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谷地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１０月３１日（木） １９：００～２０：３０   

２ 会 場 国府町老人福祉センターあかね荘 

３ 出席者 地元出席者  ３２名 

市側出席者  ２２名 

竹内市長、深澤副市長、羽場総務部長、武田企画推進部長、山根農林水産部

長、久野新市域振興監、中島庁舎整備局次長、河井教育委員会事務局次長、

鈴木交通政策課長、綱田都市環境課長、谷口道路課長、岸本学校教育課主査、

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 

 

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 

（まちづくり協議会部会長） ※スクリーンに基づき説明 

谷地区協働のまちづくりの報告をさせていただきます。構成メンバーは自治会長、婦人

部女性部の代表、老人クラブ、公民館運営委員会ほか各種団体が２１団体あります。設立

当初は５３名でスタートしましたが、４年７か月経過した現在では９５名となっています。

これは団体の代表者変更等により、新たに加入いただいた方のほか、設立当初からの自治

会長、婦人部女性部の代表の方々に、取組みの経験を活かしながら活性化協議会の運営に

お力を貸していただきたいとお願いして了解された方々に残っていただいてもらっている

ところです。 

まちづくりの目標です。スローガンは「出番です！！あなたも私も全員参加 夢を現実

に！！」ということで大事なところを３つ掲げています。谷地区の恵まれた自然、歴史文

化を大切にして、地域に誇りを持ち、この町に住んでよかった、またいつまでも住み続け

たいという安全安心で希望ある地域づくり、それから、参加と協働により支え合い思いや

りのある住民主体の活力ある地域づくり、そして人を大切にする地域づくりということで

す。 

具体的な目標として、１番目に、豊かな自然を大切にし、美しく安全安心なまちづくり

ということです。恵まれた自然、地域環境を活かしてこれを保全するとともに、地域内の

一斉清掃などをやっています。また、自治会、各種団体等と連携して、防災、防犯、交通

安全活動をして安全で安心なまちづくりを行っているところです。 

２番目として、健康で心豊かに安心して暮らせるまちづくりということで、健康ウォー

ク、しゃんしゃん体操の普及など健康増進を図り、また住民相互の連携連帯を深め、健康
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で心豊かに暮らせるまちづくりを行う。皆が支え合って高齢者、障がいのある人はもちろ

んのこと、すべての住民が安心して暮らせるようにやっています。 

３番目は歴史と文化を受け継ぎ、発展させるまちづくりということで因幡の傘踊り、そ

れから手笠踊りなど郷土を代表する伝統芸能をシンボル化するとともに、保存伝承する。

また、地域にある数多くの史跡、文化財の掘り起こしを行い、観光資源として情報発信し

ていく。また、あいさつ運動、花いっぱい運動を通じて地域住民の誰もが顔馴染みとなっ

て、お互いが助け合い、支え合うまちづくり、コミュニティ活動の基本を参加と協働とし

て住民主体で活力あるまちづくりをやっています。 

主な活動として、専門部会で企画立案して、それを拡大役員会で協議し、全員で取り組

んでいます。通知方法は、全委員には通知文書を公民館で配布していますし、全家庭には

告知放送、チラシ等で案内をしています。９名の役員と３部会の部会長、副部会長９名の

計１８名による拡大役員会で協議をして、その協議結果に基づき全委員で取り組むという

ふうになっています。 

ここでは専門部会ごとに主な活動内容を紹介したいと思います。生活環境部会では、地

域内の一斉清掃を７月に、それから子どもと一緒に通学路の安全点検をやっています。登

校時の見守りパトロール、水辺の楽校の整備と活用、草刈り、清掃、それから去年から魚

のつかみ取り大会等もやっています。 

健康福祉部会では、しゃんしゃん体操の普及として、納涼祭、地区の運動会や自治会で

のいろんな会で紹介、実施しています。健康講座や、やはり食が大事ですので、食生活改

善の料理講習などもやっています。てくてく歩こう会が１１月９日にありますが、史跡を

巡ったりするような会を実施しています。 

特色ある地域づくり部会は、たくさんいろんなことやっています。この前公民館祭りで

表彰等もありましたが、あいさつ運動標語の募集、掲示。それから軽トラ市、フリーマー

ケット。花いっぱい運動は、沿道へプランターを設置して明るい環境づくりに取り組んで

います。それから歴史と文化を大切にする運動を各種団体と連携しながらやっています。 

次に、順調に進んでいる取組みと問題点等を報告したいと思います。順調に進んでいる

取り組みとしては、水辺の楽校の整備ということで年に３回草刈りをやっています。だい

たい毎回４０名程度の参加があり、マムシが出ることもありますが、子どもたちが出会っ

たらいけませんので、きれいにして安全安心な水辺の楽校になるようにしています。それ

で、水辺の楽校に市の方で看板を準備していただいて、活性化協議会の皆でコンクリート

を入れて、いろいろ工夫しながら設置をしました。 

それから、魚のつかみ取り大会を去年から実施しています。２年続けて天候にも恵まれ

て好評だったようです。 

あいさつ運動は標語募集を３年前から取り組み始めて、初年度は地区住民だけを対象と

していましたが、次の年から国府東小学校の児童、それから校長先生や教頭先生、先生が

たにもお願いして広がりましたし、去年からは大茅、成器地区にも呼びかけをして、広く

拡大して実施しているところです。応募総数はどんどん増えていきまして 初４１名、８

３編だったのが、今年は１７４名、３５７編にもなりまして、これを選ぶのがほんとに大

変なんです。市長さんにもやってもらいたいんですけど、ほんとに忙しい。ちなみに選考

委員は各地区自治会長、まちづくり協議会の３役、小学校の校長先生や教頭先生にも選ん
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でいただいています。総勢４１名で選んでいます。選考するのも大変ですが集計するのも

事務局のかた、ほんとにご苦労さまです。本当に頭が下がります。チラシを配るのも大変

ですが、嬉しい悲鳴です。去年は谷地区公民館祭りの日に 優秀作品のかたの表彰を実施

しています。ほかの公民館にも当該地域で 優秀、優秀、準優秀作品が出た場合には、そ

れぞれの公民館の祭りで表彰しています。入選した約４０作品は立て看板を大茅、成器、

谷の各地域に設置して啓発に努めています。ちなみに会長さんが自らの手で全部の標語を

書かれます。ほんとにご苦労さまです。 

 成果と課題です。成果として、当初水辺の楽校の存在さえも知らない人が多かったので

すが、呼びかけにより草刈り作業やイベント参加等を通じて存在認識が深まってきました。

広大な面積にも関わらず、刈取りから後始末まで皆の力でやり遂げたという実感を共有で

きています。あいさつ運動は、谷地区の取組みから大茅、成器地区へと広がりをみせ、国

府東小学校の児童の積極的な応募が起因ともなっています。 

それから課題としては、水辺の楽校のさらなる利活用です。もっともっと皆のためにも

利活用のさらなる検討をしていきたいのが課題です。それから、あいさつ運動は、まずは

大人のほうから率先してやることが今課題となっています。 

課題・問題点があり、にもなりますが、思うように進んでいない取組みとしては、歴史

と文化を大切にする運動です。確かに因幡の傘踊り発祥の地でもあり、いろいろな行事で

してもらっているんですけど、もっともっと深く連携してやれないものだろうか。谷地区

活性化協議会では歴史と文化を大切にする運動として、因幡の傘踊り発祥の地としての誇

りを持っていますし、鳥取市の指定無形民俗文化財である神垣の手笠踊りを集落や保存会

だけでなく、地域の伝統芸能、郷土芸能として保存伝承していきたいと考えています。 

また１１集落に点在しているいろんな史跡や文化財の掘り起こしをして、それを活用し

ていく取組みというのもやっていこうと考えているところです。例えば、古墳と言っても

梶山古墳、糸谷古墳群、神垣古墳等がありますが、現地研修でただ見ているだけ、へえ、

こんなんがあるのかと感心するだけでなく、その感動を共有してそれを今の生活に活かし

ていく、子どもたちが一緒になってなんかやるような仕掛けを考えていくことができない

だろうかと考えているところです。そのためにもまず各自治会の自慢発掘として、各自治

会で私たちが見過ごしているものはもっとないだろうかということで、もう一度自分たち

の周りに目を向けて考えていこう。点在する史跡、文化財等の確認、それから皆で協力し

ていく全体像の把握というのが急がれるんではないかと思っているところです。 

課題は、傘踊り、手笠踊り、さらに麒麟獅子舞は地区の宝、財産であるという認識の共

有化を図ること。傘踊りにしても手笠踊りにしても後継者問題が今直面する大きな課題と

なっています。支部とか集落で話し合いをされているようですが、谷地区として活動の発

表の場の提供はさることながら、今後の支援をどう展開していくかが喫緊の課題となって

います。他地区の先例などを参考に検討していきたいと考えています。また、点在する史

跡、文化財の掘り起こしと活用も、おらが村の自慢発掘と併せ、自治会の元気づくり地域

の活性化に向けて一歩ずつではありますが取り組んでいきたいと考えているところです。 

今後とも地域の皆さまと共に自分が住んでいるところが一番好きという思いでまちづ

くりに取り組んでいきたいと思っています。 
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６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 谷地区公民館の耐震診断結果及び今後の対応策について 

＜地域課題＞ 

谷地区公民館は災害時の避難場所として

指定されているが、昭和４３年１２月建設の

施設で老朽化も進んでいる。そうした中で、

平成２３年度中に耐震診断が実施されたが、

その診断結果は未だ公表されていない。地域

防災拠点として位置付けられている地区公民

館であり、地域住民としても非常に関心を持

っている。耐震診断の結果報告と今後の対応

について伺いたい。 

 

＜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、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

等を考慮して、緊急性の高い地区公民館から

実施することとしています。 

 谷地区公民館の耐震補強事業は、平成２９

年度実施設計、平成３０年度補強工事を予定

しています。併せて１階トイレの改修を検討

します。 

 なお、避難場所としては、近接する、耐震

性を備えた保健センターも指定していますの

で、災害時にはこちらもご利用いただけます。 

 

（企画推進部部長） 

 この谷地区公民館は平成２３年度に耐震診

断を行っています。結論から申し上げると耐

震補強が必要だという数字になっています。

もう少し詳しく説明しますと、鳥取市には全部で６２地区の公民館がありまして、そのう

ち建築年等でこの耐震診断が必要であるという建物が２２ありました。その２２の公民館

について平成２３年度から２４年度にかけて耐震診断を行っています。この谷地区公民館

もそのうちの１つです。その中の１８の公民館が何らかの耐震補強あるいは建て替え、こ
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ういったものが必要という結果が出ていま

す。  

この谷地区公民館は、鉄筋コンクリート

２階建て、建設は昭和４３年ということで、

鳥取市の公民館の中でも２番目に古いとい

うデータになっています。しかし、鉄筋コ

ンクリート２階建て延床面積が５０７㎡で、

立派な柱のなかなか頑丈な造りになってい

ます。そうしたこともありまして、この診

断結果の数字では、耐震補強は必要ではあ

りますが、数字的にはかなり安全に近いようなデータという結果が出ています。従いまし

て、現在のところ平成２９年度にこの耐震補強の計画、あるいは設計をやりたいと思いま

す。現在予定していますのは、この建物（国府町老人福祉センターあかね荘）に近いほう

の壁を補強しなきゃいけないということになっています。平成２９年度にこういった耐震

の補強と１階のトイレの改修も計画したいと考えています。その翌年、平成３０年度に実

際の工事をやっていきたいと考えています。事業の実施が先になりますが、１８の公民館

で耐震補強や対策が必要になっていますが、緊急を要するもの、もっとデータが悪くて、

これは早く直さないといけない建物がほかにたくさんあります。そういった中でこの谷地

区公民館は数字的にもそう悪い数字ではなかったということで、平成２９年度の設計、３

０年度の事業ということで現在考えていますのでよろしくお願いします。 

なお、避難場所のこともあります。避難場所として、この谷地区公民館もなっておりま

すが、少し近いところにあります保健センターも避難場所となっています。災害の種別に

もよりますが保健センター等も場合によっては十分活用いただけるんではないかと考えて

いますのでよろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 今のような返事が、もうちょっと早く公民館のほうにも言っていただければ、我々も、

耐震調査を行ってこうだから、もうちょっと待っとこうかなという気持ちができたんでは

ないかなと思います。それと併せて、平成２９年度実施設計、３０年度補強工事というこ

とですが、私はトイレのことを言いたいんです。改修工事では、トイレのほうは関係ない

と言えば関係ないところですが、公民館に来るたびに、年も取ったし近くなったものです

から使う機会が多いんです。トイレをもうちょっときれいにと言ったらおかしいが、もう

ちょっと何とかならんかなあと思いながら用を足しているところです。この耐震のことと

は、ちょっとかけ離れるかもしれませんが、２９年、３０年とは言われずに、トイレの改

修はお願いできないだろうかなと、私が個人的に普段思っていることです。 

 

（企画推進部部長） 

 公民館の耐震診断結果の具体的なデータは説明していませんでしたが、改めて申し上げ

させていただきますと、Ｉｓ値という値があります。これは建物の地震に耐えるデータと

いうことでして、今の法律では、Ｉｓ値が０．６以上であれば耐震補強というのは取りあ
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えず必要ないということになっています。この谷地区公民館はその数値が０．５９で、ぎ

りぎりちょっと足らんなあというぐらいのところでして、この耐震補強の順番がちょっと

後回しになっているというような状況です。一方で、そうは言ってもトイレがあまりにも

使いにくい、汚いよというご意見です。これにつきましては、どういった内容かというこ

とにもよりますが、例えばトイレの床を直すとか壁を直すといった程度の修繕程度であれ

ば前倒しで何とかできるのではないのかなと思いますが、便器の数をドーンと増やしたり

とか、水回りをドーンと改修したりしなきゃいけないということになりますと、ちょっと

大がかりな内容にもなりますので、それは十分検討しなきゃいけないなとは思っています。

内容によっては、通常の維持管理の考えの中で対応できる部分があろうかと思いますので、

またお話を聞かせていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 耐震改修で見ると、耐震性は決して悪い方じゃなくて、耐震改修が必要かどうかのぎり

ぎりの段階です。緊急度は１が一番高いとすると４段階目ぐらいになるんです。そういっ

たことでトイレも耐震改修と一緒にやることを前提に今検討してきましたので、平成２９

年度、３０年度ということになりましたが、修繕で対応できるようなものであればできま

すよというお話でした。特に１階のトイレが男女別になってなくて、非常に狭い感じにな

っていて、利用しにくいということがおありなんだと思います。トイレに関しては耐震改

修の時期よりも先行してやっていただけないかというご意見だったと思うので、持ち帰っ

てまた検討し、またこちらの公民館とも協議をしてみます。今の時代に、快適にトイレが

利用しやすいようにするというのは大変大事なことだと私も認識しています。ご要望にで

きるだけ応じられるように持ち帰り検討ということで、この場ではどういうふうに整備し

たら喜んでいただけるのか考えますと、私からはお答えしておきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 トイレのことを補足というか、長年使用している者の立場で言わせてください。１階の

便所は、男女一緒になっています。洋式が造ってありますが、和式の方は男子の便器が２

つある横にドアがあって、そこを女性も使っていますので、男性と女性が一緒になるとい

う、男女共用のかたちになっております。公民館の利用者は、今かなり高齢になりました。

高齢者学級なんかしていますと７０代、８０代、９０代の者も集っていますから、便所を

よく利用しますが、和式になるとこぼれますし、高齢者学級が終わった後は多分トイレが

汚れていると思います。２階も１つありますが、２階も女性がほとんど使っていますから、

大変狭くて、体を回すのがやっとの状態です。ほんとに２階も不便きわまりないというよ

うなかたちのトイレです。その点も考えていただけたら、利用者にとってありがたいこと

ですのでよろしくお願いいたします。 

 

（竹内市長） 

 よく分かりました。実態をお話いただいてありがとうございました。検討させていただ

きます。 
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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） 

 最初に水と緑のオアシスのＰＲをされました。私は２回行きまして、またもう 1 回行き

たいなと思っているところです。 

まだ気が早いんですけど、たくさんのお花の後の管理は、どうされるんでしょうか。管

理も大変ですし、私の知った方でも、あの花を壊すんだったらトラックで取りに来るから

欲しいわとか、いろんな声が聞こえるんです。ですから、どういうふうに後処理はされる

でしょうかと思いまして。私たち今も活性化協議会で玉鉾の橋のところにお花畑を作って

いますので、そこにぜひ寄付していただけたらありがたいと思って、よろしくお願いしま

す。 

 

（都市環境課長） 

 緑化フェアは、湖山池公園という公園を主会場にしていまして、公園として残すものと、

いろいろご覧いただいて分かりますように自治体の出展や、各企業さん、造園さんといっ

たかたがたが展示されているものもあります。小学生の皆さんのコンテナといったような

ものも展示しています。つまりは、今後もずっと残していくものと、フェアが終わった段

階で片付けてしまうものと、あの中に２つ区分があるということです。残すものの代表的

なものとしましては、ナチュラルガーデンです。フェアの会場に入ると、橋を渡っていた

だいて、左手にトイレがありまして、すぐ目の前に、円形のナチュラルガーデンというメ

インのお庭があります。ああいったものは今後とも引き続き残していくものになります。

ただ、先程言いましたような出展物ですとか、お花で会場を化粧しているというものもあ

りますので、そういったものは終了後に撤去ということになろうかと思います。植物です

ので全部捨ててしまうというのはもったいないということで、ある地区からは、今回のナ

チュラルガーデンを、少し地域の中で取組んでいきたいので植物を分けていただけないだ

ろうかというようなお話があったと聞いています。撤去される植物の行き先が、今この時

点でどこのものがどこにいくようになっているのかという具体的なことはありません。分

かりませんが、ご意見がありましたということを、フェア担当の事務局に持ち帰りまして、

状況を公民館さんを通じてでもお知らせしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 鳥取市の中でああいうナチュラルガーデンみたいなものをもっと造っていこうよと、本

がまとまっています。小さいものであれば１坪、２坪のものでもあり得ると思いますが、

ちょっと大きいものを造っていこう。あれはだいたい多年草でできていますから、植わっ

ている花は抜いてしまうことはもちろんしないで、そのまま次の年もまた花を咲かせます。

もちろん花は枯れたり、植物の季節の変化はあるんですが、また次の年に出て来るという

ような性格のものがほとんどです。地域に根ざした、鳥取の地域にあるものをほとんど植

えて楽しめるようにしていますので、また来年行っていただけたら、似た光景に出会えま

す。木は少し大きくなったり、いろいろしているとは思いますが、似た風景がそこで楽し

めます。基本的には出展者の撤去する部分や、造園屋さんが造られたような造作のような

ところはなくなりますが、自然の花と緑の公園としての姿はまた来年も見られるというか
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たちでずっと活用されます。 

各地域のお花畑に、そういうゾーンをつくって、これまでも例えばコスモスを植えたり、

菜種を植えたり、地域によっていろいろな取組みがありますが、単一ものばかりじゃなく

て寄せ植え的なもので楽しめるようにするという発想が、今我々が提案している身近な緑

を楽しもうというスタイルです。鳥取流緑化スタイルとも言っていますが、そういったこ

とを街中でもいろいろと広めていきたいという考えを持っています。その考えかたもうま

く取り入れて、素晴らしいお花畑のナチュラルガーデンの雰囲気をつくってもらえると大

変ありがたい。そういう活動には種を提供するとか、あるいは支援をするというようなこ

とを考えてもいいなと思っていますので、どんどん手を挙げて提案もしていただいたらと

思います。ここをこういうふうにしたいんだけど、なんとか多少の支援はないかとか、そ

ういうことはこれから考えることですね。 

 

（都市環境課長） 

 既に地域の皆さんとミニナチュラルガーデンというようなものを公園の中につくったり

ということを今年度もやっています。今のフェアの中で植物云々という話とは別にして、

来年度もこういった活動を継続して進めていくことにしていますので、そういった中でま

たいろいろご相談いただければなと思います。 

 

＜補足：都市環境課対応方針＞ 

  緑化フェア会場は、ナチュラルガーデンや芝生広場を中心にフェア後も公園として残し

維持管理することとしています。それ以外の区域にある植物は撤去を行いますが、宿根草

などの植物については再利用が可能となります。 

 鳥取市が再利用として活用する予定で、鳥取流緑化スタイルの推進を図るため、鳥取駅

南ロータリーへの植栽や市内街区公園等への植栽を計画しています。 

 これらに加えて、市内６１地区のまちづくり協議会に活用希望の照会をし、谷地区のよ

うに要望のあった２２協議会に、１１月１５日に提供しました。 

 

（地元意見） 

 公民館運営の予算が３０％くらい削減ということになりそうです。これは地域福祉推進

協議会からの補助金がカットされるということがありまして、なんとか今までどおり出し

ていただけないかということで頑張っていますが、どうもうまいこといきません。 

それで、公民館の活動を本来の公民館活動に近づけていくということで、今までやって

いた納涼祭とか運動会とかそういうものをまちづくりに移管していきたいという将来的な

構想を持っていますが、まちづくりの予算が自己資金１０万円、市からの助成金が４０万

円ということで５０万円が上限で予算を組みます。まちづくり、まちづくりと言って大き

な声で言っておられるにしては金が少ないと、なんだい、たった４０万円かというような

ことがありまして、この金をなんとか増えんかなというふうに思っていますが、どんなも

んでしょう。 

 

（企画推進部長） 
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 公民館の運営経費の予算が３０％減るというような、それは来年度のお話ということで

すか。 

 

（地元意見） 

 そうです。 

 

（企画推進部長） 

 これにつきましては、私も詳しい内容は承知していません。来年度の予算についてはこ

れから決定するという段階ですので、そういった中でどういった中身なのか検討して、ま

たご返事をしていきたいと思います。 

それから、コミュニティの関係、まちづくりの関係でいろいろと鳥取市も補助制度を設

けていまして、コミュニティの活動支援ということで４０万円を補助するというものもあ

りますし、それ以外のものもあります。４０万円は少ないじゃないかというご意見もおあ

りだと思いますが、同じメニューの補助ばかりではありません。やる中身を工夫していた

だいて、いろんな補助制度もありますので、公民館や、あるいは総合支所にも十分ご相談

いただいて、何か他にも使える事業はないのかということでちょっと考えていただければ

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（地区公民館長） 

 公民館の運営経費の中の地区費の部分ということです。市費につきましては、全部で６

２の各館が一律で今頂戴しています。委託費については、将来一律配分が良いのかどうか

というのは、外部評価委員会からまたご指摘があるかと思いますから、一応別の問題とし

て、今お話がありますのは公民館の運営の全体経費の中のいわゆる地区費の部分です。国

府ブロックで５つの地区公民館がありまして、今まで自治会長会からいただいていた部分

の年間１５０万円が、平成２４年、２５年分を一括いただいて、２６年度以降なくなると

いうような経過の中でのお話ですので、これは町の中で、交通整理をする中でのお話かと

思います。そのような公民館の運営に関わる事情があるということをご理解いただきたい

ということでよろしいかと思います。また、これは町の中、あるいは国府町の地域福祉推

進協議会とのお話の中で整理していかなきゃいけない問題ではないかということで共通理

解をしていこうと思っています。もしもこの件に関して総合支所の方で何か補足のご意見

がありましたらお願いします。 

 

（竹内市長） 

 総合支所とか、協働推進課でいろいろ事情も分かっているわけだし、少しいい知恵があ

ればね、市費としての公民館費を減らそうと考えているわけではないので我々は。運営の

仕方をどうしたらいいのかいろいろご検討される中で、いろいろ知恵を出そうとされてい

ると思うんですけどね。 

 

（支所長） 

 地域福祉推進協議会の補助金については、そちらの方で検討中のはずですので、市の関
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係の補助金だとか、助成金については話ができますが、そこのところはちゃんとご理解い

ただけたらと思います。 

 

（地区公民館長） 

 まちづくり協議会の協働のまちづくりに関わる補助金部分の話が最初に言われたかった

部分です。補助率８割を願わくは１００％に、というのは確かに工夫しなきゃいけないと

いうお話は伺っていますし、協働のまちづくりでこれからいろんな事業展開をしていく中

で、どうしても自己資金の確保というのが非常に大きな課題になっています。谷地区活性

化協議会につきましては、「水辺の楽校」の草刈り整備作業等での部分でいただいている分

がありますが、これをずっと継続していくということ、自己資金を確保していくというの

がなかなか難しい部分があります。その点を代表して言っていただいたと理解しています

ので、よろしくお願いいたします。 

 

（協働推進課長） 

 市から一律で出ている部分のお話を館長さんがされましたが、生涯学習委託事業のこと

だと思います。これは何年か前に公民館で議論をされて、一律配分が良いというようなこ

とで今は走っているということのようです。中には一律配分ではなくて人口も加味すべき

ではないかという意見も出ていますので、やがてそのあたりの配分の方法については議論

していただく時期が来るのかなと思っています。そのことによってこの地区が増えるのか

減るのかは、その中身によると思います。 

まちづくり協議会の支援として、今のところは一般的には補助率８割の４０万円で、一

部設立当時にまちづくり協議会を設立されていくことによって職員を１名増員しますと、

または職員の増員ではなくて補助事業の上乗せの方を希望される地域には、１０割補助の

８０万円のどちらかを選択してくださいということでこの制度がスタートして、５年を経

過しています。その中で、現在鳥取市内全部で３地区がその８０万円の補助事業を選んで

いらっしゃいますが、減ってきました。やっぱり事業が活発になると人の方が欲しいとい

うことで８０万円の１０割ではなくて４０万円を今年から選ばれた地域があります。 

補助制度も年数が経ってきましたので、見直しも考えていく時期かなと担当課では考え

ていますので、来年度見直しが実現するのかどうかは分かりませんが、皆さんのご意見を

いただきながら制度の中身は改めて考えていきたいなと思っています。 

それから谷地区さんはまだお使いではないかと思いますが、新しく協働による防災の事

業が１０割で１０万円というものもできていまして、かなりの地域が取組みをしておられ

るようです。もしまだでしたらそのあたりも活用していただくと、１回限りで、３年間の

内に１回１０万円ということですが、活動の経費には十分足しにしていただけるじゃない

かなと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

納涼祭と運動会を公民館の事業として、公民館のいろんな地区費も含めた経費で行うの

か、まちづくり協議会としてやるのかは、いろいろな市内を見ていると様子が違うように

思います。国府町の５地域の中でも違うかもしれませんし、どういうふうにするのが一番
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合理的なのか、協働でやるという手もありますしね。要するにまちづくり協議会からもそ

の協働のまちづくりにつながる取組みだと思いますし、ベースは協議会でやった方がいい

のかもしれませんし、納涼祭と運動会といった取組みをどちらの事業として位置付けて行

うのかというのは選択の余地は確かにあると思います。 

 

（地元意見） 

 検討中です。 

 

（竹内市長） 

 ご検討される中で、それにかかる経費をどこがどういうふうに持ち合うか、工夫できる

部分かなと思ってお聞きしました。 

 

（地元意見） 

 市が出しておられる総合マップについてです。今回の台風関連による大雨で、特に東京

の伊豆大島のようにこれまで経験したことのない豪雨による災害が、私たちのところにも

いつ起きるか分からない、そうした状況の中で市が出しておられます総合マップの特に土

砂災害についてのことです。特に国府地域は中山間地域ですから、マップ上を見てもほと

んど全集落が、危険傾斜地区域に入っているようです。それに伴って、危険警戒区域と警

戒区域に色による仕分けもしてあるようですが、国府町を想定して考えた場合、各集落に、

１時間で８０ｍｍにもなるような雨が継続すると、土砂崩れ、崖崩れ、ひいては土石流と

いう大きな災害が起きる恐れのある状況になるわけです。そうしたときに鳥取市の防災マ

ップの中に、その土石流危険急傾斜の危険区域に対して、時間雨で何ｍｍぐらいになると

表層土石流でなくて、深層というようなことも想定しなくてはいけません。急傾斜地を抱

えている集落にとっては、どこの集落がどのくらいだ、一番心配な集落はどこだというよ

うなことを調べておかなくてはならないではなかろうかと思います。 

もう１点は、各集落の公民館がだいたい避難場所になっています。この未曾有の土石流

の場合には警戒区域が、みな避難場所になっているんです。そうしたことも想定して、ま

た悪条件が重なった場合、深夜になったときにはどう対応すればいいのだろうかと。特に

自主防災組織が集落にありますが、夜間の場合は市と総合支所の情報伝達も心配ですし、

実際その辺のところも想定しながら市としては防災マップもきちっと整備されないといけ

ないと思うんですが、そのところをちょっとお聞きしたいと思います。 

 

（都市環境課長） 

 鳥取県で土砂災害の警戒すべき区域や、その中でも特別に警戒すべき区域の調査を過去

に実施しています。そういったことで、この鳥取市内の各集落を鳥取県の方と同席しまし

て、その警戒区域や特別警戒区域の説明会をさせていただいているところです。具体的な

数字はちょっと分かりませんが、県内でそういった危険箇所が大体６，０００ヶ所以上あ

るようです。土砂災害を土木的に土留めしたりといったことになりますと多大な金額と多

大な年月がかかりますので、現実問題として、まだ全体の２割、３割しか対策が進んでな

いという状況があるようです。そういった中で、土砂災害特別警戒区域を地域の皆さんに
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説明させていただいた上で指定をしてきているというのは、雨などの状況のときに、どう

いったところで危険度が高いのかということをまず地域の皆さんにお知らせすると。そう

した中で、例えば大雨が降ったときには大雨の警戒といった情報を基に、事前に避難所等

に避難していただくというようなソフト的な、むしろハードで土木工事を待っていては人

命が救われないということがありますので、地域の皆さんに危険である場所をよく認識い

ただいた上で、危険な状況が発生したときには速やかに避難いただくというような意味合

いで、区域の指定をしているというところです。 

今、気象庁ですとか、鳥取県等で土砂災害の警戒情報を公表しています。これは、雨が

降ったときに土の中の水分が５０％を超えるといった検証の基に、これ以上雨が降ったら

崩壊の危険があるというような場所ですとか、これから何時間後、同じような雨が降った

ら崩落するような危険があるというようなエリアについて、５ｋｍのメッシュを切りまし

て、ホームページ等でも見られるようになっています。何ｍｍということではなくて、そ

ういう危険を警戒するような情報を受け取っていただいた際には、自主避難と言いますか、

自ら避難行動に移していただきたいというような考えで、情報を流しておられるというこ

とです。現在はそういった危険区域を明らかにした上で、ハードではなくてソフトで、ま

ず皆さんに避難していただくということを行政としては取組んでいるというところです。 

 

（竹内市長） 

 この間伊豆大島でたいへん多くの方が亡くなられ、行方不明の方が生じた土砂災害です

が、本当に山が崩れてダッと流れてきたわけですよね。木が生えているから木も一緒に流

れてきて、それが凶器のようになって被害を拡大したという様子を国土交通省の関係者か

らも聞いています。あそこは三原山という日本でも有名な火山がありまして、火山灰が積

もった上に木が生えていたという状態だそうです。その火山灰も２、３ｍぐらいの厚さで、

下は溶岩で、その上に火山灰が乗って、その上に木が生えているというようなことだった

ようですが、大体１００ｍｍないしそれ以上の降雨が４時間ぐらい続いて、それで土石流

のような状態が起こったということです。たいへんな状況でして、国も挙げて今どういう

対策をしていったらいいかということも考えているようですが、当面、土砂災害危険区域

とか、警戒区域とか特別警戒区域として急傾斜地と土石流の警戒区域が指定されていると

いうのが総合防災マップでご覧いただいているとおりです。 

様子を見て危険な兆候があったら早めに避難する、もうこれに尽きると思います。一定

の雨が降って、気象庁などの情報も見ながら、市として危険度が高まったなと判断して自

主避難を呼びかけたり、具体に現実となってくれば、もちろん避難勧告、避難指示という

ようなことをさせていただこうと思っています。お話の情報伝達は、自主防災会や消防団、

そういうかたがたや、広報車、もちろん屋外拡声機などでも呼びかけは当然させていただ

こうと思いますが、安全に避難をしていただけるように、やっぱり地域の皆さんが助け合

って、自主防災会、あるいは消防団のかた、町内会の皆さんなど、声かけあったりして力

を合わせて、例えばこちらの公民館とか安全な場所、土石流の被害がないところに安全に

避難していただくということになると思います。情報伝達には十分努力したいと思います

し、そういった判断は総合支所においても避難の勧告なり自主避難などについて呼びかけ

るなどの対応をさせていただきますので、そういったご理解をしていただきたいと思いま
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す。警戒区域や特別警戒区域が土砂災害のどういうときに危険になるかというのは、それ

ぞれの裏山の状況がどうかというので、一律に決めておくようなことは非常に難しいと思

います。地域の皆さんのご判断で、やっぱり危険性が高まっているなと思えば、小学校な

ど安全なところに避難していただくことがとても重要だと思います。 

私は、 近起こっている１００ｍｍ以上の雨が１時間以上続いてくれば、こういう危険

は高まると直感的には思っています。例の大島は４時間続いたと聞いていますが、そうい

うことについて、雨量などの情報を参考に判断しながら、身の安全を確保してほしいとい

うことをこの場では申し上げたいと思います。さらに研究が必要だという点についてはお

っしゃるとおりでして、それぞれの地域について、どの程度、どういう場合に危険なのか

判断できるような判定などもしたいとは思いますが、自然が相手ですので、雨の降り方だ

とか、崖の状況、植生、木ですね、そういったものが全部影響して、とても簡単な方程式

で解けるような問題じゃないので、やっぱり集落で相談して、ちょっと危なくないかとな

ったら、どこか安全なところに移動するようなことを、ぜひお考えいただきたいと思って

います。 

 

（支所長） 

 今年も台風の当たり年と言いますか、何度かヒヤヒヤすることになったと思います。何

にしましても、常にアンテナを張って、変な音が聞こえる、あるいは今までなかった崩落

があるとか、そういった情報を皆で共有して、なるべく早く、例えば支所に通報していた

だくとか、消防に通報していただくとか、そういったかたちで皆で危機に対応していくの

がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 いずれにしても各集落にそれぞれ危険区域というのはマップ上指定してありますから、

特にゲリラ豪雨というような、同じ国府地区であっても、２、３の集落に局所的に降って

いるのが最近のそうした大雨ですので、特に県とも連絡を取られながら、どの集落が危険

度が高いということを事前に調査されれば、各集落も安心できる。１００ｍｍが２、３時

間降ればもう大変なことになる。そうした中で、例えば神垣は危険度が３とか、仮に基準

的なものが分かれば、より安心した大雨の対応ができるんじゃないかなという思いがしま

すので、その辺のところを踏まえられて１つ対応していただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 分かりました。改めて今回のこのゲリラ豪雨対応ということで総合支所も含めて、市と

しての検討会も持ちたいと思いますし、今、新市域振興監の方でも防災対応において市の

ＯＢをどう支援に回ってもらうかとか、いろんな話もしています。そういうことも含めて、

さらに各総合支所の管内、そして鳥取市全体のこの土砂災害対応を改めて強化するための

検討をしたいと思います。なお、危険が迫っているとなると、積極的に我々も避難勧告を

出す方向でさせていただきます。ただ、さっき言われたように、真夜中になって出しても

あまり意味がないので、やはり自主避難も含めて地域でお考えいただいて、日頃水が出な

いところから水が出てきているとか、石ころがゴロゴロ転がって落ちてくるようだけどど
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うだろうかとか、そういうのは総合支所に災害対策の支部がありますから、連絡入れてい

ただくと現場を見に行きます。見に行ったときに逆に住民のかたが被災されちゃいけませ

んので、職員なり、専門的な知識のある者が見に行って、危険な状態を確認すれば避難し

ていただくようにするということでやり取りしたいと思います。危険から身を守っていた

だくような対応をお願いするような仕組みにしたいと思っています。とにかく、現場に近

いところからの連絡、通報など重要だと思いますので、よろしくお願いします。 

 

８ 市長あいさつ 

 ここに入ってきたときに音楽がかかっていたと思います。これは「新しき年の始めの初

春の今日降る雪のいや重け吉事」大伴家持さんが因幡の国府町で詠まれた歌で、万葉集の

後の歌で、もっとも有名な歌のひとつです。これに曲がついたということで、聞いたこ

とのない方が多いんじゃないかなと思うんです。この間、１０月２０日の万葉フェスティ

バルで披露されました。聞かれた方は申し訳ないですが、頭にとどめていただくよう、私

の挨拶の代わりにもう１回聞いていただきたい。わずか２、３分ですので、よろしくお願

いします。 

 どうもありがとうございました。「千の風になって」の訳詩・作曲で知られる新井満さん

が歌っています。いいプレゼントをいただきましたので、鳥取市民として、そして国府の

皆さんは特にその中核となってこの歌を広めていきましょう。どうぞよろしくお願いいた

します。 


