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勝部地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１０月２３日（水） １９：００～２０：４５   

２ 会 場 勝部地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２４名 

市側出席者  ２２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、久野新市域振興監、井上農林水産部次長、

国森都市整備部次長、長谷川学校教育課参事、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 

 まちづくり活動についてご報告します。 

まず、私どもの組織について説明します。勝部協議会には３つの組織があります。１つ

は総務企画部会、２つ目は地域づくり部会、それから３つ目はふれあい部会があります。

この３つの部会を中心に活動しており、その上に会長、地区の自治会長をしておられる副

会長がいます。 

総務企画部会はまちづくり協議会全体の企画立案、地区民の要望や願いなどの集約、地

区の今後のあり方や方向性、先進地への視察、研修を行っており、今年度は４つのことを

中心に事業活動をしています。１つは、協議会広報活動の推進として、まちづくり情報を

毎月全戸配布しています。これは、Ａ３の新聞にＡ３のページをいただいて、毎月まちづ

くり情報を情報発信しています。 

２つ目は、勝部拠点施設の整備ということで、耐震改修した勝部地区公民館のコンクリ

ート壁を有効利用しようと掲示板として今活用しています。 

３つ目は、かちべ伝承館との連携強化策として、今年も手作り味噌講座を開催する予定

です。昨年も手作り味噌講座を開催して、２１名の参加がありました。今年はだいたい１

月頃を予定していますが、去年よりはかなり増えるのではないかなと期待しています。か

ちべ伝承館と連携してもう１つは、８月４日に伝承館まつりでマスの掴み取りを開催しま

した。まちづくり委員により川床を整備し、地区内外から約７０名のかたがマスの掴み取

りを楽しみました。 

４つ目は先進地への視察として、不動滝と同じような滝を中心とした観光開発をしてい

る湯梨浜町の今滝を７月２７日に、それから赤波川を中心としたおう穴まつりで町おこし
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をしている用瀬町大村地区を７月３０日に視察研修しました。今滝の視察研修では、廃校

を利用した場所で、今滝をどういうふうに開発していったかということの説明を受けまし

た。参考に今滝も歩きました。大村地区の視察研修につきましては、１０月２９日に再度

役員でお伺いして、おう穴まつりをどのようにして活性化に向けているのかを勉強してこ

ようかと考えています。 

次に、地域づくり部会の活動状況を報告します。今年度は勝部の自然を楽しむ環境整備、

勝部探訪ウォーキング、そしてふるさと便を活用した交流の促進の３つの事業を中心に取

組んでいます。 

１つ目の勝部の自然を楽しむ環境整備は、不動さん三滝周辺を中心に約２０名のボラン

ティアのかたの協力の下、７月２１日に草刈りやごみ拾いをしました。 

２つ目の勝部探訪ウォーキングは、１０月６日に開催しました。約３０名のかたが参加

され、かちべ伝承館の協力を得て、昼食は弥勒寺でいただきました。昼食はどこの料亭に

も負けないくらいおいしく会話も弾みました。今年は紙谷地区、楠根地区の史跡を探索し

ましたが、前公民館長のガイドがとても分かりやすく、思いがけない発見や驚きがあり、

参加された皆さまがたは非常に喜んでおられました。 

３つ目はふるさと便と称して、地域出身の都市圏住民に地域の特産品を送付し、交流を

図る事業をやっています。今年度は夏と秋と冬の３回実施することになっています。既に

今年は夏と秋の２回実施していますが、ふるさとの味を思い出させるふるさと便は勝部地

区出身者にとって心温まる思い出として、格別の思いが残っているようで、懐かしい便り

が私どものほうに届いています。 

続いて、ふれあい部会の取組み状況を報告します。今年度は地域住民の健康増進、地区

民同士のふれあい、地区内児童、生徒の育成、そして地域の伝統行事などの継承という４

つの事業活動を計画していますが、今日は３つの事業を中心に活動報告させていただきま

す。 

１つ目は、やまびこ学校の支援として、８月２日から２泊３日で勝部地区公民館におい

て宿泊研修を行いました。勝部地区内の子どもが少ないこともあり、地域内外の小中学生

に呼びかけをし、２１名の参加がありました。今年は安心・安全なまちづくりと称して、

子どもたちに浜村警察署から夏休みの交通安全対策や防犯対策の講習をしていただきまし

た。８月４日の 終日には子どもたちとその保護者に、マスの掴み取りにも参加してもら

いました。伝承館との連携のときに子どもたちも一緒に参加してもらったというかたちを

とりました。 

２つ目のふれあいグラウンドゴルフ大会は、地域住民の健康増進策として１０月２０日

に開催し、７２名の参加がありました。日赤奉仕団や有志のかたのお世話になりながら、

出席者全員に豚汁とおにぎり３個をお配りし、楽しい一日を過ごしました。 

３つ目の伝統文化行事の推進としては、勝部の代表的な盆踊りを継承している勝部岩力

踊り保存会が、鳥取市の公民館まつり、青谷ようこそまつり、水と緑のオアシスとっとり

などの各種イベントに子どもたちと一緒に参加し、見事な踊りを披露しています。 

このように勝部地区まちづくり協議会の事業は、勝部地区民の協力の下に順調に進んで

いますが、勝部地域は皆さまもご存知のように人口の減少が激しく、ここ５年間で１００

名近く減少してきています。このため、町自体に閉塞感があり、後継者不在による農地や



 - 3 -

山林の荒廃、活力の低下が顕著に現れてきています。このことから私たちまちづくり協議

会は、自分のまちに誇りと自信のもてるまちづくり、子どもたちに自慢ができるまちづく

りを目指し、地域資源の見直しを図っていこうかと思っています。そしてかちべ伝承館と

連携し、不動滝の魅力を活かしたまちづくりを提唱しながら、山陰ジオパークとの連携を

目指したまちづくりを実践していこうかと思っています。幸いにして、かちべ伝承館は不

動さん前の入口にあり、昔ながらのわら、竹細工などの農家に密着した古道具が展示して

あります。また、不動滝のおいしい水を使った味噌、豆腐、こんにゃく、ジャム作りなど

が体験できる設備や山菜おこわなどの特産品調理できる設備が整っています。また不動さ

んには樹齢数百年の杉、檜に日差しをさえぎられた深山零国の赴きある境内に不動滝があ

り、それぞれ特徴の違う３つの滝があります。不動滝は、通称一の滝は高さ１５ｍ、人の

心を洗い清める３つの滝のうち、御滝山の中心になる滝です。湯原滝は二の滝とも呼ばれ、

２０ｍの高さから一気に水しぶきを上げて滝壷を洗う男性的な滝です。妙円滝は三の滝と

も呼ばれ、２０ｍの高さから岩に沿ってさらさらと糸を引くように流れる女性的な滝です。

このようにそれぞれ特徴の違う３つの滝を１０分程度で一度に見られるのが不動滝の魅力

です。 

今後の課題としましては、このように魅力ある不動滝周辺の環境整備、いわゆる不動谷

川とか、遊歩道をまちづくり協議会、かちべ伝承館、田原谷部落、青谷総合支所、鳥取県

などと役割分担を決めながら景観を維持していく必要があります。また、山菜おこわや勝

部地域で採取した特産品などをどのようにして経済活動に結び付けていくのか、トレーサ

ビリティやメニューの検討、広告宣伝とデザイン、マーケティングやコスト管理、他地域

との差別化、戦略などを検討していく必要があります。今まで特色あるまちづくりで成功

しているところというのは、ほとんど経済的にも成功しているところがほとんどでして、

私たちもこの小さな経済というかたちで大きな経済ではなくて、年金プラスアルファの収

入でも稼げるような小さな経済で目指していこうじゃないかというふうに考えています。 

その他加えて地域ガイドの養成ということで、これは、マニュアルの作成は必要ではな

いかなと、ある程度のガイドラインなり、マニュアルを池田先生なり、あるいは古い人に

お聞きして作成しようかと思っています。 

人にはそれぞれふるさとがあります。自分の生まれ育った場所には郷愁と愛着があるも

のです。私たち勝部地区まちづくり協議会はそんな誰にでもあるふるさとを思い出させて

くれる懐かしいと思えるふるさとづくりを目指していきます。そして、いつでもお帰りな

さいと言えるまちづくりを目指していきますので、皆さまがたも、元気を出して私たちま

ちづくり協議会に協力してくださいますようよろしくお願いします。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 県道の早期開通について 

＜地域課題＞ 

現在、澄水地内の一部区間で工事が中断しておりますが、現状の説明と開通の見通しに

ついて説明をしていただきたい。また、この県道は川上峠が交通の難所となっており、こ

この改良またはトンネル化により、災害時における勝部地域の孤立化を防止するとともに、

地域の活性化の面からみれば鳥取市東部と中部の温泉地を繋ぐ中間地点として、かちべ伝
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承館及び不動滝の活用を視野に入れたまちづくりの活動に生かすことができ、交流人口の

増加が望めるものと考え早期の開通・整備を地区として要望いたします。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 県道倉吉川上青谷線の現在の状況等について、管理者である鳥取県に確認したのでお知

らせします。 

 県道倉吉川上青谷線は澄水地内で用地未購入の場所があり、現時点で工事再開の目処が

立たない状況です。引き続き、早期再開に向け努力していくとのことです。 

 また、川上峠については、交通量が極めて少ないことから、トンネル等による大規模な

整備は費用対効果の面で困難とのことです。しかしながら、急カーブで車両のすれ違いが

スムーズに行えるよう、待避所を２箇所整備することとし、１箇所は平成２４年度に整備

済、１箇所を本年度中に整備する予定とのことでした。 

 本市としましては、１日も早い事業完了を、引き続き、鳥取県に対して要望いたします。 

 

（都市整備部次長） 

 倉吉川上青谷線につきましては県の管理で

して、澄水地内で全体が５２０ｍの事業区間、

延長のうち未整備が１００ｍあります。この

区間につきましては、用地の件で工事が今ス

トップしているということです。 

まず、事業期間につきましては、平成１９

年～２６年までということで向かっている事

業です。県のほうも、この用地の関係をなん

とか片付けて、早期に開通に努力するという

ことです。 

それから、川上峠は現場としましては、鉢

伏のテレビ塔に分岐する地点ですが、この部

分について、今現在工事を行っています。１

ヶ所は平成２４年度に整備済み、もう１ヶ所

は本年度に整備するということです。ご要望

の中にトンネルをということがありましたが、

交通量の関係とか、大規模な投資については

なかなか困難だというようなことで県も考え

ているということです。特に今、未整備区間、

用地の関係がありますと申し上げましたが、

なんとか県も片付けて工事の方も完成させたいという意気込みで向かっていますので、引

き続き市としても、県に要望していきたいということで考えているところです。 
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（地元意見） 

 これは、前から言わせてもらっていることですけど、先かた報告がありまして、川上線

のほうは本当によくなりましたけど、あそこは県道なので、市のほうと担当が違われると

思いますけど、こちらはいい具合にしてもらって、やがては国道にでも格上げというよう

なことで工事中はしてもらったようです。勝部の今の県道は一部まだ出来ていないところ

もありますけど、よくなりました。ですが、雨や雪が降れば、向こうが急カーブでなかな

か危険でして、あちらはさっき言われたのでもう早期にいい具合にしてもらえると思いま

すが、よろしくお願いします。 

 

（支所長） 

 あちらというのは、松崎側のお話でしょうか。 

 

（地元意見） 

 いや、ここの坂の峠から降りるところ、川上の。 

 

（支所長） 

 峠から向こう側という意味合いですね。 

 

（地元意見） 

 ええ。あれは、県道になるでしょうから、向こうの管轄で、言われたのはそうでしょう

が、向こうを早くいい具合になるように市のほうでも進めてもらいたいということです。 

 

（都市整備部次長） 

 おっしゃっている場所はよく分かります。峠から向こう側に降りる川上側ですね。県の

ほうにはきちっとその旨はお伝えさせていただきますが、管轄が倉吉のほうになってくる

と思います。両方でカーブが多いというようなことはお伝えして、県のほうにしっかりお

伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 県道の早期開通について、部の考え方で、澄水地内で用地未購入の場所があり、現地点

で工事再開のめどが立たない状況です、となっているんですけど、市のほうはどの辺まで

把握しとられるんですか。県の工事はどういうふうな状況になっているかということを。 

 

（都市整備部次長） 

 地権者のかたが、こちらにはいらっしゃらないということで、農地転用などの条件があ

ったようで、その転用の手続きを進めているということです。その地権者の方からいただ

いた書類に多少不備があったということで、その不備を直していただきたいという連絡を

さしあげているのですが、なかなかそちらの方から返ってこないというようなことで今は

県のほうから伺っているところです。 
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（地元意見） 

 あと何年ぐらいかかるかというのは、まだ、それも未定なんですか。 

 

（都市整備部次長） 

 相手があることですから。ただ、県のほうはここまで来た道ですので開通をさせたいと

いうことですし、一応事業期間が平成１９年～２６年までとなっていますが、事業期間を

延長させても、開通させたいという気構えでおられるということです。 

 

２ 防災無線について 

＜地域課題＞ 

現在、防災無線受信機が各家庭に設置されていますが、受信機の老朽化により受信でき

ない家庭が増加しています。支所では順次更新しているとのことですが予算の関係で追い

つかないのが現状です。防災は住民の命を守る最重要課題です。一刻も早く解消していた

だきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【防災調整監】 

 青谷地域の戸別受信機の新規購入費及び修繕費については、約３２５万円を８月補正予

算で措置したところです。 

 青谷支所の防災行政無線は、昭和６０年に設置してから２８年が経過しており、老朽化

が著しく、また、戸別受信機の部品調達が困難なため、修繕することが非常に困難な状態

でした。そのため、何とか修繕できる方法を見つけ出して、修繕できるものは速やかに修

繕しました。 

 修繕できないものについては、既に購入の手続きに入っています。特殊な機器のため、

納品に時間がかかり、ご迷惑をお掛けしておりますが、年内にはお配りできると考えてお

ります。 

 なお、本市では、災害発生時には防災行政無線をはじめ、テレビやラジオへの依頼放送、

あんしんトリピーメール、緊急速報メール（エリアメール）、広報車による巡回放送、各自

治会への直接電話連絡など各種の情報伝達手段を併用し、情報伝達の徹底に努めているこ

とを申し添えます。 

 

（防災調整監） 

 青谷地域の戸別受信機につきましては、新規購入費と修繕費を、８月議会で約３２５万

円補正計上し、予算措置が行われたところです。青谷支所の防災行政無線は、実は昭和６

０年に設置してから約２８年間経過していまして、老朽化が著しく、また戸別受信機の部

品の調達ができないというような状況のために修繕等が非常に困難な状態になっており、

なんとか修繕ができる方法を見つけながら修繕を行ってきたところです。修繕ができない

ものにつきましては、既に購入の手続きに入っています。ただ、特殊な機器のために少し

納品に時間がかかっていまして、ご迷惑をおかけしている部分がありますが、年内には皆

さまのほうにお配りできると考えています。 
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なお、本市では、災害発生時には防災行政無線を始め、テレビやラジオへの依頼放送、

安心トリピーメール、緊急速報メール、広報車による巡回放送、それから各自治会に直接

電話で連絡を取るなど各種の情報伝達手段を併用しながら情報伝達の徹底に努めていると

ころですので、ご理解いただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 防災無線について質問させてもらいたいと思います。うちは紙谷部落ですが、新年早々

に部落のお年寄りから、防災無線が全然入らないが、年寄りなので１人で支所によう出ん

し、役員さんで何とかしてもらえんでしょうかという相談がありました。とりあえずうち

の集落の何件くらいで防災無線が入らないか、一応アンケートを回覧で回して取りました。

集落３７軒の中で、大方３０軒くらいがほとんど入らんということで、中には入るけど途

中で消えるとか、音が入ったり、入らなくなったり、全く入らんという家もあります。自

治会長がちょうどうちの集落の区長さんなので、区長さんが強く言って、うちの集落はこ

うなっているが、どうなっているのか、来てほしいと言ったら、予算がどうとかこうとか

で、機種が古いんで修理が困難だとかで、結局、今現在まで何のこともない。それで、個

人で支所に持って出てもいいんだけど、そういうふうに言われたのに持って出ても多分一

緒だと思ってほとんど皆が持ってでない。東京都の大島がああいう災害に遭っているし、

今回も２８号や２９号の台風がくる。支所や市からは防災だとか、防災マップを作れとか

要望はあるけど、肝心な防災無線が入らんので、今説明でそういう予算がついたと聞いて、

安心しました。予算が付く、付かんは分かるけど、今年の正月早々から言ってあるのに、

今現在までそういう状態です。なので、しないといけないものと、先延ばししてもいいも

のと、やっぱりはっきりしてもらわないと、災害になってからなら、もうそこらの職員が

叩かれるからね。ということで、早期にお願いします。 

 

（支所長） 

総合支所のほうで、今お話をお伺いしまして、紙屋の３７軒のうち半分以上ということ

で、そのかたの名前とリストをまずいただかないといけないと思います。勝部で今、こち

らのほうに登録されているのは私の手元では３軒くらいしか聞いていないんです。青谷町

全体で５２戸聞いていますので、その一般的な状況については問い合わせの中で、こうい

う状態ですということを多分今まで返事をしていると思います。今、青谷町全体でこのリ

ストに５２世帯が載っていますので、早めに名前を教えていただいて。 

 

（地元意見） 

 それは誰かが行って、載せてと言わんといけんではないか。 

 

（支所長） 

 まず教えていただかないと。こちらで何個予算要求をするかという基礎になっています

ので、ぜひお名前と住所を教えていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 
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 最初に、個人で言ってもいけんから、とりあえず区長さんに言ってもらって、それがい

けなければ、勝部の自治会で言ってくれって、多分自治会長は言ってると思う。 

 

（支所長） 

 多分。 

 

（地元意見） 

何人、何人と名前を書けって言われるんだったら書いていると思うけど、言われてない

から書いてないのじゃないかね。 

 

（支所長） 

 想像ですが、１月、２月の年度初めにお話を聞いた青谷総合支所のほうも、当時の状況

として、結局修繕をしてもなかなか直らないので、買い替えは今は難しいというお話を多

分していると思います。その後に、今リストに載っている台数の修繕代とある程度の購入

費ということで３２０数万円、８月に補正予算をしましたので、それで対応できるものを、

今はしていきます。さらに今申し込みをしていない方も多分出てくると思いますので、そ

の辺を早く情報をいただいて、こちらは本庁のほうで整理をして整備をしていきたいと思

いますので、ぜひリストをお願いします。 

 

（地元意見） 

 なら、区長さんを通して、そういうのを書くかな。個人でいってもいいですけどね。 

 

（支所長） 

 どちらでもいいです。個人が電話で申し込まれてもいいですし、区長さんがまとめてリ

ストアップされてもいいです。要はその故障の状況が、家によって違うと思うんです。ひ

ょっとしたらその個人の方の操作の有無のよって受信が不能の場合もありますので、よく

情報を教えてもらって、取り替えないといけないのか、修繕が効くのかということをこち

らで判断したいと思います。なるべくなら本人さん、それがお年寄りの方で無理でしたら

区長さんがまとめてでもそれはかまいませんし、その辺はまた相談していたければよろし

いと思いますけども。 

 

（防災調整監） 

 補足させてもらいます。実は、ここ青谷支所の故障の機械を実際私も見に行かせてもら

いましたが、状況がさまざまでして、例えば、単に線が切れていたとか、スイッチのどこ

か操作が間違っていたとかいうことがあります。また、古い機種で部品調達ができないの

で、壊れたもの同士２つを１つにして修繕することができるのです。ですから、例えば３

０あって、うまくいけば１５は補修ができて、新しいものを１５買えばいいということも

できます。どこのおうちの状況がどんなふうに悪いのかということを一度教えていただい

て、時間等打ち合わせのうえ、実際に業者で見させていただきます。修繕がかかるもの、

購入しないといけないもの、さまざまありますので、リストと状況を教えていただきたい
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と思います。中には、埃が被っていて電波がせん断しているというようなケースもありま

す。状況はさまざまですので一度そういうかたのリストを支所の方にご連絡いただきたい

と思います。 

 

（地元意見） 

 ちなみに修理にかかる料金のほうはどうなっていただろうか。年寄りは年金暮らしなの

でお金がかかるんだったら、いいわという人は多々あるもので。 

 

（支所長） 

 そちらのほうは、こちらできちっと対応しますので、お金の負担ということは、取りあ

えず、今は考えていません。 

 

（竹内市長） 

 防災無線は非常に大きな課題で、鳥取市の各地域のうち青谷の無線のシステムが一番年

代もので、いろんな不具合が出ていると思います。これは、集落ごとにでも支所で回って、

実態を把握して対応していくのが本当だと思うんです。まず、名前を届けてくださいとい

うより実態を見ないと。修理で済むのか、取換えをしないといけないのかも分からないの

で、業者の人にも来てもらう必要があるかもしれませんが、支所のほうがまず中心となっ

て、特に勝部地区で大きく問題提起されているんで、紙屋であり、澄水であり、桑原であ

り回ってみても全体で２００数十戸の集落ですから、戸別に回って計画を立てて、何日と

何日に行きますというようなことで、まずやってみたらどうですかね。そのときに、いや

いや来てもらわなくても支所に行きますという家庭があればそれはそれで来てもらっても

いいんですが、 終的には、アナログの無線設備はデジタル化しなきゃいけないと言われ

ているので、さしあたり応急措置的に、今使えないものを使えるようにするということに

ついて考えなくちゃいけません。防災は、ほっておけない問題ですよね。ただ、情報は防

災無線だけじゃないんです。テレビとかケーブルテレビが入っている家庭もあるでしょう

し、もちろんラジオなどでもいろいろ放送は入ってきます。それと、地域の防災関係者、

消防団とか広報車が車で巡回することもあります。本当に災害が来る前には、もっと集中

的にやりますが、日頃の連絡などの関係もありますから、実態を自分たちでまず調査して

みませんかね。その上で対応をそれぞれにしていくと。勝部地区でこうして問題提起がさ

れていますから、早速計画を立てて、まずここでやってみると。予算措置もしたところで

すので、ある程度一挙にできる部分があると思います。ほかの地区とのバランスもあるか

もしれませんが、まず勝部でやってみるぐらいのつもりで、取組んでいきます。また支所

から各集落宛に連絡を出しますので、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） 

（地区公民館長） 

 フリートークについてもどんな意見が出るか分かったら教えてほしいということがあり

まして、４点ほどあらかじめ文章で出しています。その件についてまとめて提案させてい

ただきたいと思います。 
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まず、市や県などから出る補助金の制度について、どう申請すればいいのか、またどう

いうふうに使えばどのような効果があるとかいろいろあると思いますが、どういう補助金

があるのか、一覧表を区長に提示していただいたほうが、どういうものが国においては利

用できる補助金なのか検討できるということで、あらかじめどういう補助金があるのか教

えていただきたいという意見がありました。 

それと、公共交通機関についてです。今非常に利用する人が少なくて、市も補助金を非

常に多く出しておられると思いますが、皆が利用しやすくするために上限を下げて、例え

ば勝部に入ったら奥まで行っても一律ですよというような設定ができないかどうかという

こと。 

３つ目は、移動マーケットを推進していただけないかということ。 

４つ目に、勝部川についてはだいたいなくなっているんですが、今西川の辺が勝部川か

ら下のほうが川筋が見えにくいほど立木が生い茂っている状況があります。八葉寺川も勝

部川との分岐から上がっていくと立木が河川の中から中洲に生えているというよりも崖か

ら川に向かって生い茂っているような状況です。これが災害で川の水が増えたときにどう

なのかなということ。見た目の感じもありますし、八葉寺の集落より奥のほうも川筋が見

えなくなるほど立木が生い茂っている状態で、災害のときに今のところ経過を観察すると

なっているようですが、その辺を改めて市のご意見を伺いたいと思います。 

 

（企画推進部部長） 

 補助金制度についてですが、いわゆる補助事業はたくさんあります。こういったものの

一覧表につきましては１つの例で申し上げますと、鳥取市のホームページに掲載していま

す。行財政改革課の補助金の整理合理化、鳥取市の補助金交付事業についてというサイト

がありますので、そこでご覧いただけます。 

また、例年自治連合会等を通じて、要望をお伺いしている補助事業等につきましては、

今後整理し、自治連の地区会長会を通じて、当面地区会長さんにお伝えし、地区会長さん

からそれぞれの地域の会長さんなり、町内会長さんなり、区長さんなりにお伝えするとい

ったこともやりたいと考えています。いずれにしましても、どういった内容の事業を、実

際この地元のかたがやりたいと考えておられるのかにつきましては、こういった補助メニ

ューが使えますよといったことが一番メインになってきます。総合支所でも結構ですし、

本庁に中山間地域振興課もあります。とりあえずそちらのほうにご一報いただいて、こう

いったことで事業を進めたいんだけども、何か補助金がもらえるようなことはできんかな

というようなご相談をいただくのが、一番手っ取り早いやり方かなと考えていますので、

よろしくお願いします。 

 

（まちづくり協議会会長） 

 補助金というのは使っていただくのが一番だと思うんです。だから、補助金のＰＤＣＡ

はやっておられるのかどうなのか。市町村合併や何かによって、地元はボランティアをや

る部分がかなり増えてきています。そういったことから考えますと、補助金制度というも

のはやはりＰＤＣＡをして、皆さんが使いやすいようなものにしていただきたい。こうい

う工事をすれば、こういった補助金が出るというようなことを、例えば自治会とか、まち
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づくりでも結構ですから説明会を開催していただくとかすれば、例えば１０分の１自己負

担があるということであれば部落のほうの負担の一部をそちらに回して、あとは補助金の

ほうでやるというようなこともできます。そうすることによって、まちづくりだけではな

くて、部落自体の事業なり、整備がスムーズにいくようになると思うんです。ですから、

補助金制度というのは分かりやすく、なおかつＰＤＣＡをして皆さんが使いやすいような

制度にしていただきたい。 

どうも読んでみますと、非常に分かり難いんですよね。ぱっと取り付きやすいような、

皆さんが分かるような制度じゃないと。非常に難しいところがありまして、できましたら

皆さんが一番使いやすいようなやり方で、なおかつ詳しく説明していただきたい。私ども

は商売をやりますと、どうやったら使ってもらえるだろうか、どうやれば食べていただけ

るだろうか、どうやれば使っていただけるかということを考えてやるんですよね。ところ

が行政さんがやられる補助金メニューというのは、いわゆる顔見世といったら大変失礼に

なるのかもしれませんが、作ったというかたちで終わって、皆さんにどうやったら使って

もらえるだろうかという、行政は最大のサービス産業であるという点がちょっと抜けてい

るような感じがしますので、その点をぜひ改善していただきたいと思います。 

 

（企画推進部長）  

 補助金制度全般に対するお話というふうに受け止めさせていただきました。確かにおっ

しゃることはごもっともなことが多々あります。言えば私どもも、どうしたら使いやすい

補助制度になるのかなということは絶えず工夫していますし、毎年の予算要求の段階でも

いろんな工夫を重ねて、使いやすい制度になるようにということには努力しています。 

また、ＰＤＣＡということもおっしゃられました。補助制度の中には、もうそろそろこ

の補助制度はやめて、別のメニューにしたほうがいいじゃないかというものも中にはあり

ます。そういうことで、毎年見直し等もやっていますし、できるだけ分かりやすく使いや

すいようなかたちでするようにはしています。 

 まだまだ不十分な点もあろうかと思いますが、決して分かり難くしようと思ってしてい

るわけではなくて、なるべく分かりやすいように、使いやすいようにということでしてい

ますので、また、個別具体なご要望がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 今、おっしゃられたのは、もっともなことだと思います。ですから、制度を作っても使

われなかったら意味がないし、制度を作ったら地域住民の皆さんに周知する、これも重要

です。私も常に使ってもらえるようにＰＲをよろしくと組織の中で言っているんですが、

実際に地域の住民の皆さんの側に立つと、その辺が分からないからうまく使えないという

点もあろうかと思います。私はもっと実践的に考えると、補助制度は、何十も何百も実際

はあったりして、電話帳をめくるように、分厚い書類を見ても時間が非常にかかるし、実

際に制度はこれが使えそうだなと見当がついても、予算の状況からもう締め切られていた

とか、予算がもうなくなっていて、年度後半でだめだとかいろんな実態があるんです。で

すから、地域振興課に行って、こんなことを考えているけども、これに関連する制度を出

してほしいとまず相談したほうがいいんです。その中で検討する。全部を見せてくれとい
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うかたちよりは、自分の関心のある部分をある程度特定して情報を取り寄せる。決して応

じないということはないはずです。公の制度ですから、隠したりできものじゃありません。

その上で、これはちょっとよさそうだなとあたりをつけていろいろ深めていって、じゃ、

これはうちに使えるのか、実はあまり書いてないけど、集落の戸数とか、投資額が３０万

円以上だとか、利用できるときの要件にいろんなことがありますので、そこからまた詳し

く引き出してもらうと。当面、どういう関係のことがお聞きになりたいかということを伝

えていただければ、支所長以下いろいろ経験を積んだ者がいますから、見繕って今使われ

ているのはこういうのが便利ですよとか、この辺でも使われている例があるし、参考にな

りますよというのは非常に親身になって、親切に提供させてもらいます。そういう考え方

のほうが恐らく早道だと思うし、楽だと思います。全貌を示せと言われると、電話帳みた

いな話になってくるので、これは逆になかなか大変かなと。それも毎年変わったりするの

で、新市域振興監という新しい職もできましたから、いろんな問い合わせは本庁に直接し

てもらうことも１つありですよね。そういう方向で対応したいと思いますので、遠慮なく

いろいろ聞いていただきたいと思います。資料は提供するということで、お約束したいと

思います。 

 

（都市整備部次長） 

 バスの件で、上限設定をしてくださいと

いうお話です。佐治方式ということで、佐

治については、鳥取から用瀬までを幹線と

いうことで、幹線を動かして、それから用

瀬から佐治に行く部分について、料金設定

上限２００円という実証実験を今している

ところです。勝部地区につきましては、高

齢者のバス運賃の優待補助制度というのを

設けています。これは定期券の購入補助ですが、例えば毎週１回青谷のほうに行きますと

４５０円かかります。往復ですと９００円。３ヶ月分でいきますと１３週かかりまして、

試算しているところで、週１回で行きますと、１回１回の支払いでは、１１，７００円か

かります。週２回の利用で、青谷の駅まで行きますと２万３，４００円、週３回の利用で、

３万５，１００円ということです。これは６５歳以上の方になりますが、３割引きの制度

を使いますと価格が７，７００円と非常に安くなりまして、週１回の利用では４，０００

円お得になります。週２回ですと、１万５，７００円お得に、週３回青谷のほうに行かれ

る方ですと２万７，４００円と、非常にお得になるということです。高齢者ということも

ありますが、こういった制度もありますので、できましたら使っていただきたいと思いま

す。 

それから、勝部線につきましては、年々利用者が減少しているということで、平成２４

年度に本市の補助金を年間７６５万円バス事業者の方に支払っています。だんだんバス利

用者が減っている現状はありますが、ぜひともバスを活用していただいて、利用者が増え

るようなお願いをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（竹内市長）  

 鳥取市高齢者バス優待制度というもので、３割引きという制度です。これは乗り放題の

バス定期券で３ヶ月が３割引きの７，７００円となり、因幡というのが日ノ丸バスだった

と思いますが、６５歳以上で使えるということです。こういうのを使えば、かなり安くな

ります。確かに７，７００円払うのは大変なように思われますが、桑原から青谷間だけで

も片道４５０円、１往復すれば９００円という状況がありますから、３ヶ月定期を買って

お得になる人がかなりあると思います。３ヶ月に１回出るという人はむしろ珍しいですか

ら、こういうものを利用してほしいということが１つあります。それと、これを取得する

には、駅前のバスターミナルで買わないといけないので、これは大変だろということで、

これに関して例えば支所の窓口で預かって購入するような手がないかというようなことも

検討していますが、まだ結論が出てないのかな。 

 

（支所長） 

 まだです。 

 

（竹内市長） 

 勝部線というのはもう完全な赤字路線になっていて、鳥取市が補助金を出しているのが

７６５万円。その他にバス事業者が１９０万円赤字負担している状況です。この路線だけ

について料金を一律にするというのはちょっと無理で、人があまり乗らない上に、上限設

定すると収入がガタ落ちで赤字が増大するばっかりなので、事業者もそんなことには乗っ

てくれません。ですから、こういう制度を日ノ丸バス自身が発行していますので使ってい

ただけないかというのが１つの答えとして用意した内容です。これからバス事業について

は、さらに検討をして、バスじゃなくて代替タクシーだとか、デマンドバスとかいろんな

方式をまた考えてみたいと思いますが、差し当たりはこのような方法が安くバスに乗る方

法です。定額なので３ヶ月間何回乗っても同じ定期が使えます。どこでも日ノ丸バス全部、

因幡地方どこでも乗れます。ですからお出かけの多いかたは、圧倒的に得するということ

をご承知ください。 

 

（地元意見） 

 まさに４５０円で乗っています。なぜか、それは６５歳になっていないからです。ここ

は確かに４５０円が安くなるかもしれません。ただ、私たちは鳥取市の中心部に行くこと

も多いわけです。そうするとさらにＪＲで４００円かかります。市立病院まで行こうと思

ったらさらに２００円からかかります。６５歳にならないと片道だけで１，０００いくら

かかります。ということで、確かにお金はかかると思います。７６５万円だと１日２万円

以上だと思います。ただお客さんが増えるというのは１つの福祉だと考えていただいて、

そんなに補填しても多くは増えない代わりに利用者も多くないから補填もたくさんいらな

いと思います。要するにたくさんの人が利用すればするほど補填がたくさんいりますが、

利用する人も多くないので、補填もそんなにいらないんじゃなないかなと。桑原でいくと

１５０円を年に何百人分か。伝承館付近で３３０円くらいですかね。ですから、金額的に

はプラスアルファはそんなに多くはならないんじゃないかと思います。あとは過疎対策と
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いう意味で、最初は実験でもどうでしょうかということです。 

 

（竹内市長） 

 今現在収入が少ない中でさらに料金を下げる、例えば４５０円を２５０円にするとか、

半額くらいに下げてみる。あるいは定額にするということになると赤字が増えます。市の

補助金のルールで市の補助金を増やすのも、それはそんなには増えないだろうという意見

もありますが、それはそれであまり乗らない中で大きな赤字を出しているということに対

する問題がありますし、バス事業者自身が負担している部分があるので、料金を下げてバ

ス事業者の収入を下げて負担部分が増えるのをバス事業者が反対すると思います。またバ

ス事業者が便数を減らすと言いだす可能性が強いので、利便性が下がってしまうことにな

りかねません。だから、バス利用をするためにまず利用を増やすということで、仮に料金

を下げても同じだけの収入があるようなことを考えないといけないかなと私は思います。

それと、日ノ丸バスの経費を下げるために、普通の大きなバスでなくて小さいバスにする

とか、タクシーを代わりに使うとか、そういうやり方が今市内のいろんなところで行われ

ていますので、そういう変更をもうちょっと工夫すべきかなと思います。もちろんタクシ

ーを使って経費を下げてバス料金と同じ料金でいけるようにするというような案ですが、

さらに検討してみたいと思います。バスの担当課がありますので今日のご意向をまたしっ

かり踏まえて、検討を続けていきたいと思います。公共交通機関を実際に利用されている

ことが多いんですか。 

 

（地元意見） 

 月に３、４回です。 

 

（竹内市長） 

 そうですか。貴重な利用者の声だと思います。ありがとうございました。 

 

（企画推進部長） 

 移動マーケットの件は、いわゆる買い物困難地域の解消をということで、昨年、平成２

４年度から中山間地域の買い物支援事業という制度を鳥取市は設けています。生鮮品、あ

るいは日用品といったような生活物資を取り扱う移動販売車の事業、これは民間事業者に

やってもらうようなかたちを取っていますが、そういった民間事業者が行う移動販売事業

の誘致、支援を進めているところです。この勝部地区におきましても、現在ＪＡ鳥取いな

ば農協が事業実施に向けて準備を実は進めていまして、来年、平成２６年度からこの移動

販売車の本格運行がなんとか開始されるような見込みだということです。ちなみにこの１

２月の議会には、これに関わるような補正予算も計上するように予定していますので、こ

のＪＡ鳥取いなば農協さんが、こちらの地区において事業実施をなんとかしていただける

んじゃないかなということです。 

 

（都市整備部次長） 

 勝部川、八葉寺川それから今西川につきまして、これは県の管理河川になっていますの
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で、県とも一緒に現場を見せさていただい

て、見解をさせていただきたいと思います。 

勝部川につきましては、現時点で河川の

流水を著しく阻害するものではないと考え

ており、引き続き、また経過観察をさせて

いただきたいということです。八葉寺川と

黒谷川の合流点から上流につきましては、

立木が点在しているということがありまし

て、河川の流水を阻害する恐れがあり、平

成２６年度の伐採を検討したいということ

です。それから子守神社の下流付近につい

ては現時点で河川の流水を阻害するもので

はないということで、引き続き、ここにつ

きましても経過観察とさせていただきたい

ということです。それから今西川につきま

しては、現時点でこれも同じですが、流水

を阻害するものではないということで引き

続き経過観察をさせていただきたいという

ことです。鳥取県も市のほうも現場を見て

いますので、引き続き阻害する要因があり

ましたら、県のほうにでも要望していきた

いと思います。 

 

（地元意見） 

 河川の流水を阻害しないということですが、見ていると、崖に結構あるんですよね。流

水には直接影響しないかもしれませんが、崖を壊すんじゃないかなと思うような木も結構

あります。これは県のほうでしょうが、小さい内に切れば結構楽なんじゃないかなと思い

ますが、大きくならないと切らないというのも、ちょっと矛盾しているじゃないかなと。 

 

（都市整備部次長） 

 それぞれ河川も現場で写真を撮りながら

見ています。確かに崖からはみ出している

ようなところがありますが、現時点の今見

ている段階では、流水を阻害するような大

きさにはなっていないという判断です。 

 

（竹内市長） 

何とか実際に被害が起こったりしないよ

うにやっていくことが大事だと思います。

がけ崩れの急傾斜地崩壊防止事業、この大規模なものは、県の事業として市も負担金を出



 - 16 -

してやっていただいています。部分的に

は地元も多少の負担をされているケース

もあろうかと思いますが、県の事業のと

きは確かなかったように思います。そう

いったようなことで進めているものもあ

りますので、何もかもできていないとい

うんではなくて、やっぱり生命財産に直

接係わるようなものに県も市も力を入れ

ていく。川も木が生えているというのは

河川の管理者が見ると、この程度なら必

要な水は流れるわと思って手を出さない

わけですね。細いときから切ると何回も何回も切ることになり、毎年のようにそういう細

い木ができる。だから、ある程度大きくなって、これはこのままほっておけないなという

ときにバッサリ切るというようなことであると私は理解していますので、ちょっと説明を

補足しておきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 青谷が市に合併させてもらったときにこの会に市長さんが来られまして、勝部は西の端

でない、西の玄関だって言ってもらって、ほんとにその言葉が今でも嬉しく頭に残ってい

ます。今日の会も、非常にどことも一生懸命しておられると思います。地区のこのまちづ

くり、公民館も一生懸命ですが、勝部の事柄について一生懸命こうして今日良い話をして

いただきました。実施についてももちろんですが、これからもどうかよろしくお願いしま

す。余計な言葉かもしれませんが、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 ありがとうございます。 

 

（地元意見） 

 上廃寺の跡地、吉川の前の田んぼを購入してから、大方１０年近くなりますが、なんの

進歩もないし、中学校の周りは皆買占めしているというような話が町民からもあります。

皆が不思議がっているのは、何百年も前のあんなゴミ捨て場をほじくって、何があるんだ

ろうかということ。今現在生きている人間とこれから大きくなる子どもたちもいることだ

し、これからのほうが大事じゃないかと思います。何百年も前のあんなところをほじくっ

て何の価値があるかと思う。今月初めに町内では大きい会社が閉めるというような状況の

中を、あんな大きな土地に草を生やして毎年１回も２回も草を刈っている。ただじゃない

のに。町民は、何をするためにあれを今まで置いておくのか不思議がっている。誰も聞か

ないし、説明もない。ああいうことは税金の無駄遣いじゃないかと思うんだけど。これが

市や県、国の仕事かもしれないが、うちらはこれから生活する子どもや孫のことのほうが

大事じゃないかと思います。５００年も６００年も前のあんなところをほじくって何にな

るのか。郷土館や上寺地だと言ったって、１つも収入があるわけでもないし、何を考えて
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最終的にあれをどうする考えで今まで置いておくんかなと。 

 

（支所長） 

 市または県が買った上寺地のエリアについての活用のご質問ととらせていただいてもよ

ろしいでしょうか。 

 

（教育長） 

 これは人間の歴史の跡でして、それを大事にしていく。それからあと生まれてきた我々

が、先人の思いや祖先の気持ちをまた後世にしっかりと守っていく。弥生の時代ですから、

私たちの祖先といってもかなり離れてはいますが、やはり人間の宝物だと私は思っていま

す。そういう意味で、掘ればどこでも出てくるというものでもありませんし、ここだから、

この青谷の地だからああいう素晴らしい宝物が出てきたわけです。そこのところを１つご

理解いただいて、やっぱり皆で大事にしていかないといけないものじゃないかなと私は思

っています。 

 

（地元意見） 

 １０人中８人か９人ぐらいは何をするのかと思っている。ボランティアかなんか知らな

いが、草を生やして草を刈って、何千万円の無駄な高い金を使って、あそこの前の土地買

って、何年先にどういうようなことになっていたのか。 

 

（支所長） 

 私が知っている範囲ですが、上寺地の全体構想というのができています。将来的には今

の山陰道の北側の辺りが特に重点区域になりまして、あの辺を公有化、県が買い上げてい

ます。今、住宅が何軒か残っていますが、その辺を将来的には整備をしていきたいと。そ

の整備の方法については、全体計画の中でイメージ図ですけど、そういう計画も提案され

ています。大きなきっかけは平成１２年に頭蓋骨が出てきて、その中に弥生時代の脳みそ

が入っていたということで平成１３年に今の展示館が出来ました。それを契機として、あ

る程度の一定エリアを国史跡の指定を受けました。私たちの大事な先祖を知ることによっ

て、今後の日本と言いますか、世界の将来的なものに役立てていきたいということで大事

に保存なり、研究していくということで、全体構想の中で、粛々とやっているというのが

今のステップです。 

 

（地元意見） 

 それも何年も前から、そこに掘った中でという。 

 

（支所長） 

 １０年、２０年で整備が進む話ではありません。淀江の整備もそうですが、長いスパン

の中で、長い目で見守って一緒になってあそこの保存を青谷市民としてお願いをしたいと

思っていますので、よろしくお願いします。 
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（地元意見） 

何年も中が全然見えないので。あそこの住民はみんな立ち退きだと言って、町内ではあ

んまりいい話が流れない。 

  

（支所長） 

 今、公有化、財産を個人から今買い上げている段階ですので、用地をこれから整備をし

ていくというところですので。 

 

（地元意見） 

 あそこの買い上げにいくら使っているのか。１億や２億の話じゃない、これは。 

 

（支所長） 

 その辺の整備計画は、また地区公民館にもお知らせしたいと思います。その辺で見てい

ただいて夢を語っていただければよろしいと思います。 

 

（竹内市長） 

 今の人が大事というのは、私もそうだとは思っています。今の人が大事なるがゆえに歴

史も勉強して、ちゃんとした我々の文化を見直したり、これからも組立てていこうという

ようなことになるのだと思います。大昔１，７００年とか１，８００年前の弥生時代とい

うのは、はるか前なのでちょっと実感が湧きにくいとも思います。我々の現実の生活と調

和する範囲で、費用もそれなりにかかっていますが、だいたいこういう歴史というのは、

国がある程度主導権を持って、例えば用地買収も８割は国が買い上げの費用を持つという

ようなかたちで進んでいます。やはり国全体が必要な歴史をしっかりと明らかにしょうと

いう努力の表れです。どこにでも出るものじゃないと、地域の誇りとして何千年も前、青

谷の上寺地のあたりは人の営みがあって相当重要な拠点だったんだということにもなりま

す。それをむやみにあんなものは要らないものだと片付けたくないなあと私も思っていま

す。整備に時間がかかりすぎるということですが、それはまた古い歴史のことですので、

いちいち調べながらやっています。大きなお金を一挙にかけるという高速道路を造るよう

な話じゃないので、ゆっくりやってもらうかなというようなことで、ちょっと我慢してみ

ていただけたらと思います。とはいうものの、いつまでも全体像が分からないのはいけな

いので、上寺地の展示館の中に今の計画は展示できていたと思います。それから資料館も

今の展示館みたいなものだけじゃなくて、立派なものを建てようという計画が地元からの

ご要望もありますし、我々も必要だと思っていますので、ある程度調査や用地買収が進ん

だあとの立派な上寺地の遺跡に相応しいような、歴史資料館的なものを造るというような

ことも計画されています。 

もう１つ上寺地について覚えているのは、勝部の小学校の児童が、まだここに小学校が

あったときに、やっぱり上寺地の勉強をしていました。上寺地を自分たちのふるさとの素

晴らしい歴史だと、誇りを持って発表会などをしていました。今はもう中学校や高等学校

になっている子どもたちだと思いますが、そういうこともあります。この勝部の子どもた

ちも今も元気で活躍していると思いますが、そういえば上寺地のことを取上げていたなあ
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と思います。余談でしたが、そんな記憶も蘇ってまいりました。 

 

８ 市長あいさつ 

今日は限られた時間の中で、いろいろなお話、意見交換をさせていただきました。私が

嬉しいなと思ったのは、いろいろ率直にいろんな意見を言っていただいたことです。無線

の状況などは勝部の皆さんのところは支所からも離れているし、やはりご心配の向きも多

いのだと思います。高齢化も進んでいますし、皆さんのところを優先的にまず実態調査を

させていただいて対応を考えていきますということを申し上げましたので、このとおり実

行していきたいと思います。 

こうしてこの建物が公民館になったときに私も来て、皆さんにお目にかかったのを覚え

ていますし、本当にこうして２年ぶりですがこちらに来させてもらって、この建物がよく

利用されている、まちづくり協議会で行われている部会のいろんな活動のお話を聞いて私

も嬉しく感じました。 

どうぞこれから冬に向かっていきますので寒くなりますが、鳥取自動車道の新しい希望

とか夢とかいうものも出来てきました。無料の高速道路が１本出来れば、いろいろに便利

になります。この勝部の地域を訪ねてくる人も多くなると思います。不動滝というこちら

の資源の活用の仕方もまた改めてふるさと伝承館と併せてまた考えていっていただきたい

と思うし、市の施設ですから、我々も当然応援をさせていただいて地域の皆さんと共に活

用を考えていきたいと思います。 

あいさつが長くなりましたが、これで今日の地域づくり懇談会を終わらせていただきた

いと思います。今後とも市役所いろいろ総合支所と併せて皆さんにご活用いただきますよ

うお願い申し上げまして締めくくりとさせていただきます。長時間にわたりましてありが

とうございました。 


