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福部地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１１月７日（木） １９：００～２０：５０   

２ 会 場 福部町中央公民館 

３ 出席者 地元出席者  ４５名 

市側出席者  １９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、久野新市域振興監、木村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、高橋秘書課長 

＜福部町総合支所＞福田支所長（司会）、山本市民福祉課長、谷本地域振興課

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 

（福部町地域振興課課長補佐） ※スクリーンに基づき説明 

 本日は浜湯山の集落活動ということで報告させていただきますが、あいにくこのスライ

ドを作成された方がご多忙のため本日おいでいただけませんので、急遽私のほうでその概

要を紹介させていただきます。 

この発表は、本年２月１０日に開催されました平成２４年度むらづくり推進大会におい

て、地域の実践活動としてご紹介したものです。活動の紹介の前に、浜湯山集落の簡単な

ご紹介をさせていただきます。 

 浜湯山集落は、背中に国立公園鳥取砂丘を抱え、農産物ではラッキョウ栽培と梨栽培が

盛んな集落です。現在、世帯数が７１、人口が２７２人、専業農家が１６世帯です。二世

帯の世帯数が２２、小・中の児童生徒数が３２人となっています。また、周辺にはことし

の巳年で大変なにぎわいを見せましたお種弁天と多鯰ケ池、オアシス広場、ふれあい温泉

を始め、こどもの国やゴルフ場もあり、鳥取市内中心部へも車で１０分少々でアクセスで

きるというところです。自然環境はもとより買い物に出かけるにも非常に恵まれた集落の

一つだと思っています。集落の特徴として注目していますのが、専業農家が多いというこ

と、二世帯の家族が多いこと、少子化の昨今ですが、子どもが多いことだろうと思ってい

ます。昔から子どもは国の宝、地域の宝と言われていますが、全くそのとおりでして、将

来を担う大切な存在です。それだけに、子どもたちを育み育てるのが我々大人の使命だと

も言えると思っています。 

 従来、ややもしますと年間行事を大人だけで簡単に済ませるケースが多いと思いますが、

こうした行事こそ子どもたちと交流できる 大のチャンスだと捉えています。浜湯山集落

では、いろいろな場面で子どもたちが参加できるような活動を進めています。 
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 １月のとんどさんでは従来、小正月の１５日でやっていましたが、開催日を小正月に縛

られず、直近の土曜日か日曜日に開催して、家族で参加できるようにしています。参加し

た子どもにはミカンの配付サービスつきで参加を呼びかけるように改めています。 

 ２月の公民館行事は、従来、交通安全や行政座談会など、子どもたちの興味を引くこと

が少ない行事でしたが、できるだけ行事のテーマの中に子どもが気楽に参加できるような

内容を盛り込むことにしています。パンとケーキづくりを子ども中心に、講師は集落の中

からお願いして、華やかな行事にすることができました。できるだけ子どもたちで準備か

ら片づけまでしてもらっています。本当にうれしそうな表情で楽しんでいました。 後は

大人も子どももできたパンとケーキを食べながら、にぎやかに過ごしました。この年は浜

湯山集落の方の入賞作文を朗読してもらい、改めて集落からお祝い品を贈呈して、全員で

祝福しました。 

 浜湯山集落には、以前、農業構造改善事業でできた広いスポーツ広場があります。設備

は小学校低学年以下を対象にした滑り台、ブランコ、鉄棒といった程度でありまして、高

学年の特に男の子の好きなサッカー設備はありません。前々から要望がありましたが部落

には予算もなく、そうこうしているうちにガイナーレジュニアが使用していたサッカーゴ

ールの寄附を受けました。サッカーゴールはかなりさびていまして、６月後半から子ども

たちがさび落とし、それからペンキ塗りを行いました。きれいになったようです。ネット

は、同じ集落の方の寄附による魚をとります漁網を利用しました。さらに、隣に川があり

ますので、サッカー遊びをしても川側にボールが落ちないように３ｍのフェンスを集落予

算で新設しました。遊びに夢中になって帰宅が遅れないように、これも寄附でソーラー時

計台もつけました。立派な時計台だと思います。完成したサッカーゴールの使い初めには、

寄附していただきましたガイナーレジュニア選手の方の里帰りのタイミングを図りまして、

子どもたちにサッカー教室を開いていただきました。ふだん言うことを聞かない子どもた

ちも、お兄さんには従順な生徒だったようです。その鳥取ガイナーレは、現在、非常に厳

しい状況が続いています。Ｊ２残留に向け必死に頑張っていますが、いま一度皆様の熱い

応援をよろしくお願いします。この場をお借りしてお願い申し上げます。 

 福部町内におきましても、ほとんどの集落が夏に納涼祭を行っていますが、浜湯山集落

におきましても子どもからお年寄りまで、暑い夏の夜のひとときを毎年楽しくにぎやかに

会場を盛り上げています。 

 浜湯山のグラウンドゴルフ大会では、子どもたちも参加して、賞品をもらって大喜びし

ています。 

 平成２５年の巳年に向けまして、鳥取市輝く中山間地域創出モデル事業の補助金を受け、

年末年始の参拝者の足元を照らすＬＥＤや手すりの設置を行うなど、お種弁天宮の周辺を

整備しました。整備計画から参拝者の接待までの一連を浜湯山集落で行いまして、甘酒や

ゆで卵などのおもてなしがテレビでも大きく取り上げられました。年末年始の人手が約１

万人弱と聞いていますが、大変にぎやかな年始を迎えることができました。 

 将来の浜湯山集落を担う子どもたちを地域で育てていくということも視野に入れまして、

子どもたちを含めた清掃活動も今後は行っていきたいと思っています。清掃活動のほかに

も、浜湯山集落の子どもたちへの伝統と文化の継承としまして、浜湯山神社や、お種弁天

の神事にも、子どもたちに参加してもらいたいと思っています。 
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 浜湯山集落がますます元気になれるのはどうすればいいのかを日々集落の一人一人が考

えながら、また少子高齢化が叫ばれる今日、浜湯山集落も例外ではありません。集落の子

どもは個々の家庭はもとより、集落で育てていくことも必要です。この浜湯山集落が他の

集落の手本となれるよう、これからも頑張っていきたいと思っています。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 高江橋の歩道橋の設置について 

＜地域課題＞ 

平成２４年度の高江集落の地区要望の今年６月時点の回答として「歩道部分を除き、計

画区間は完成している。歩道橋については、多額の事業費が必要であり早期整備は困難。

状況変化等を考慮しながら検討する。」とあった。 

現在、市道高江１号線は周辺住民や小中学生の送迎等に利用されている外、高江集落以

北の中学生が自転車通学道路として利用しているが、高江橋部分のみ歩道がない状態であ

るため、以前から地元の高江集落より危険の指摘がされていた。 

このため、先般ＰＴＡと再度の協議を行い、交通安全上の危険個所との結論に至り、通学

路危険個所として要望したいということであった。 

また、当市道は駅前周辺の大雨による冠水時には県道の迂回路として車両の通行が多い

道路でもある。この橋は幅員が５ｍと狭い上、直角に曲がる道路線形であることから、合

併前に通行の安全を 優先として歩道橋建設を計画し、施工設計完了後には地元説明会も

経てボーリング調査を完了している。過去には事故寸前の例も多くあり、また既に投入さ

れている公費も勘案し早期の着工をお願いしたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

市道高江１号線の歩道橋設置については、合併後、歩道橋設置にどのくらいの費用がか

かるか設計したところ、かなり高額となることが分かりました。このため平成２２年度に

警察・学校などと通学時に現地確認し、歩道橋設置以外別の対策として、通行規制、白線

等の設置により、安全が確保できるのではないかという結論に達したので、歩道橋の設置

はできないと回答しているものです。 

現在の状況を確認したところ、下流側の

桜の枝がのび、見にくくなっており、枝打

ち等を地元にお願いしているところです。

今後は、通行規制、白線等を中心に、鳥取

市通学路交通安全対策推進協議会の中で新

たな安全対策ができないか再度協議を進め

ていきたいと思います。 

 

（道路課長） 

 この高江１号線への高江橋への歩道橋設

置については、以前、合併後に検討した経緯があります。歩道橋の設置について当時検討
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を行いましたが、費用がかなりかかるとい

うことで、平成２２年度に警察やＰＴＡ、

鳥取市が一緒になって通学時間帯の現状を

確認しながら現地で協議をした経緯があり

ます。 

 当時の橋の計画といいますのが、高江橋

の北側、下流側に歩道橋を設置して歩道を

確保しようかという検討を行っていました。

現状としまして高江のバス停から橋に向か

って南側に歩道があり、学校のほうに向か

って西側に歩道があるということで、下流に歩道橋をつけた場合に、この歩道から１回道

を渡って歩道橋を通り、さらに車道を通って歩道に行かないといけないというのは危険な

状態ではないかという警察からのご指摘もありました。それから、役場の奥から県道に向

かって抜け道として利用されているという状況もありまして、交通規制や白線などの処理

で安全が確保できるのではないかという結論に達しまして、地区要望の回答においても歩

道橋の設置は困難だという回答をさせていただいているところです。 

 そういう中で、この角にある桜の枝が覆い茂っていて見にくいという状況もありました

ので、地元に何とか枝打ちをしていただいて安全確保を図っているような状況です。 

 本市では、皆さんもご記憶に新しいと思いますが、平成２４年４月以降に全国で登下校

中の児童が関連した事故が相次いだということがありまして、これを契機に現在、鳥取市

通学路安全対策推進協議会というものをつくりまして、通学路の安全対策に取り組んでい

るところです。高江の橋のところの歩道の確保についても、今回、改めて地域のほうから

ご提案をいただいていますので、通行規制とか白線の対策ということも含めまして、新た

な安全対策ができないかということをこの協議会の中で再度、協議、検討をしていきたい

と考えています。 

 

（地元意見） 

 高江橋の歩道のことですが、かなり高額であるのでと書いてあります。前後は歩道がし

てあるのに、そこだけかなり高額のためにやめるということはどんなものでしょうか。ま

ず具体的に、高額というのは数字はどの程度でしょうか。 

 

（道路課長） 

 申し訳ないですが当時の資料を確認していませんので、費用については今ここではお答

えできませんので、調べてお答えさせていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 分かりました。下側は道路を渡って行かなければいけないというのは、上側は構造的に

だめということですか。 

 

（道路課長） 
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 上側については、そこにまだ小屋があったりするということで、当時、現場の条件から

下流側に設置をするという検討がされていると思っています。 

 

（地元意見） 

 分かりました。下側につけると道路を一旦渡らなければ危険だということです。その小

屋は個人の財産ですが、どの程度重要なものか分かりますか。上側はその建物があってい

けないということですから、例えば道路でも歩道でも必要な場合はものを移転しています

が、大変失礼な言い方ですが、どういうふうな見解を持っておられますか。 

 

（道路課長） 

 地元の協力体制ということもあるとは思うのですが、当時、どこまで地元と協議して、

そちらの可能性を検討した上でルートを下流にしたかということについては、私どもは今

の段階ではちょっと把握していません。今後、では上流にするかということについても地

元のほうとも協議が必要となるとは思いますが、その橋だけが全ての対策ではないという

ことはありますので、そういうことも含めて総合的に、どうしたらいいかということはこ

の協議会の中で検討していく必要があるのではないかなと思っています。 

 

（地区会長） 

 これは、以前に高江集落から地区要望として出したテーマです。それが先ほどご説明さ

れたような経緯でもってできないということなのですが、よく考えてみると、この橋を利

用する集落は、北側の集落で山奥のほうの集落なのですが、１０集落あります。子どもの

数はそんなにいませんが、集落の数としては１０集落が該当するという橋でして、これは

１集落の問題ではないのではないかと、福部町全体の問題ではないかなということで今回

このテーマを出させていただきました。実際、子どもの数は少ないのですが、やはり近道

をしていきたいという心理もありまして、実際にはこの高江の集落のほうを自転車で通学

しているということです。いろいろご検討なさっておられるようですが、もう一度ご再考

いただいて、ぜひ実現していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 この話は、かなり高額で幾らかとか、あるいはなぜ上流側に歩道をつける案は検討され

なかったのかとか、一部質問にお答えできなかった状況もあります。それらも含めて少し

検討してみたいと思いますが、２車線の車道幅員５ｍは確保されているのですね。 

 なぜ、つける歩道の幅をとらずに橋をかけたのかなと思って見るのですが、この橋は、

今は市道ですが当時は村道だったのですね。その当時の交通量が少なかったのか、交通安

全上、通学路としての心配がなかったのかよく分かりませんが、今の時点で本当に危険が

あるならば考えなければいけませんし、橋のところが狭くなっているところは市内にも例

はたくさんありまして、単独に歩道橋をかけるよりは新しく橋を架け替えるぐらいのとき

につくるのかなというのが通常の対応です。ただ、とても交通量が多いとか子どもの安全

が確保できないというところは、構造によっては両側にせり出すようなことをしてみたり、

あるいは単独の歩道橋を自立する形で元の橋とかかわりなくそばにもう１本橋をかける形
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で実施したり、いろんな事例があります。 

 

（道路課長） 

 新しく歩道橋をつくるかどうかという問題については、今ここでは答えられませんが、

方法として一つ考えられるのは、ガードレールがつくってある部分を少し張り出しをして

広げて、そこに歩道の空間を確保するというようなことも検討できるのではないかと思っ

ているのですが、それについても今回の地元の意向も含めて、実際、協議会の中で検討は

していくのではないかなと考えています。 

 

（竹内市長） 

 ここの基本的なデータで、例えば交通量とか、子どもたちが何人通っているのかという

ようなことも、地元ですぐ分かることですし、我々も調べられます。検討して学校とも話

をして、とにかく安全は確保しなければいけません。場合によっては迂回路的に近道をす

るような車が通行しているとすれば、そういったことをどう考えるかとか、地域の宝であ

る子どもの安全確保のために必要だということであれば、また特別の配慮もしていかなけ

ればいけないと思います。ここは、そんなにスピード出して車が走る部分ですか。そうで

もないのでしょ。 

 

（地元意見） 

 地元ではなくて浜湯山のほうなのですが、私もよく知っています。やっぱり通勤の時間

に福部支所の前の信号を迂回するために裏道みたいな格好で、結構焦ってスピードを出し

て行き来する車が、その時間帯だけ多いような気がします。 

 

（竹内市長） 

 全体の道路網として、安全に交通を処理するような道路計画的な観点から改善する点は

ないのかとかいろいろ研究した上で、差し当たりすぐにでもできることがあればやればい

いですし、この頃はよく通学路を中心に 高速度を３０ｋｍ／ｈに規制して、早く通れな

いようにするとあまり入り込んでこないとか、交通違反になりますから警察官に見てもら

うということも考えられなくはないのですが、物理的にすぐできなければほかのソフト的

な施策も含めて考えるということだと思います。また地区会長さんにも相談に乗ってもら

ったりして知恵を出したいと思います。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

 橋梁新設に約６千万円費用が掛かります。 

 その他に、警察との協議により、橋の手前で横断することはできず、全線歩道の付け替

え工事が必要となります。 

 今後は、橋の新設のみが全ての対策ではないので、総合的にどのような対策を行ってい

くかを協議会の中で検討していきます。 

 

７ 市政の課題についての意見交換（フリートーク） 
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（竹内市長） 

 あらかじめ聞いていたお話もあったようですから、順次答えてもらったらどうですか。 

 

（支所長） 

 正式な項目としては出されていませんが、湯山トンネルの中の照明、センターラインの

整備について意見を出された方がありました。これは、砂丘から湯山に抜ける覚寺のトン

ネル、あるいは湯山のトンネルの中が暗いのではないかということで、安全運転のために

何か措置してほしいということで今回出されているものです。内容としましては、９号線

バイパスの工事が進み、今後も交通量が多くなることが予想されますが、特に自動車道と

して正式に通ることになりますともっと交通量が増えるのではないかということで、この

トンネル内の照明が暗いのではないかと、あるいはセンターラインも排気ガス等で見づら

くなっているので、安全運転のためにはこのあたりについて対処をお願いしたいというも

のです。担当する都市整備部と企画推進部のそれぞれで回答していきたいと思います。 

 

（道路課長） 

 覚寺トンネルと湯山トンネルの２つのト

ンネルについては、平成３年度に供用開始

されたものですが、このトンネルを管理し

ていますのが国土交通省でして、国土交通

省に確認してきたことをお知らせしたいと

思います。 

 湯山トンネル内に照明がついていますが、

現在ついていますのはオレンジ色というか

黄色のタイプで、ナトリウムランプという

ものが設置してあります。トンネルの照明

も含めてナトリウム灯というのは長寿命で

あるということで、昔はこの長寿命のもの

を使って、維持管理が大変なので維持管理

費を削減していくということもありまして、

この黄色いナトリウム灯というものが現在

使われています。国交省に確認しましたら、

湯山トンネルについては今後、全てを白色

の、今はやりのＬＥＤの照明に変えていく

計画を持っておられます。今年度実施する

予定にされていまして、１２月には完成す

る予定と伺っています。このＬＥＤ照明に交換することによりまして黄色い色から白い色

に変わって自然の光に近づくことになりまして、現在よりも見やすくなるのではないかと

伺っています。 

 覚寺トンネルについては、平成２３年度に一部改良が行われていまして、ここももとも

とオレンジ色のナトリウム灯でしたが、白色に変更されています。部分的に黄色いのが残
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っていますが、２３年度では蛍光灯とな

っていますが白色で、今、通ってみられ

ても湯山トンネルに比べて覚寺トンネル

のほうは見やすく、明るく感じられてい

ると思います。こちらについては、一応

２３年度に改良が終わっていますので、

国交省としても当面は今の状況で維持管

理していくと伺っています。 

 いずれについても、皆さんの意見を聞

きながら、今後ともトンネルの照明の維

持管理については適切な維持管理を行っていただくように、本市としましても要望は続け

ていきたいと思っています。 

 

（企画推進部長） 

 この湯山トンネルの内部は、センターラインにリブといいまして突起物が設置してあり

ます。センターラインにタイヤが乗り上げるとごつごつという振動を与えて、ドライバー

の注意を喚起するような構造になっています。 

 また、覚寺トンネルは通常の追い越し禁止の黄色いラインということで、これが経年劣

化で色が薄くなって剥げていたりするという現状です。先般も大きな事故が発生したとい

う事実もあります。私どもとしましては、所管をしています鳥取警察署のほうに要望しま

すし、また、鳥取警察署のほうで現地の確認をしていただいて、補修は必要だという認識

はしておられます。現在のセンターラインの幅１５ｃｍをもう少し広く２０ｃｍにして、

またラインが先ほどの照明のこともあってかちょっと見にくいということもありますので、

色自体をもっとよく分かるような高輝度というのですか、明るくよく分かるラインにとい

うことで、鳥取署を通じて、実施の判断をする県警本部へ具体的な内容の要望をしていく

ということです。 

 

（地元意見） 

 先ほどからバイパスの話が出ていて、交通量がどうなるか分かりませんが、今後、バイ

パスのほうがどんどん増えて福部地内の砂丘のところから駟馳山までの間の交通量が非常

に減ってきます。交番が合併後なくなって、パトカーが来て福部町内をパトロールしてい

るようですが、車が減るということは静かになっていいのですが、福部町の治安の問題で

心配な面があります。警察にお願いするのがいいのか、ここで話をするのがいいのか分か

りませんが、安全ということに関してお願いしたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 道路整備等の関係で既存の道路の交通量が減るということですよね。それで治安の問題

が起こるという関連が、もう一つ実態がよくのみ込めないのです。もう少し具体に話して

いただくとよく分かると思いますが、どういった区間のどのような治安問題が起こるのか。 
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（地元意見） 

 結局、車が通らないと逆に不審者がいても分からないし、静かになれば静かになってそ

っちのほうが危ないと思うのですが。 

 

（支所長） 

 今、おっしゃっているのは、旧国道について自動車道ができた後、格段に通行量が落ち

た場合に、人の目がなくなることで逆に今度は防犯上の問題があるのではないかという懸

念をされているところです。ただ、こればっかりは実際に通行が始まって通行量がどの程

度になるかというのが今のところ予想がつきませんので何とも申し上げようがないのです

が、この管内は岩美署が持っておられますので、巡回に力を入れていただく、あるいは鳥

取署からも回っていただくような何らかの方法をまずは警察に考えていただくのが第一か

なと思っています。 

 

（竹内市長） 

 関連して、それはこういうことなのだよとか、こういう対策があり得るのではないかと

いう、今のお話に関連したご意見はありますでしょうか。近隣の該当地域の方とか、いろ

んな危険性など感じておられますか。 

 

（地元意見） 

 自動車道ができますと当然、旧国道は車両が少なくなりますし、それに伴って店舗が少

なくなるということなのです。今、ガソリンスタンドも閉店しました。それから、パチン

コ店の空き店舗があります。ああいうこともいつまでもほっておくのかということと、私

もいろいろ警察のほうの仕事もさせていただいていますが、観光地でもあるし県外車が入

った場合、どこの車か、誰の車か分からないので、事件、事故が起きたときに対応がしに

くいと。それで、道路が暗いということで通報もしにくいという観点があるのではないか

ということで地区民の方は心配されていると思います。その対策を、岩美署でパトロール

を強化してもらうとか、鳥取署で巡回を増やしてもらうという対策を考えなければいけな

いのではないか。今はまだ実態が分かりませんから、その実態が分かった時点でそういっ

た対策を考えていただきたい。今言ったように店舗がなくなって、ガソリンスタンドやお

店屋さんがだんだん少なくなって暗くなって、観光地でもあるし、県外車がかなり入って

きます。停めるところがなければ道端でも置いたりということになるのではないかと思っ

ています。 

 

（竹内市長） 

 ある程度、状況の理解は深まりました。引き続き、この課題についてはどういうことを

したらいいのか警察署との連携を図ります。道路でも鳥取市が所管しているものは道路課

ですが、防犯灯というのがあります。この辺は交通量も減って、あるいは空き店舗状態に

なっているから暗くてだめだということで防犯灯を申請される場合は、支所を通じて出し

ていただければ市の事業で設置します。その場合は電気代を地域に負担していただくとい

うルールであったと思いますが、そういったことも含めて、やはり警察のパトロールカー
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に巡回してもらうということも実態を把握する上でも重要です。そういったことの検討が

道路整備が完了して開通する以前でも、あらかじめ考えておいていただくのはいいことだ

と思います。お話をいただきましたので、ここでのそういうご意見に対して警察署との関

係で防犯的な取り組みができるように、持ち帰りまして中で検討したり、また支所とも一

緒になって対応を検討したいと思います。 

 

（竹内市長） 

 先ほど浜湯山のいろんな取り組みが出ていましたが、来年の正月、今度は午年ですが、

またお種弁天さんのところで年末年始のことはされる予定でしょうか、少し質問してみた

いと思います。一旦きれいにされて、また来てもらったほうが僕はいいと思うので、寒い

中ではありますが、いろいろおもてなしをされたりいろんな販売も多少されていたと思い

ます。その辺はどうかというのと、全体で集落が２１ありますが、ほかの集落でも同じよ

うなことを大体やっていらっしゃるのでしょうか。先ほどご紹介いただいた浜湯山は比較

的大きい集落だとは思いますが、ほかにも大、小いろいろ集落があると思います。地域で

もいろいろやっておられると思うし、やってほしいと思っていますが、ほかの集落での取

り組みは、うちでは大体こういうふうだとか、特色ある内容はこうだとか、集落が活性化

しているようなほかの模範的な取り組みといいますか、何か紹介していただければもっと

全体的な姿が頭に入るような気がしますが、どんなものでしょうか。１集落の例というこ

とであったと思いますので、ほかの集落ではどうなっているか、何かいい話があればご紹

介を。 

 

（地元意見） 

 浜湯山の場合はたくさんありましたが、海士についても大体似たような行事は年間行っ

ています。ただ、浜湯山の肝として先ほど感じましたのは、子どもさんにスポットが当た

っているのかなということで、そこのところは我々もこれから十分参考にしながら自治会

活動を進めていきたいと思っています。将来に向けて子どもさんにスポットを当てた行事

と、展開ということで、これから参考にさせていただきたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 浜湯山は子どもだったのですが、岩戸は、ことし６５歳以上の老人会で今までやってい

た方が何とか助けてくれということで、私もその域になるので、では入りますということ

で、岩戸老人会を改称して岩戸楽寿会と、楽しく年をとる会という会を立ち上げました。

そうしますと、今まで集落でやった事業でそれぞれお務めの専門家がやっぱりおられるの

です、消防を直してくれるとか。山に草刈りに行くと、ジオパークではないですが大谷ま

での境界、中国自然歩道を年３回ボランティアでしてくれるのです、お金なしで。岩戸は

下の橋のところに岩屋地蔵というのがありまして、女性の方も自主的に今まで２、３回お

地蔵さんの掃除をしていただきました。お金を出さずに、申し訳ない、お願いしますと言

わなくても自主的にしていただくようになって、区長はことしはとても楽をしています。

浜湯山さんは子ども対象、岩戸は今、高齢者が燃えています。土日は福部の公民館まつり

ですが見てやってください。ちゃんと模造紙に岩戸楽寿会で活動の報告をしています。 
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 岩戸にガードレールをしていただきましてありがとうございました。我々はホッケとい

うのですが、岩戸から細川に上がる狭い、片側は山、片側は塩見川、そこが危ないもので

すから、岩戸の通学道路を私の一声で変えさせました。上の橋から内側を通って、浜側を

通って細川のところから入るようにして、あのホッケを通らせないようにしたのです。先

ほど高江の橋もあったのですが、私は少々遠くなっても安全なほうを通れと、一声で変え

させました。お不動さんの祭りのときにある親に言いました。去年も言いましたが聞かな

かった。でも祭りの次の週からもう上の橋を通って、うちげのほう側を通って、そのホッ

ケというところを通らずに、向こうを通って行くようになったのです。だから、そういう

方法もあります。安全第一なのだなあと私は感じました。子どもたちも気がついてくれて

いるのかなあと、親も気がついてくれているのかなあと思いました。 

 

（竹内市長） 

 どうもありがとうございました。前の検討課題にも一つ事例を挙げてご説明をいただき

ました。 

 岩戸の港にこの間行きまして、松も見てきました。傾いてちょっと危ないではないかと

いう話で、ああいう例はほかに鳥取市の中でもありまして、ワイヤでぐっと支えている例

があります。これは鹿野城址にある学校の近くの松ですが、これも２本あったのが１本倒

れてしまいまして、残りの１本はぜひとも救ってくれという話になって、基礎をつくって

鉄のワイヤで今、引っ張っています。あそこをどういうふうにしたらいいのか。でも、松

の話以上に真剣な話だったのは、砂で港が埋まって出入りが危険だという話でした。きょ

うはあのときおられた方が見えていますかね。 

 

（地元意見） 

 いない。 

 

（竹内市長） 

 港の関係者が何人か来て船の出入りの話でしたが、現場を見に行きました。本当に景色

がいいところですから、あの岩戸周辺では、やっぱりもっと安全に整備をしていけばいろ

んな可能性が高まると私は感じています。今後の課題ということで一応帰ってきています

が、来春にはまた砂を取らなければいけないなと思っていますが。 

 

（地元意見） 

 毎年、県にはお願いしています。 

 

（竹内市長） 

 鳥取市が管理しています。川から砂が出てくるので、その分を県にぜひ取ってくれと、

港の部分は直接的には県が管理区域外なので鳥取市の管理でやっています。 

 

（地元意見） 

 私が一番気にしているのは塩見川の改修です。どうなっているのかなと。毎年、テレビ、
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新聞のトップで、いいほうではラッキョウが日本一でうれしいのですが、塩見川の改修の

工程表をお願いしたらなあと、その１点だけです。 

 

（竹内市長） 

 ＮＨＫの全国ニュースのトップニュース的なところで塩見川の話が出て、私のところに、

鳥取市は大変だなという電話がありました。もちろん溢水して大変だというのはそのとお

りなのですが、鳥取市全域が大分浸水しているのではないかと心配して電話をかけてきた

人がありました。そんなことで有名になっても困ったものだというお話はもっともなこと

でして、ずっと計画的に整備をしていますし、細川のところの橋の関係やいろんな絡みの

事業もあります。工事を進めているのに治水効果が上がらないというのは私たちも悩んで

いますし、河口部分での浚渫ももう既にやっているのですが、なかなか効果が十分には出

てこないようです。この点は、県にも毎年毎年要望していますし、重ねて早期の治水効果

の発揮を強く要望していきたいと思っています。 

 

（地区会長） 

 今、福部で推進していることは、１つは花づくり運動というのが定着したと言ってもい

いと思います。鳥取市の市民運動推進協議会、並びに緑化協会の審査におきましても福部

町が 優秀賞とか優秀賞とか、上位をかなり占めるという状況があります。もちろん福部

町内におきましても、まちづくり協議会で審査をします。いろんな集落がたくさんいいも

のをつくりますが、鳥取市のそういう団体で受けられる集落がやっぱりいい花をつくられ

るということと同時に、その花づくりということについて、福部町内で定着してきたとい

うことが、鳥取市の他地域と比較した場合に目につくのではないかなと思います。 

 もう一つは、今から４年ぐらい前だったでしょうか、福部町文化協会という、いわゆる

地域にある郷土芸能とか文化を発表する会をつくりまして、今活動しています。隔年です

が発表会ということで、この会場におきまして、多くの町民の皆様に参加していただいて

楽しんでいただいています。 

 これは今、あまり申し上げませんが、学校問題というのが今後の福部の一番の課題であ

ると思っています。 

 

（竹内市長） 

 学校のことがテーマだと冒頭に地区会長さんも言われ、また再度ご発言がありましたが、

福部の小・中学校を、小・中一貫の９年制の学校に、例えば湖南学園のようなことも提案

されています。そうしたことも含めて、教育委員会でも地域の皆さんのご意見をいろいろ

伺おうと考えています。私の後で、学校教育課長が来ていますので、学校関係のお話をし

ていただきたいと思います。 

 それから、花づくり運動はご指摘のとおりで、私もそれはよく認識しています。昭和６

３年からむらづくり運動推進協議会が始まって花づくり運動が盛んに始まりまして、花壇

とかプランターコンクールでは鳥取市の中で毎年優秀な成績を上げておられます。 

 

（木村教育委員会事務局次長） 
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 学校の問題ということが地区会長さんのほうから出ました。ただ、その問題というのは

マイナスの問題ではなくて、これからこの福部をどうしていくかというプラスの問題で皆

さんが一生懸命議論を始められたと私は受け取らせていただきました。 

 まず、この福部地区では、「福部の教育を考える会」をしっかり立ち上げられて、アンケ

ートをとりながら将来の福部の学校はどうあるべきかという議論を今、まちづくり審議会

を中心にやっていらっしゃいます。こういう取り組みを今、教育委員会でも校区審議室を

中心に進めているところです。大事なことは、自分たちの地域にある学校を自分たちでど

ういう学校にしていくか、形ある学校をどうつくっていくか、そういうものを皆さんで熱

心に討議をしていただきながら、また教育委員会に返していただき、校区審議会に持って

いき検討をしていくという流れをつくっていこうと思っています。一応、１１期の校区審

議会は１０月２３日で、委員さんの任期は終わりまして、新たな委員さんも決まりました。

そして１１月２７日から第１２期の校区審議会が始まります。その中には、福部町からも

委員として入っていらっしゃいますし、そういう中でしっかり議論していただきながら皆

さんの声を届けていただければと思っています。 

 

（地元意見） 

 蔵見上野簡易水道をつくっていただいてありがとうございます。消火栓もつけていただ

いているのですが、その水道工事の負担金が５０万円ぐらい、それから消火栓で消火する

機具とかホース格納庫にお金がかかります。以前は助成があったのですが今はないという

ことです。自主防災会からホースとか、１万８，０００円とか、そういう助成はあるので

すが、みんなが困っていますから、もし何か助成ができることがありましたらお願いした

いと思います。 

 

（竹内市長） 

 簡易水道のお話も触れていただき、簡易水道とあわせて火災のときの消火栓が整備され

るということですが、その場合の筒先とかホースとかいった必要な備品、これは自主防災

会で、 初は確かワンセット用意して渡していると思います。毎年、大体年２回ぐらい自

主防災会の活動をしていただくときに助成金として活動していただくことを奨励するよう

な意味で、別に実費支弁という意味合いが薄くなっていますが、１万８，０００円を支援

しています。こういったお金を少し貯めたりしていろいろ必要なものを調達していただい

ています。実は、少し検討しているものがありまして、実質的には来年度になるかもしれ

ませんが、自主防災会の支援の充実強化ということです。きょうも防災フォーラムがあり

まして、地区会長さんが自主防災会の副会長さんとして出ておられましたが、私もその場

でも発表したのですが、自主防災組織を張りめぐらして、各集落でも自分たちの地域を守

るという組織ができてくるのは重要です。消火栓を幾らつくっても、消火栓を実際にあけ

て使ったことがない人ばかりで、つくっただけではほとんど意味がないので、集落ごとに

でも、ある程度活用していただけるような組織として自主防災組織をつくろうということ

にしています。そういったところの支援強化を、今、方針として打ち出して検討していま

す。鳥取市も防災の日を定めようという声が上がっていまして、これは自主防災会の会長

さんがある会議で発言されたのが大きなきっかけになっていまして、ぜひ防災体制の強化
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ということで進めていきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

来年の正月の対応について質問して答えをいただけなかったのですが、予定がどうなっ

ているでしょうか。 

 

（地元意見） 

 来年、浜湯山の区長をやらせてもらおうと思っています。詳しいことはまだ決定ではな

いのですが、ことしほどはにぎやかではないとは思いますが、１年で終わってしまうとい

うのはなんなので、どんどんにぎやかにやっていきたいと思っています。 

 それと、地域のほうでお金を出し合って、お種さんが祭られているお社を新築し、こも

り堂というあそこの小屋も改装しようということで、おもてなしを進めているところです。 

 

（竹内市長） 

 どうもありがとうございました。１万人来られますと、どういうふうに取り扱うか私も

よく分かりませんが、初詣でのお客さんはお賽銭も出されますし、ぜひ前向きに取り組ん

でいただいて地域の名所の一つになり、名物になれば、例えば白兎神社の場合は、白兎神

社で米粉を使ったうさぎ焼きとかいうようなものができて発売されていますが、そういっ

た名物の一つもまた生まれるでしょうし、大変いいと思います。期待しています。実は、

１月５日まで砂の美術館が開かれているので、初詣でと砂の美術館をセットでぜひＰＲし

ていただくと、鳥取市の収入も増えることになりますので、よろしくお願いいたします。

支所のほうもいろいろと相談に乗りますから、よろしくお願いします。 

 

８ 市長あいさつ 

 長時間にわたりましてご参加をありがとうございます。私は皆さんがこうしてお出かけ

いただいてコミュニケーションができたことを大変うれしく思いますし、大変皆さんには

お世話になっています。いろんなことでこれからも地域がよくなるために頑張らせていた

だきたいと思っていますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。 


