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大茅地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１０月２５日（金） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 大茅地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  １６名 

市側出席者  ２３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、大田経済観光部長、久野新市域振興監、国森都市整備部次

長、植村林務水産課長、綱田都市環境課長、谷口道路課長、牧生活環境課長、

北村生涯学習課長、高橋秘書課長 

＜国府町総合支所＞加藤支所長（司会）、竹氏副支所長、加藤市民福祉課長、

谷岡産業建設課長、川口地域振興課主幹 

            ＜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、有本協働推進課主事 

 

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 

 大茅地区振興協議会は、殿ダムの話が出た３５、６年前に、諸先輩が「地区の課題は地

区のみんなが考えて取り組み、解決しよう」という強い思いと願いで発足させた組織です。

大茅地区振興協議会の基本方針は、「大茅地区の皆が地区の課題は自分のこととして取り組

み、大茅地区のよさを再発見し、やっぱり大茅に住んでよかったと言える大茅にしたい」

と思って頑張っているところです。 

 そういう中で、平成２２年８月に鳥取市観光コンベンション協会より川床料理について

取り組んでみないかというお話をいただき、平成２３年４月に川床料理試行準備会を立ち

上げました。同年６月４日に第１回の川床料理の試行会を開催し、議員さんや市の関係者

の方に多く参加していただきました。会場の設営や料理をして、１回目を終わりました。 

 その後、平成２３年度の地域づくり懇談会のすぐ後ぐらいに第２回の試行会を開催しま

した。このときは、市長さんは都合が悪いということで副市長さんにおいでいただき、報

道関係者、新聞等にもご案内し、専門家に見ていただいた料理をつくって試行会をしまし

た。平成２３年度中には検討会、反省会をしようでということでしたが、その年はものす

ごく豪雪で、平成２４年３月に試行会の検証と本格的な取り組みについて検討会を開催し

ました。雨滝に行かれた方は分かると思いますが、この場所が雨滝のトイレを挟んだ道路

の向こう側の辺で、場所は大変足元が悪い。本格的な実施については、設営、材料の搬入

にとても時間や手間がかかるということで、検討会のときに参加してくれるかということ

で話をしたのですが、残念ながら希望がなくて断念したところです。個人的には諦め切れ

ないところがありまして、広島県や山口県のほうに山賊おにぎり、山賊弁当というのがあ
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るということを聞きまして、これが８００円から６００円程度で、こういうものでも提供

して、雨滝のあずまやの辺からでも食べられるようなことができないのかということで買

い出しに出かけました。買ってきたものを切って婦人会に見てもらい、中に何が入ってい

るかというところまでしたのですが、なかなか先行きしていません。この地域には、万葉

米もありますし、そういうものを使って弁当的なものでもできないかという気持ちは捨て

切れずにいます。 

 去年の５月の連休前のころから、５時ごろになると行き先の分からないダンプが５台、

６台、連続してこの大茅地区公民館前を上がって、夜９時ごろまで出て上がって、出て上

がってという状態です。地区住民からも菅野の産廃のこともあり、何をしているのかとい

うことで、実は夜８時頃になってからダンプを追跡しました。どこに上がっているのかも

確認し、積み込みしているところまで追いかけて、どこから積んでいるということも確認

しました。雨滝に変なものを持って上がっているということで、支所の産業建設課長に、

気がついているだろうが変なのが上がっているということで話をしました。業者のほうが

どうも気がついたらしく、私の身元調査まで始めたという経過もありまして、雨滝の自治

会長さんと、２人で対応せずに行政を巻き込んで一緒に対応しようということになりまし

た。支所、東部総合事務所の生活環境局、市の環境下水道部の生活環境課等とも連絡をと

りながら、投棄場所のすぐ下の水を採取して環境下水道部で水質を調べていただいていま

して、現在のところ水質的には基準をクリアしているというところです。ただ残念なのは、

県の生活環境局に、ダンプが採石状の不明なものを雨滝地内に持って上がっているが、あ

れは大丈夫なものかという話に行ったところ、不安なら自分たちで採石をとってきて検査

をしろという返答がありました。ちょっと頭にきて県会議員さんにも話をして、県のほう

で採石物の検査等もさせました。 

そういう経過がありまして、館長や振興協議会の役員のみんなと、そうは言いながらま

ちづくり計画で何とか大茅のまちづくりをしなければならないのだが、何かいい方策がな

いかということで県内の先例地を検討したところ、南部町のホタルの里が候補に挙がりま

した。以前、副会長が栃本廃寺の整備のとき委員になっていて、栃本廃寺前の大石川で、

たくさんのホタルが乱舞する様子を自分１人見るのはもったいなくて写真に撮ってパソコ

ンの画面に入れてみんなに見てもらうようにしていたという話も思い出し、栃本廃寺の活

用も兼ねてホタルを何とか出していこうではないかということで、上淀廃寺、むきばんだ

史跡公園の視察も兼ねてことしの３月、３０名の参加をいただいて見に行きました。 

 ダム本体が完成したら観光に一役買ってもらえるという思いでいたところが、新聞、テ

レビ等で報道があったように、ダム上流のプレイランド跡地から不法投棄や産業廃棄物の

影響を受けた排水等で、将来多くの市民の方が飲まれるであろう殿ダムの水を汚されたく

ないという思いと、雨滝へ多くの観光客が来られる中、地区住民が参加する河川や自然の

環境整備は振興協議会のまちづくり計画の基本である自然のよさや観光地を生かしたまち

づくりに最適ではないかと考えて、ことしの取り組みとしてホタル、カジカ、雨滝、栃本

廃寺跡をキーワードに、ホタルの里づくりを挙げています。 

 鳥取市樗谿ホタルの会の事務局長に６月１４日に来ていただき、役員や自治会長がホタ

ルの発生やメカニズムの説明を聞き、候補地に同行を願って現地に行っていただき意見を

聞きました。候補地としては、栃本廃寺の前の辺がいいのですが、農道でちょっと足場が
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悪いし、小さいライトを持っていないと見えないということがあります。６月１０日から

７月１０日近くまで、私が毎日夜８時半ごろから１時間ほど、なかなか数えにくいですが、

この４カ所で四苦八苦しながらホタルを数えてきました。やっぱり栃本廃寺跡と楠城あた

りが最適かなと思っていますが、今後の取り組みについては、「樗谿ホタルの会」や「とっ

とり希望化計画２１」の指導を受けることにしています。ただ、ホタルの見物は期間が１

カ月程度、しかも発生時間を見ると大体８時半から９時半ごろまでがピークです。１カ月

程度で夜でもあるし、またホタルの里づくりを大茅の活性化にどう生かしていくか、思案

をこれから重ねていかなければいけないと思っています。 

 金田川は川幅が狭いが、大石川は川幅も広く、川の中の掃除もいろいろ大変ですが、よ

そのほうでもやっておられます。例の山陰海岸ジオパークエリアでホタルを観光に生かし

ているということで豊岡市の日高町がパンフレットをつくっておられます。裏に地図があ

って、ホタルの発生のところが９カ所あるということで、ここも視察に行き、我々の取り

組みの参考にしたいと。取り組んでみたが、あれもいけない、これもいけないでは、それ

こそ格好がつかないし、役員だけが一生懸命取り組んでおっても前へ行かないのは分かっ

ているのですが、ことし９月末の世帯調査の数が、大茅１１３世帯、２３４名、６５歳以

上が１１８名、５０．４％、そのうち敬老会の対象者が９７名います。全人口の４１．５％

が７５歳以上という地域であり、自治会長さんが旧市街地近くに住んでおられて、役目柄

ここに上がってきて自治会長の役をこなしておられるという現状ではやむを得ないかと思

いますが、そう言っていたら大茅は埋もれてしまうし、その歯がゆさの思いで日々過ごし

ています。行政のほうで何かいい知恵があったら教えてもらいたいと思っています。前回

の川床料理に懲りずに、ひとついい知恵があったらお願いしたいと。 

 本当はこの席で言うのは不適当かと思うのですが、殿ダムに中央広場というところがあ

ります。実はあそこに国交省が５０，０００㎥の残土を持ってきてならしました。途中そ

のダンプが交通事故を起こし、死亡事故の発生もありました。市に確認したところ、国府

支所はもちろん知りませんし、殿ダムらしいがどこかの残土らしいという程度しか把握し

ていません。本庁のほうに言いましたが、「のようだ」という話なので、国交省の鳥取工事

事務所へ所長か副所長に面会させてほしいということで話しに行きました。工務課長の対

応でした。殿ダム周辺の水源地域ビジョン連絡会議という会議のメンバーに、委員として

出ていまして、国交省の副所長もメンバーですし、市の都市整備部長さんもメンバーとい

うことで、課長も来ていただろうと思いますが、看板の１枚も上げずに５０，０００㎥の

残土を運ぶという行政のスタイルにちょっと納得がいかないもので、市もいけないし県も

いけないし、もちろん国交省はいけないし、何をしているのかという申し入れをしました。

１カ月たってもダンプ出入り口の看板一つ上げないので、会議のときに、言っても聞かな

いようなメンバー相手の会議には私は出ないということで話しをしました。雨滝の奥の残

土の問題、プレイランドのことで地元は一生懸命努力しているのに、訳の分からない５０，

０００㎥を５カ月で運ぶと言いましたから、計算すると１カ月に１０，０００㎥を２５日

で運ぶという結構なボリュームを運ぶということで、地元の住民からも、会長行ってこい

と発破ばっかり掛けられてという個人的な思いもありました。地域審議会でもダンプが多

い、危ないではないかという意見が出ていたので、本庁に遠慮せずに支所長の名前で殿ダ

ム工事事務所や鳥取工事事務所に申し入れしてきたらどうかということまで言ったのです
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が、言ってものれんに腕押しみたいなところがありまして、言わなければよかったと後か

ら思いましたが、整備部長にも結構きつく言いました。 

 そういう経過がありまして、人口は少ないが人通りは結構ある地域にダンプ等がどんど

ん入って、訳の分からない残土を持ってこられるのは、残念という思いで頑張っています。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 雨滝駐車場整備と雨滝の周辺整備について 

＜地域課題＞ 

■雨滝駐車場の整備 

現在の雨滝第一駐車場は真砂土で整備されているが、大雨による土砂流出により凸凹状態

となっている。また、市道雨滝１号線との境部分に段差があり、観光客の車両の出入りに

若干の支障をきたしている状況であるため、段差の解消と併せ駐車場の全面舗装化をお願

いしたい。 

■雨滝周辺整備 

・今夏の大雨による雨滝の前の通路崩壊箇所の早期改修をお願いしたい。 

・土砂崩れにより昨年から通行止めになっている中国自然遊歩道（県管理分）の早期改修

と大雨で流出した橋の復旧をお願いしたい。 

・素晴らしい滝である「樋滝(とよだき)」などの観光ができるように、遊歩道（市管理分）

の延長・整備をお願いしたい。 

・雨滝駐車場から「筥滝(はこだき)」が望め

るように樹木伐採をお願いしたい。 

■以前から進めていただいていると思います

が、雨滝集落から滝までの道路拡張も早期に

完成することを期待しています。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【経済観光部】 

 雨滝は、山陰海岸ジオパークの重要スポッ

トで、日本の滝百選にも選定されている本市

の重要な観光地の一つであり、今後も環境整

備を進めていきたいと考えております。 

 平成２３年度には、下記のとおり環境整備

を実施しております。 

１ トイレ改修（便器・照明取替え、ベビー

チェアー設置、天井・壁塗替え、配管整備） 

２ 筥滝(はこだき)遊歩道修繕 

３ 雨滝防護柵（第１駐車場部分）修繕 

４ 東屋修繕と山陰海岸ジオパークのパネル

展示 
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 また、平成２１年度から地元、観光コン

ベンション協会、市で雨滝川床料理の事業

化協議を行ない、平成２３年に２回料理提

供の試行を行なっていただいたところです。 

■雨滝駐車場の整備 

 大雨による凸凹状態については平成２５

年度中に真砂土により補修を行ないます。 

 駐車場の段差解消と全面舗装化につきま

しては、道路整備事業とあわせて検討して

まいります。 

■雨滝周辺整備 

・中国自然歩道①②③について 

 県が管理する中国自然歩道であり、平成

２６年度事業で復旧工事を行うよう県で予

算要求中です。 

・樋滝(とよだき)遊歩道（市管理分）延長・

整備④について 

 樋滝(とよだき)は氷ノ山後山那岐山国定

公園区域の第１種特別地域内にあり、用地

は雨滝集落が所有する保安林です。遊歩道

の設置については自然公園法並びに森林法

等の許可手続きが必要となります。諸条件

が整えば設置について検討したいと考えま

す。 

・筥滝(はこだき)樹木伐採⑤について 

 筥滝(はこだき)は氷ノ山後山那岐山国定

公園区域の第１種・第２種特別地域内にあ

り、用地は雨滝集落が所有する保安林です。 

 県に確認したところ、景観確保のために

市が事業主体となり樹木伐採を行うことは

困難ですが、保安林所有者が森林管理上の

必要に応じて樹木を択伐（一部伐採）する

場合は、可能性があるとのことですので、地元、県と協議して進めたいと考えます。 

 

【都市整備部】 

雨滝集落から滝までの道路拡張については、平成２２年度調査設計を行い、幅員４．０

ｍ全幅５．０ｍの市道へ、オーバレイ、路肩修繕などを行いＬ＝８６０ｍ整備しました。

また平成２３年度にはＬ＝７０ｍ区間拡幅改良を行っております。 

平成２４、平成２５年度、観光客の利便性向上と効果の早期発生を図るため、雨滝駐車

場を整備し、その後下流に向かい必要な個所の拡幅改良を行う予定としていましたが、道
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路確保や有利な財源の活用等の問題のため工事着手が難しくなりました。 

しかしながら、地元も道路拡張を期待されていることから、整備方法、整備位置等も含

め、再度調整を図り、早期に拡幅できる手法を検討し、平成２６年度以降事業を進めたい

と思います。 

 

（経済観光部長） 

 雨滝は鳥取市としても山陰海岸のジオパーク、日本の滝百選等の指定と、観光地として

重要な位置づけで考えています。平成２３年度はトイレ改修なり筥滝の遊歩道修繕、雨滝

防護柵の修繕、東屋修繕や山陰海岸ジオパークのパネル展示という環境整備を行っていま

すし、川床料理も連携させていただきましたので、また新たな展開で川床料理、またホタ

ルの里づくりということがあれば連携して取り組んでいきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 まず、第一駐車場について、１点目の大雨による凸凹状態については、早急に修繕した

いと考えていまして、平成２５年度中とありますが、できるだけ早目に真砂土で補修を行

いたいと考えています。 

 段差解消と全面舗装化については、道路整備事業とあわせて検討させていただきたいと

考えています。 

 ２点目の雨滝の周辺整備について、中国自然歩道の３点とも県が管理していまして、県

にずっと要望してきています。その中で県に確認したところ、来年度、平成２６年度事業

で復旧工事を行うよう、県のほうで予算化を要求中です。 

 続きまして、樋滝の遊歩道の延長、整備ということですが、この樋滝は氷ノ山の後山那

岐山国定公園区域の第１種特別地域にありまして、用地自体は雨滝集落が所有する保安林

ということです。遊歩道の設置については自然公園法なり森林法という許可の手続が必要

になります。どういう形でやるのか地元の方と相談して、実際の法的なことを関係機関と

協議したいと思いますので、また協議させていただきたいと考えています。 

 もう１点、筥滝の樹木伐採ですが、ここも用地は雨滝集落さんが所有する保安林という

ことで、県に確認したところ景観を保全するために市が伐採することはだめだと言われて

います。ただ、保安林の所有者さんが森

林の管理上必要で樹木を一部伐採する場

合は認める場合があるし可能性があると

いうことですので、これも地元の方と協

議させてもらって、どれぐらい切ったら

いいのか、反対にはそれを県が認めてい

ただけるかどうか、そこら辺は一緒にな

って協議して進めてもらいたいと考えて

います。 

 

（道路課長） 

 雨滝１号線については、雨滝の集落から雨滝の間について、平成２２年度に地元の方の

要望を確認して、幅員を５ｍにするということで整備計画を立てさせていただいています。
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その中で、５カ所について５ｍへの拡幅

改良を行っていこうという計画を立てさ

せていただいているところです。それに

あわせて平成２２年には現道の範囲の中

で整備ができる約８６０ｍについて、ガ

ードレールの整備や路肩の修繕、あるい

は区画線の整理等を行いまして整備を行

っているところです。あわせて平成２３

年度には、とうふ工房の下流のところの

７０ｍについて、川側を広げて拡幅改良

をさせていただいています。ただ、こと

しの８月の豪雨によりまして、現在、舗

装が災害被害を受けていまして、皆様に

はご迷惑をおかけしているところです。 

 次に、平成２３年度まで事業は行って

きたのですが、平成２４年度以降につい

ては道路課の考え方としまして、まず観

光客の方の利便性とか、あるいは事業効

果の発生を促進したいということで、ま

ず、ここの駐車場のところの整備とあわ

せて道路の整備を行って、それから下流

のほうの整備を行っていきたいと考えて

いました。バスが来ても回ってＵターン

して帰っていけるということも構想とし

ては持っていて、駐車場の整備計画とあ

わせて整備をしようと考えていたのです

が、道路の用地の関係とか、有利な財源

の確保ということで実施ができていない

状況で、申しわけなく思っています。 

 残り４カ所の拡幅改良が残っています

が、これについてはことしも地域づくり

の課題ということで、早期完成を期待さ

れているということですので、平成２６年以降に具体的な進捗が分かる形で事業箇所の調

整や事業内容の調整を行いながら、改めて事業の箇所等も考えながら年次的に事業を行っ

ていきたいと考えています。 

 

（地区会長） 

 雨滝の駐車場の整備の関係で、平成２５年度中には真砂土により補修を行いますと書い

てありますが、一方では舗装工事はまた考えますと書いてあるようです。真砂土をするの

だったらまたもったいない話ですので、舗装工事と絡めてしてもらったらうれしいかなと
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思います。 

 

（経済観光部長） 

 ここで書かせていただいたのは、確かに非常にいい状態ではない状態が続いていますの

で、費用的には真砂を敷くのは経費的にもできますので、一旦はそれでしておいて、道路

との工事の中でそこの段差解消をしたほうがいいだろうなということで説明させてもらい

ました。 

 

（地元意見） 

 真砂ではだめです。勾配があるので、きょうみたいな大雨が降ったら１回で流れ出ます。

そんな余分な経費をするなら、機械だけ持ってきてぱっぱとならして踏んでおけばいい話

です。真砂土の修繕というのなら経費はお金の無駄。採石ならまだ流れ出ないが、あそこ

は真砂土はだめです。もしくは乳剤舗装をかけられるか、油をまいて、砂をまいてちょっ

と仮押さえするなりの考えをされないと、真砂土というのは安易です。 

 

（経済観光部長） 

 分かりました。それも含めて、整備の仕方は検討させてもらいます。関係課と調整しま

す。 

 

（地区会長） 

 伐採の件は、この文章を見る限りはちょっと不透明です。森林管理上の必要に応じて樹

木を伐採することは可能であると。しかし県に確認したところ、市が事業主体となって樹

木伐採を行うことは困難ですと。この辺がよく分からんところで、地元は何ぼでも切って

も結構ですという方向でお願いしたつもりです。何とかならないかなということで、筥滝

を見えるようにしてほしいというのはそういう意味です。 

 

（経済観光部長） 

 地元のほうが木のほうをどんどん切っても大丈夫ということですが、実際どの程度切れ

るのか、保安林ですので要するに県の関係課に認めてもらえなかったら市としてできませ

んので、現地で確認させてもらいながら協議させていただきたいということで説明させて

いただいたところです。 

 

２ 不法投棄を疑われる車両通行の取り締まりと、監視体制の確立について 

＜地域課題＞ 

菅野プレイランド跡地の産業廃棄物問題、雨滝河合谷林道入口付近での廃棄物問題など、

一昨年前からの県・市による取り締まりや水質検査実施などの対応に感謝をしている。 

しかしその後においても、不法投棄を疑われるような不審なトラックが時々通行している

現状がある。殿ダムの上流であり、雨滝観光地、河合谷高原もあり、十王峠の開通が期待

されている大茅地区において、今後一切不法投棄問題に巻き込まれることのないように、

不審車両等の監視体制の確立をお願いしたい。 
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＜担当部局の所見等＞ 

【環境下水道部】 

不法投棄の現地調査については、県と

市が共同で行っており、地元からの通報

によるものの他、時期を定めて職員の巡

回による調査を行っています。また、本

市においては不法投棄監視員の皆様にも

監視をしていただいています。 

当地域においては、今年の８月に県が

プレイランド跡地、１０月に県と市が河

合谷林道入口付近の立入調査を実施しま

したが、不法投棄は確認できませんでし

た。 

今後も県及び市は、監視活動を継続し

ていきますのでご理解ください。不審な

車両を見かけた場合には、県又は市にご

連絡いただきますようお願いします。 

 

（生活環境課長） 

 まず、不法投棄の調査について、どう

いう考え方でやっているかというのを説

明させていただきます。不法投棄の現地

の調査については、県と市が共同で行っ

ています。地元からの通報により調査を

したり、時期を定めて職員が過去不法投

棄があった場所とかおそれがあるような

場所を巡回し、調査をしている状況です。

また、本市におきましては、不法投棄監

視員の皆様にも監視をしていただいてい

るというのが現状です。当地域におきま

しては、直近ではことしの８月２３日に

プレイランドの跡地については県が立入調査を行っています。 

 次に、１０月７日に県と市が河合谷林道入り口付近の立入調査を行っています。行った

のですが、２カ所とも不法投棄は確認できなかった状況です。また、先ほど会長さんのほ

うからも昨年等のお話もありまして、県と市のほうでその２カ所の水質調査も行っていま

して、問題がないという状況です。県にも確認をしましたが、やはり不審車両等の取り締

まり、それから監視体制の確立については、新たな不法投棄が発生していない現状ではち

ょっと難しいということです。ただ、今までも監視活動を強めてやっていますし、今後も
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県及び市は監視活動を継続して行いますのでご理解いただきたいと思います。また、不審

な車両を見かけた場合には県及び市にご連絡をいただきましたら、それについてまた調査

をやりますので、その点ご了解いただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 我々としてはあれで不法投棄でないと言われたら何が不法投棄になるのかという気がす

るのですが、いかがなものでしょう。現地に上がって見られたことはありますか。 

 

（生活環境課長） 

 プレイランドの跡地の塀で囲われている状況は見ています。それから、河合谷高原のほ

うについては職員が上がって見ているという状況です。申し訳ありません。ですので、以

前からの経過は私も頭には入れていまして、昨年４月から多大なご苦労をお掛けし、それ

以降は行政のほうも一緒になって活動しているという状況です。ことしの８月なり１０月

に出向いて現地調査した中で、その段階では新たな不法投棄というものは発見していませ

んということをお伝えした次第です。 

 

（地元意見） 

 プレイランドのところと同じ状況になっています。去年、市の職員と支所も一緒に上が

りました。入り口にチェーンがしてあり、個人の土地ということで恐る恐る入ったのです

が、廃タイヤや家屋の取り壊されたものやいろんなものが入っています。あれで残土や不

法投棄でないと言われたらどうするのか。重機のオペが上がっていましたから、下のほう

に押し込んできれいなものをかぶせてあるのかも分かりませんが、「この水は殿ダムに出る

水ですよ」と市のほうに水質検査をお願いしたところです。初めに言ったようなことが心

配でお願いしたので、見に上がって、あれは不法投棄ではないと言われると地元の人間と

しては悲しいところがあります。 

 

（生活環境課長） 

 過去の河合谷の広場の件については、以前のことではなしに今回確認をさせていただい

たところ、土地の形状変更もなかったし、そういう形でまた新たに持ち込んできたという

事例はなかったということをお話ししたつもりです。以前の、残土を持ってきているとか

そういったものがそうでないということではありませんので。 

 

（地元意見） 

 現状変更を出されているのです。 

 

（地区会長） 

 回答の中に不審な車両を見かけた場合には県または市に連絡しろとのことですが、どこ

の課の何番にしたらいいでしょう。 

 

（生活環境課長） 
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 市、国府町の支所のほうにご連絡をいただければ。ですから、今までどおりの連絡で構

いません。それから関係部署に回ってくる形ですので、よろしくお願いいたします。 

 

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） 

 まず自然災害の発生時における対応についてお聞きしたいのですが、市が土曜日、日曜

日、休みの場合、地震とか水害の自然災害があった場合、すぐに対応できる状態はとって

おられるのでしょうか。招集時における配備体制はとっておられるのでしょうか。 

 

（総務部長） 

 きょう、警報も出ていまして、危機管理の関係はまだ本庁に配置していてこちらのほう

に来られませんので、私のほうから答えさせていただきます。いついかなるときに災害と

いうのは起こるか分かりません。こういった台風のように前もって分かるようなときは、

当然配備体制もとっていまして、それぞれ関係部署が夜中じゅう、きょうもそれぞれの部

署で２人、３人がずっと徹夜で番つきしてやっています。まだ警報も解除されていません

のでその体制でずっとやっています。こういった自然災害といいますのは、台風のときな

どですと、前もっての配備体制もできますが、地震とかそういった突発性の場合には、起

こった段階で休みとか夜中とか全然関係ありませんので、職員の配置体制もすぐとるよう

なことは想定しています。それなりのマニュアルもつくっていますので、ご安心いただき

たいと思います。支所でもそれなりの体制をすぐとるようにしていますし、本庁とも連携

して、２４時間いつどんなときに災害が起こるかわかりませんが、すぐ対応できるように

準備をしていますので、ご安心をいただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 土日など役所が通常休んでいるときはどうなっているかということですが、これは代表

番号等にかけていただくと休日も守衛さんなどがおられて、必要なときは必要な人に連絡

をとるという仕組みがあります。災害が実際に起こっているようなとき、きょうみたいに

警報が出ているようなときでは担当者がちゃんと役所の中にいて、対応ができるようにな

っています。危機管理とか災害対策と言っていますが、そういう仕組みで連絡がとれるよ

うにしています。直接来ていただいても分かりますが、電話で通じるようになっています。 

 こういう災害対策については地域防災計画というのを市がつくっています。例えば避難

をしなければいけないときには避難勧告を出したり避難指示を出したりして、あらかじめ

そういう必要が起こるという前ぶれの注意を促します。そういうことをして避難所も開設

して、受け入れられるようにします。大体、マニュアルといいますか、仕事の手順を文書

にして決めています。 

 

（地元意見） 

 こういった計画というのは、災害が起こった場合、専門職とかおられて、市または県、

国等で答申して諮問して国から送ってくるわけですか。 
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（総務部長） 

 言えばそういう形になりますね。いずれにしても何か起こることを想定して、国なり県

なり、市も当然そうなのですが、そういったことで防災計画とかいろんなものを立ててい

ます。国も県も市もそれぞれが連携してそういった計画をやっていますので、ご安心いた

だければと思います。 

 

（地元意見） 

 この地区にある施設についてですが、旧大茅小学校の施設を、通称おおかや交流館とい

うことで改修していただきました。その施設はいろいろ補助金等もたくさんいただきまし

て、立派なものができたと思っています。改修されてから５、６年経ちますが、この施設

を管理するということで大茅地区振興協議会が今まで管理をし、運営もさせていただきま

した。管理するに当たっては、地元にあるものですから、大事に使わなければいけないと

いうことで、日々出入りをして掃除をしたり草刈りもやってきているところですが、この

春から市のほうから、この施設については、当然市の施設ですから、市が管理をするとい

うことで、一切まちづくりとは手を放すような形のご説明を受けています。そうした中で、

地元にある施設を市が管理するのはいいのですが、地元のために使う施設であるので、こ

れらをスムーズに運営、運用するのは地元に任せたほうがいいのではないかなと考えてい

たのですが、どうもその辺が我々の考えと違うので、これから先、この施設を上手に管理

していかれるのかなと思って、お尋ねをしたいと思います。 

 

（教育長） 

 大茅の小学校は、今、大変きれいに内装されて有効活用していただいていると思ってい

ます。昔、子どもが勉強していたころ、私は何回か来させてもらいました。大茅の小学校

は、勉強の様子もですし、それから１階も２階もいろいろ歩かせてもらいましたが、ちょ

っと中身が変わってきたなと思っているところです。 

 これまでも市のほうが皆さん方に正式にその施設の管理を委託していたというわけでは

ありません。ただ、地元で使っていただくに当たりまして、掃除をしてもらったりとか除

草をしてもらったりとかという維持管理はお世話になってきています。ただ、この施設と

いうのは、あくまでも市が持っている建物ですので、管理者はもちろん市です。そのこと

はことしの春、５月２４日に担当課と役員の皆さんで協議や確認をしています。今もこの

施設の総合的な維持管理の部分は市のほうが行いますが、施設の使用は大茅地区の方がほ

とんどですので、引き続き地元で清掃等の協力をお願いしますし、要はこれまでどおり使

っていただいて結構ですということなのです。 

 ただ、電気や水道代や消耗品費、それから修繕費ですね、あわせて消防設備、浄化槽の

保守点検委託費、こういう維持管理費は市のほうでこれまでどおり負担しますということ

ですので、しっかりと活用をしていただきたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 言われる意味は分かっているのです。しかし、大茅地区振興協議会ということでダムの

周辺整備に絡んで何千万円の補助金をいただいて、市長さんにも本当は完成式をしようか
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という話をしたぐらいです。そのときはそういう話が出なかったのに、この春になってか

ら急に市のほうがもうりをするというお話が出たので、何でかなという気がしているとこ

ろです。子どものおもちゃを取り上げられたというふうにはとっていないのですが、直す

のは我々に直させておいて、いいところになったら市がもうりしてやるからと。ありがた

い話だなとは思っているのですが、ちょっとその辺がね。 

 

（教育長） 

 そういうことを言ったつもりはないのです。必要なものについては、これは市のもので

すから、市で管理をしますし、必要なものについても当然経費を出しますと言っているわ

けです。使っていただくのは皆さん方でしっかり使ってください。ただ、これまで掃除も

してもらっていました。それから草も抜いてもらっていました。こういうところはこれま

でと同じようにお願いしますよという、そこだけ言っているわけですのでね。 

 

（地元意見） 

 それは違います。やっぱり任せるというところもないと、市が管理すると言っているの

に頼まれなければ、自主的に草取りに出るということはありません。 

 

（教育長） 

 たしか５月に、そのあたりはいろいろとお話をさせてもらって、確認をさせてもらって

いて私、文書も持ってきていますが。 

 

（地元意見） 

 市長のほうから補助金をもらって直した時点で、我々としてはそういう話はついている

と思っているのです。行政財産と学校財産とかそんな話は我々は知らないと、あとは市長

部局と教育委員会で話をしてくださいと。私らは古い壊れそうな建物を、出るところは同

じ市長から出たお金で直して、ではもうりしていかなければいけないなと思ったら、急に

ことしになってから、ああ言っていたが、使えば電気代が要るし水道代が要るしという話

が出てきたので、何でかなと、釈然としないなというので、今さらそんなことを言うなと、

補助金が出ているうちにそう言ってくれればよかったのにという気がしないでもありませ

ん。 

 

（教育長） 

 電気代とか水道代とかいう維持管理費は今までどおり市のほうで負担します。ですから

心配はされなくてもいいということを言ったのです。 

 

（地元意見） 

 今までどおり利用して、もうりをしなさいよと。傷んだときには市が直してやるという

発言だととらせていただかないと。 

 

（教育長） 
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 私はそのことを言っているのです。 

 

（地元意見） 

 分かりました。前回直すときに直せばよかったのですが目が行き届いていなくて、一部

ことしになってから外壁が傷んでいるということに気がついたところがありました。この

間見てもらっていますので、放っておかないように返事をしてもらいたいということです。 

 

（教育長） 

 そのあたりも一生懸命検討していますので、ご安心いただいて有効活用をお願いします。 

 

（竹内市長） 

 今の話は私もちょっと分かりにくいなと思いながら聞いていました。支所のほうでは分

かっているのでしょう、今何か問題があるの。 

 

（支所長） 

 問題はないと思います。 

 

（地元意見） 

 ことしになってから急にそういう話が出まして。 

 

（副支所長） 

 急にことしの春になってからという話は、改めて確認をさせていただいたという捉え方

で思っていただけませんでしょうか。急に方針が変わったというのではなくて、本当は今

までしてきていないといけなかったことを改めて確認をさせていただいたということです

ので、その詳細については先ほど教育長が申し上げたようなことだというふうにご理解を

いただけたら助かります。 

 

（竹内市長） 

 困らないようにこれまでと同じような形でできるということを言っていると理解してい

ただけますか。 

 

（地元意見） 

 せっかく掃除機を買って、草刈り機を買って、我々がしていこうかと思ったのに、うち

がしますと言われると、ではお願いしますよという気持ちになったもので。 

 

（竹内市長） 

 これまでも同じようですが、使われた方が掃除をして、また次も気持ちよく使えるよう

にするという格好でうまく利用していただきたいと思います。市のほうが急に乗り出して

きたということではなくて、基本的に先ほど言われたように地元の方が使いやすいように

して、費用等については市費で負担しますからという話でやっていただきたいですね。 
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（地元意見） 

 鍵は返したのか。 

 

（地元意見） 

 備品等、パソコンを買って置いているものですから、鍵を全部出して支所が持っている

ようなことでは我々が入って使うわけにもいかないので、そこまでは返さないよと。だか

ら、入り口と管理室の鍵は私が持っているよということで、持っております。 

 

（教育長） 

 持っておられますね。了解です。 

 

（地元意見） 

 分かりました。来年からはまた草を刈ります。 

 

（地区会長） 

私は「瀧の傘」に関係していて一生懸命

やっているのですが、あそこにいますと、

兵庫県側から来る方がカーナビを使った場

合は必ず十王峠を通ってくるのです。それ

で、皆さんが来るたびにびっくりした、何

という道だ、怖かったという話ばっかりで

す。僕はカーナビを持っていないので分か

りませんが、カーナビで来た場合には国道、

県道を経由して、新井のほうから十王峠を

来るみたいです。２０数年前の国府町時代

から国府町側はきれいにしてありますが、

岩美町側は今進行中です。きょうの発言で

すぐすぐは無理でしょうが、早期にそれを

するように市のほうからも力を入れてほし

いという気持ちです。国府町は国道も鉄道

もない地です。今後の国府町のいろんな意

味で唯一発展につながる道だと思っていま

すので、よろしくお願いします。 

 

（都市整備部次長） 

 十王峠は、鳥取国府岩美線の関係で、管理は鳥取県のほうです。この県道についてはバ

イパス整備として延長は全線で３．８ｋｍを、１期工事、２期工事に分けて計画し、事業

も進めているところです。岩美側から入るのを１期工事と言っていますが、これが１．７

ｋｍ、それから国府町側から岩美側に向かう道が２期工事になりますが、これが２．１ｋ
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ｍです。現在、岩美側から向かいます１期工事は、進捗が大方９０％ぐらい進んでいて、

工期は平成２６年までということです。国府町側から向かうバイパスで２期工事の部分は

２．１ｋｍありますが、こちらのほうがまだちょっと進んでいませんで、これは３０年度

までの予定です。そういうことで、県のほうに現在の進捗と計画を聞いていますので、引

き続きこの進捗が図られますように、県のほうにも要望を進めていきたいと思っていると

ころです。 

 

（地元意見） 

 国府町側は何％。 

 

（都市整備部次長） 

 国府町側が４％。１期は９０％程度進

んでいるということですし、国府町側か

らの２期は延長が２．１ｋｍということ

です。こちらがちょっと進んでいません

が、４％という進捗で、ほとんど進んで

ないということです。 

 

（地区会長） 

 この地区は非常に雪が多い。去年、おととしは非常にきれいにかいてもらってうれしく

思っていますが、その前まではなかなかかいてもらえずに狭い道で地区住民が苦労してい

ます。去年は雪が少なかったのでよかったでしょうが、ことしも市の力をお借りして、雨

滝、大石、特にここよりも奥の地区の方々が早目に通行できるように、１本ではなしに車

がすれ違う程度の道は、できる範囲でしょうが、力いっぱい生活道は確保してほしいなと

いうのが要望ですので、またことしもよろしくお願いします。 

 

（都市整備部次長） 

 除雪について、特に栃本から雨滝、あるいは栃本から大石という区間は片側の１車線で

両方を合わせますと上下で２車線整備をされている県道です。除雪についてはロータリー

除雪車を使って除雪をし、稼働を増やして、除雪幅も増やしていくということに努めてい

るところです。豪雪のときにはどうしても対応が遅れる場合がありますので、ご了解いた

だきたいと思います。 

除雪についても、市としても県のほうに要望を伝え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。 

 

（竹内市長） 

 除雪というのは本当に重要で生命線だと思います。除雪については、シーズンになる前

に県と市も打ち合わせ会議を持ちます。ことしも大きな雪が降るのか降らないのか私もよ

く分かりませんが、急に寒くなっているし、たくさん降ろうが降らまいが除雪はしっかり

することが大事だと思いますので、県と市の除雪の協議会の場でも、またしっかり話し合
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いたいと思います。 

 

（地元意見） 

 ここの公民館を耐震補強で改修するということで、地区の自治会長さんや女性代表も交

えて、設計事務所等とも基本的な部分の話をしました。湯沸かし室がこの建物の階段の下

で畳１畳ほどしかないのです。女性が２人でも入ったらもうお尻が壁につかえて入れない

という状況です。前の県道を挟んで向こう側の大茅の里まで料理しに行かなくても、何と

か４畳半か６畳ぐらいの炊事場的な、ここでちょこちょこっと御飯とお汁ぐらいできるよ

うな場所がつくってもらえないのかなということです。この建物ができてからの念願だっ

たのですが、この間、来て話をしてくれたのにお金がないお金がないの一点張りだったの

で、まあいい、まちづくりで市長が来られるときに頼んでみるからということで話が終わ

っています。市長、どんなものでしょう。お願いできないでしょうか。 

 

（竹内市長） 

 その点について少し検討したようですが、お金がないということではなくて、施設内の

別の場所に一定の面積を確保してそのような場にすることが難しいという説明を受けてい

ます。ですから、ほかの場所につくれるということであればこの説明はちょっと正しくな

いので、男女別のトイレにするのは当たり前のことですが、お金さえかければつくれると

いうことであれば、多目的トイレを設置したりして、車椅子の方とかいろいろな方にも楽

に利用できるようにする、玄関も改修すると言っているのですから、ちょっとした炊事場

ぐらいはつくれるのではないかと思います。 

 担当者ともう１回検討してみますが、予算がそんなに膨れない範囲で、工夫するという

ことは我々はしなければいけないので。 

 

（地元意見） 

 耐震のブレースの鉄骨が入るので、この行き来が面倒だということもあるようです。た

だ、向こう側を回って、外に出て入ればできるので、３畳か４畳か、５畳でもいいからこ

こにできたら、もうちょっと公民館活動で利用できるのではないかなと思います。 

 

（竹内市長） 

 いろいろと地元の皆さんと協議させてもらって、最終的な案ができたということで設計

に入っているということがありますから、また変更ということになると少し時期がずれた

りということはあり得ますが、簡単にできるものであればこの際ですから対応したほうが。

ただ、まとまった意見でないと、こうしたところが後でそれはよくなかったと言われても

うちも困るので、そういったあたりがよく練られたいい意見に基づいてできることはやっ

ていきたいなと思います。 

 

（地元意見） 

 びっくり、おびえるほどの金額ではないので。２５年前に建ったときからの地元の気持

ちですので、何とかしてほしいなと。 
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（竹内市長） 

 皆さんの総意に基づいて、できる範囲は考えてみますので、館長さん、また具体的な詰

めはさせてもらいたいと思います。 

   

８ 市長あいさつ 

 皆さん、長い間ありがとうございました。お越しいただいて発言された方、発言されて

ない方もたくさんいらっしゃって、有意義な会だと感じていただけたかなと多少とも心配

していますが、こうした機会に直接的にやりとりができるというのはお互いにとって非常

にいいことだと思います。 

 一番大きな問題は、高齢化が進んで人口が減少して、この大茅も７集落あったのが６集

落になってしまうような状況があります。人口が減って集落の数も減ってといったことは

ある意味で大変寂しいことでもあるし、何とかこの地域の中で皆さん安全に、そして便利

に生活をしていきたいともちろん思っておられますし、我々もそのようなご要望に対して

できる限りのことをさせていただきたいと思っています。交流館の話も、行き違いが起こ

りかけていたのがちょっとはっきりしたような気もします。またこの地域で生活される上

でお役に立てていただきたいものだと思っていますし、どうぞ地域の皆さんの財産ですの

で、市有の施設ですが地域の皆さんがご活用いただいてこそ価値がありますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 長時間にわたってご参加いただきましてありがとうございました。 


