子どもの数に合った規模のものになります。将来、本当にこれが少なくなってきたとき、

あるいは逆に増えるかも分かりません。そのときに、この校舎でいいのかどうかという問

題もあります。今現在の状況の中で、それに適した学校をつくっていくわけです。その際、

皆さん方の意見を十分踏まえながら建設にかかっていかなければいけないということです。 
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 将来的な話は、建ててしまったらもうそれでというわけにはならないと思います。子ど

もたちの数がどうなるか分かりませんし、世の中がどうなるかも分かりません。そういう

意味で、新しい学校を建てても、将来そのままでいいではなくて、将来のこともしっかり

と考えながら、しっかりと議論をしていきながら、子どもたちの教育に当たっていきたい

と思っています。ひょっとしたら１０年先に一貫校ができるかも分かりませんし、そうい

う意味で皆さんが積極的にいろいろと子どもたちの教育に関心を高くして、議論をしてい

きたいということを思っているところです。 

 

（支所長） 

 来月の８日金曜日に、青谷地区公民館で、今の経過を踏まえて学校についての説明会が

あります。ぜひそのときにも参加いただいてご意見をいただければと思います。 

 

（地元意見） 

 望町に住んでいるのですが、今、小学校がバス通をしています。多分ほとんどのところ

に建っていますが、勝部線ともう一つ線がある中で、バス停に子どもたちが雨風をしのげ

る場所というのが、日置谷では、バス停が何個かあるうちの２つしかなくて、民家の軒下

を借りたりしています。今、主に日置から出てくる車は前の道を通るのですが、僕たちの

子どもたちが立っているところは、道路の横にバス停と書いてある棒が１本立っているだ

けです。どれだけ風が吹こうが雪が降ろうが、そこに毎朝突っ立っているのを見ると、親

たちはどうしても何か建物を建ててほしいと。もしかしたらこれはバス会社さんに言うべ

きことなのかもしれませんが、子どものことを考えたら、これから人数は少ないですが、

１人でも小さい１年生の子がそこに立っているという状況があると、親としては心配だと

思うので、そこをちょっと考えていただけたらと思います。 

 

（都市整備部次長） 

 都市整備部の交通政策課がバス停の関係の仕事もしています。 

 市民参画型という形でバス停の上屋の整備事業というのがあります。地元で事業費の３

分の１を負担していただければという内容です。負担は３分の１ありますが、地元で検討

していただいて、できるようなら進めていきたいと考えますので、よろしくお願いします。

制度内容をまたご紹介したいと思います。 

 

（支所長） 

 土地的な話は、例えば県道道路の法面を使うとか、そういうことは可能です。その場所

によると思いますので、相談に乗れると思います。一番やっぱりネックになるのは３分の

１の地元負担金です。その地元負担をどの集落か、何集落かという整理が一番大きなハー

ドルだとは思います。 

 

（竹内市長） 

 私のほうで補足をしたいと思います。 

 バス停に待合所的な上屋のようなもの、家庭でも駐車するときに屋根をつけているのが
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ありますが、屋根を差しかけるようなタイプとかいろんなタイプがあります。今のように

地域住民の方が要望されるときに、県と市の両方の公費が入っていたように思いましたが、

制度的には地域の方の一定負担で実施されています。 

 今の話を聞いていて、ほかのところのバス停はどうやってできていたのかなと。ずっと

前は今のような制度はなかったと思いますし、バス停をバス会社はつくらないのです。県

道でも市道でもみんなそうですが、 近は適当なスペースを確保して、地域の方の要望に

応じて補助する形の制度でつくっています。以前どういうふうにつくられたかは、個々の

バス停によって違うと思います。今回、小学校が統合になってバス通学をする子どもたち

にとって、雨や雪が降ったり、風も吹くということで、何とかしなければいけないなとい

う話は、私もその切実感というのはよく分かります。地域の中でも話していただきたいの

が一つと、学校の通学路の中であまりバス停を整備したことはありません。ですから学校

の校内であればそういうバスの乗り降りに必要な施設としてつくることはあるかもしれま

せんが、普通の一般道路を走る通学用のバスであっても学校の事業というわけにもいきま

せん。どう考えていくか、ほかのところのバス停がどういう経過でどのようにしてつくら

れたかも支所でちょっと研究をしてみてもらえませんか。その中で、支所を窓口に相談に

乗らせていただきたいと思います。ほっておけばいいということではないので。ただ、今

のご意見で皆さんがそういうニーズを感じておられるかどうかも一遍、問い合わせをして

みてもらったらどうでしょうか、いずれ地元負担の話もあるかもしれないということで。

そんなに高く費用がかかるものではないので、大体、総額で１００万円プラスアルファぐ

らいでできているものが多いように私は記憶しています。 

 

（支所長） 

 またその辺は、支所のほう含めてご相談に乗らせていただきます。 

 

（地元意見） 

いつだったか懇談会で、日置谷でポストがないのは養郷だけなので、設置の話をしたら、

地区要望で出したほうがいいではないかということで出したのですが、その後、経過はど

うなっているか、今教えていただけるでしょうか。というのは、望町も結構軒数が大きく

なりまして、養郷だけだったら少ないからポストはできないと言われるかもしれませんが、

望町と養郷を合わせると軒数が大きくなりました。ポストがないと不便なもので、何とか

設置できる方向にはならないでしょうか。郵政の問題かもしれませんが。 

 

（支所長） 

 確かに平成２５年度、昨年地区要望で郵便ポストの設置について養郷からいただいてい

ます。そちらの回答を、ちょっと読ませていただきます。この回答はことしの区長さんに

送っています。『郵便ポストの設置管理については、郵便事業株式会社鳥取支店が所管をし

ています。設置希望箇所を所管する青谷郵便局を通じて鳥取支店へ照会を行ったところ、

郵便ポストの設置には、①世帯数が３０戸の場合では１．５ｋｍ以内にポストがないこと、

②世帯数５０戸の場合では１ｋｍ以内にポストがないことという基準があるそうです。養

郷集落の場合、集落の世帯数が約４０戸であり、先ほどの１．５ｋｍ以内にポストがない
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ことという①に該当します。養郷集落周辺に設置されている郵便ポストはＪＡいなばの旧

日置谷ふれあい館付近、養郷公民館から直線距離で約６００ｍ、徳田商店付近が約１ｋｍ

ということで、集落からの直線距離が１．５ｋｍ以内であることから、設置基準に該当し

ないため、新規の設置は難しいということで、地元からの要望内容は上記のとおり、日本

郵便株式会社に伝達していますので、地元の皆様とともに引き続き要望してまいりたい。』

という回答をことしの春先に出させていただきましたが、今のところはできないという回

答がどうも届いているようです。 

 地区要望というのは、このようにきちっとした文書で回答されますので、その意味で口

頭で聞くよりはという一つの方法です。 

 

（地元意見） 

 だんだんと高齢化になってくるではないですか。そうすると杓子定規に、何軒だから何

ｋｍ先以上ないとかあるとかというのでしようがないのですかね。やっぱり郵便局も慈善

事業ではないですからね。でも何とかならないのですか。同じことを言いますが、高齢化

になってくると車も持っていない人もだんだんいます。今はパソコンとかインターネット

の時代かもしれませんが、そんなのがなかったら結局郵便しかないですよね、という思い

がしているものですから言うのですが、大変小さい問題で済みません。 

 

（支所長） 

 今のは、郵政事業の一つの基準を説明した中で、実施困難ですが、今後は引き続き市も

一緒になって考えましょうというので締めくくっています。ルール上そういう答えですが、

今後何か糸口があれば引き続き要望していきますという市の考え方を整理させていただい

ています。これ以上は、相手があることですので難しいというのが現状だと思います。 

 

（竹内市長） 

 私も確かに解決のいい知恵はなかなかすぐには出てきませんが、今、養郷の場合、４０

戸という話が前提になっています。まとまって戸数が多くなっても、それで直ちにオーケ

ーにならないかもしれませんが、郵便ポストについてどういう配置が一番いいのか、例え

ば近隣等の間で調整して、こうしたほうがいいというみんなの了解がとれれば、それを提

案してみるとか、道路の形状や人の流れから見てもこういう形がいいよという提案ができ

るのであれば、ひとつ知恵を使った対応でまた要望を出すということも考えられるかなと

は思うのです。 

 日置谷の中みんなで考えてみて、あそこよりはこっちに持ってこられないかなとか、ど

っちみち遠くなる人は反対すると思えばなかなかまとまらないのではないかという気はし

ますが、お互いが譲り合って、高齢化時代の中で便利にしようではないかと、こういうこ

とがまさに地域力です。どこの場所にもつけてくれと言えば、そのほうが便利かもしれま

せんが、郵政事業の関係で向こうにつけてもらう話なので、なかなかできませんよね。そ

ういう意味で郵便事業との調整がつくいい知恵が出せないかなと、地域のパワーで配置を

もう少し適正化しようではないかと。例えば今言われたように、望町団地ができたからそ

ういう状況も考慮したらこういう位置に持ってこられませんかみたいな、全体の配置です
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よね。そういう議論は地域の合意がないとなかなか話は進まないことですし、できたら物

事が進むと。バス停の話もそうでしたが、やはり地域の問題にみんなが関心を持ってもら

える状況をつくっていくことがとても大事なことです。そんなに力もないのですが、行政

としてできることにも限界がありますので、地域の中で物事を考えてよりよい地域をつく

っていく、そのためにみんなが共通の認識を持ったり、いろんな問題について関心を持っ

たり、課題をどうやって解決しようかと考える、そういうことが地域の力になります。協

働のまちづくりというのは、そういうことが非常に大事なことだということで、要は全体

として考える中で解決できる問題も出てくるのかなと思います。 

 また、特に不自由を感じておられる方が身近におられるとすれば、例えば隣組同士でち

ょっと助け合って、もし郵便を出すのが大変だったら私がかわっていつでも出してあげま

すから言ってくださいねという関係、ネットワークができれば、それで解決できる可能性

もありますよね。あるいは、市の職員がその近くにおれば進んで手伝って、そういうこと

も助け合いだということでできたらいいなと思います。 

 

（支所長） 

 共助といいますか、その辺も含めて今後、何か改善ができればということで。 

  

（地元意見） 

 ポストが、今、農協のところにあると言われましたが、実は奥崎では、日本郵政の鳥取

の郵便局に交渉して、ことしの４月に郵便ポストを移動させてもらいました。奥崎の公民

館のところに実は４月に設置させてもらいましたので、そこには今ありません。 

 

（支所長） 

 そうですか、では、養郷からすればまた近くなっているという。 

 

（地元意見） 

 ただし、ＪＡのところにありますので農協の了解をとってくれという日本郵政からの条

件がありました。農協の支所長と農協の常務に話をしまして、いいでしょうということで、

日本郵政のほうは新規に設置するのはあれですが、移設するのであれば協力させてもらい

ましょうということで、ことしの４月に移動しています。 

 

（支所長） 

 回答と現実が違っているところがありまして、どうも失礼しました。いずれにしまして

も、共助とか、言われたように近くに市の職員もいます。市の職員は区長文書などを持っ

ていったりしますので、その辺を含めて助け合うことができればということもアドバイス

で今後お願いしたいと思います。 

   

８ 市長あいさつ 

 どうも皆さん、ありがとうございました。大変貴重なお時間を割いて、地域づくり懇談

会にご出席いただきましたことに感謝申し上げたいと思います。 
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 そして、もとの日置谷小学校の敷地や建物が新たに障がいを持った方を含めた事業所の

用地として活用できるという話が進んでいることはご紹介したとおりです。今年度中に具

体的に動き出すということで、これは青谷町全体にとっても大きな朗報になろうかと思い

ます。そういった点を皆様のご理解とご協力をいただきながら、私も東京のＩＤ社のほう

にお願いに行ったり、社長とお会いしたりしました。社長は鳥取県出身の方で、しっかり

地元のためにも貢献したいというお気持ちですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、鳥取森田が倒産されるということで、離職される方がかなり出ています。鳥

取市も就職あっせんに乗り出していまして、いろんな誘致企業も努力して引っ張ってきて

いますので、そういった新しい企業、あるいは従来からの求人企業に対して、この離職の

方を積極的に紹介するという取り組みをいたします。身近に関係者がいらっしゃいました

らぜひその点もお話しいただいて、たしか１１月８日だったと思いますが、企業説明会の

準備もしていましたので、そういったところも見ていただきたい。鳥取市役所の経済観光

部の中に経済・雇用戦略課という課があって、そこに求職の方を登録して、仕事を随時あ

っせんしていくような仕組みの取り組みをしています。これは鳥取市が積極的に取り組ん

でいる就職支援の窓口ですので、電話での相談も結構ですし、出かけていただいて、鳥取

市が後押しをさせていただきながら、次の就職が実現するようにさせていただきますので、

その点を話しておきたいと思います。 

 それでは、これをもちまして今年度の日置谷地区地域づくり懇談会終了とさせていただ

きます。皆さん、ありがとうございました。 


