
 - 1 -

八上地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１１月１２日（火） １９：００～２０：３０ 

２ 会 場 八上地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２５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、山根農林水産部長、大島都市整備部長、久野新市域振興監、

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 

＜河原町総合支所＞窪田支所長（司会）、西尾副支所長、谷口市民福祉課長、

山根水道局河原営業所長、前田地域振興課課長補佐、岡本産業建設課主任、

大塚地域振興課主事 

            ＜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 

 平成２５年度の事業計画は、広報誌の発行、マップ作り、桜のライトアップ、地区敬老

会、八上姫の森整備です。輝きの里づくり協議会の広報を発行しています。 

マップ作りは、設立当初からいろいろ検討を重ねてきましたが、未だマップは発行され

ていません。来年度の総会で、廃止を含めて 終結論を決定する予定になっています。 

桜のライトアップは、八上姫の里実行委員会との協賛事業として約２週間の期間ですが、

八上姫公園にあります桜のライトアップをしています。 終日のイベント等も行っていま

して、その内容は、今年度は三谷の盆踊り保存会、チーム満天星のよさこい踊り、ＡＡＢ

Ａのコンサートなどで楽しいひとときを過ごすことができました。 

敬老会は、八上地区部落長会との協賛事業ということで、ファンタジアちづの手品、竹

友会の三味線ですとか、チームなでしこの傘踊り、曳寿会は曳田の老人クラブの会ですが、

曳寿会の八上姫竹ばやしなどで楽しいひとときを過ごしていただいたと思っています。 

八上姫の森整備は、八上姫の森実行委員会との協賛事業でして、年数回の公園整備です

とか、草刈り、清掃作業等を実施しています。八上姫の森整備では、石を組んで、川のよ

うに流れのようなものを造っていますが、こういうものも今進行中です。小高い、ちょっ

と丘みたいなところがありまして、少し土を盛って高くしてありますが、舞台となるとい

うか、中心の大きな石組みも完成しています。その周りに周辺の整備がなされているとこ

ろです。 

春の八上姫の森公園は、桜の木が植わっていまして、だいぶ花もたくさんつくようにな

っています。これは八上姫の里実行委員会がこの曳田部落、そこの若いかたを中心に組織
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されていまして、八神姫の里実行委員会、ここの活動がたいへん素晴らしい活動をしてお

られます。そのことが日本海新聞ふるさと大賞２０１１地域貢献賞に該当するということ

で受賞させていただいています。その式典は平成２４年３月１２日月曜日、鳥取市役所本

庁舎にて、市長さんより日本海新聞ふるさと大賞２０１１の表彰を受けさせていただきま

した。ありがとうございました。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 駐車場の舗装整備について 

＜地域課題＞ 

八上地区公民館敷地内の駐車場を舗装整備していただきたいです。雨の日には水溜りが

できます。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部】 

 八上地区公民館の駐車場整備については、

これまでから要望をいただいているところで

す。 

 ご要望の舗装整備については、地区公民館

前の市道拡幅計画の具体化の状況を見ながら、

実施に向け検討していきたいと考えます。 

 また、八上地区公民館は、平成２４年度に

実施した耐震診断調査の結果、耐震補強が必

要であることが判りました。 

 耐震補強事業は、平成２７年度実施設計、

平成２８年度補強工事を予定しています。 

 

（企画推進部長） 

本日もよく雨が降っていまして、この八上

地区公民館の駐車場を、さっきも確認させて

いただきました。確かに水たまりがところど

ころできるような、きちっとした整地ができ

てないような駐車場です。以前から要望をい

ただいておりまして、なんとかしなければいけないなという意識は十分に持っています。

しかし、この公民館前の市道の拡幅の計画があるということで、拡幅をするのであれば公

民館側に道路幅を広げなければいけないような状況であると思います。その拡幅がどの程

度しなければいけないのかといった具体的な方針なり、あるいは具体的な計画が決まりま

したら、残ったところが公民館の駐車場になりますから、本格的な舗装というのはそうい

った時点で実施したいなと考えています。それまで、水たまり等につきましては、例えば

小さい砕石を入れて、通常の維持管理の修繕でなんとか凌げたらなという思いでいます。 

なお、この地区公民館の件ですが、八上地区公民館は、平成２４年度に耐震診断をやっ
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ていまして、その結果、耐震補強をしなき

ゃいけないという結果になっています。耐

震補強の傷みの程度というのは一番上の方

の類でして、急いでしなければいけないな

ということです。今のところ、平成２７年

度に設計をしまして、平成２８年度に具体

的な耐震補強の工事をする予定としていま

す。もう少し早くできればいいのかも分か

りませんが、耐震化を予定している公民館

が鳥取市内全部で１８館ありまして、この

八上地区公民館よりもっと酷い建物もいく

つもあります。それら公民館の耐震工事等

が平成２６年度、来年度からやっと本格的

に始まるということで、八上は平成２７年

度に設計で、２８年度の補強工事という格

好になっていますのでご理解いただきたい

と思います。 

 

（地元意見） 

 実は曳田は伝統的に、何十年も昔から盆

踊りを欠かさずやっています。今年になっ

てここの駐車場でしました。その前は、八上姫公園でやっていたのですが、あまりに広す

ぎるのと、村から少し離れている、夜であるということで、言えば閑古鳥のようなイメー

ジというか、賑やかさが足りないというこ

とで、ここの駐車場全部を会場にしました。

道路も警察に許可を取って会場の一部にし

て、交通整理をして実施しましたら、従来

よりもかなりの人数、１５０人以上、村と

してはかなりの人数で、非常に盛況でした。

ところが、一番の問題がこの舗装だったの

です。それでこの案をこの度要望しましょ

うということにしました。昔から言います

と、曳田部落は河原の下で、全町から集ま

ってくるほど相当賑やかな伝統的な盆踊り

の式を欠かさずやってきています。ここが、お年寄りの多い中で非常に集まりやすいとい

うことで、曳田部落の一大事業にしています。そういう点では、舗装がないことで苦労し

ていることもありますし、舞台作りも、簡易的にコンテナを何十個も集めて、その上にコ

ンパネを貼って、それにシートをかけて舞台を作ってやっています。来年もこうしてやる

といいなというようなことですので、なるべく、石ころがゴロゴロ出るような状況ではな

く、簡易でも結構ですので、なんとか、２８年度まで待つのも長いような気もしますし、
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対策を取っていただけたらなというのが１つのお願いです。 

 

（竹内市長） 

 これまでの説明では、公民館の駐車場の舗装ということで、盆踊りの会場というのは、

おそらく全然知らなかったと思います。確かに盆踊りをするときに公民館もトイレとか、

いろいろ準備にも使えますよね。部屋もありますので、ここが使えて、中には着替えて出

たりとかもあるでしょう。そういう観点から舗装が重要なのだということで、雨が降ると

きに車で水たまりがあってというだけのものではないということですよね。支所からもそ

こまでは聞いてなかったし、そういう観点から、ちょっと考えなくてはいけないところは

あるように思いますね。 

 

（地元意見） 

 併せて、拡幅を少ししていただけたらありがたいです。現在の駐車場も実は畑だったん

です。それをお願いして譲っていただいて駐車場にしたという経過があります。隣も畑で、

今年はうまく工事が出来ましたが、あそこに不具合な状況がありまして、なんとか溝を整

備してほしいという声があって、整備を今年されたようです。できたらもう少し拡幅をし

ていただいたらありがたいなと思っています。やはり公民館活動を活発にやろうとすれば、

天神原や下曳田のかたがたもたくさんおいでいただかなくてはいけません。そうすれば駐

車場が１０台も入れば満杯になってしまいますので、もう少し広げていただけたらありが

たいと思います。 

 

（竹内市長） 

 今のお話は駐車台数の確保という点ですか。盆踊りのために広げてほしいと。いずれに

してもちょっと知恵を出すということも必要かもしれませんね。車のためにアスファルト

舗装しても水たまりが全然出来ないとはなかなか言い切れませんが、それはそれとして、

簡易なものでも、とにかく石ころがあるような状況でないほうがいいということでの舗装

という考え方もありました。どういうふうにするのか、そして、さらに面積を広げてとい

うことで、いっぺんに全部をやっていくということはなかなか難しいかもしれません。例

えば市道を拡幅するときに、面積も減るところでもう１回考えてみようかとか、そういう

道路拡幅との関係もあります。もう少し道路が駐車場側に入ってくるような計画にならざ

るを得ないようですから、どういうふうに考えていくかもあると思います。 

 それから、駐車台数は、特にたくさんのかたが車で来られるときは、いずれにしても足

らないから、近隣の駐車スペースをお世話いただけるところをお願いするというようなこ

とで確保する。 大の車の台数に合わせて駐車場を作るというのはとても大変なことです。

だいたい駐車場を作るときは、通常この程度は必要だと、特別多いときはまた別途手配す

るというぐらいの考え方で鳥取市は考えています。公民館の駐車場で大中小いろいろあり

ますが、人口規模とか、エリアの範囲とかいろいろなことで考えた場合に、何台ぐらいが

適当かという議論も、持ち帰ってしてみたいと思いますが、面積については、そういう検

討の結果どうなるかということを踏まえて判断したいと思います。 

やはりいろんなイベントのためにはこういう舗装も必要なんだというときに、公民館の
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観点から、あるいは市道の拡幅との関連でということで時期を考えましたが、地域活動を

円滑にする、今のお話なら盆踊りですよね、その他にもお使いになることがあると思いま

すが、そういう観点からどうかというのも考えて、公共事業で全額舗装するという方法以

外に、何か地域の皆さんと協働のまちづくりでなんとかできないかとか、どんな方法があ

るか検討してみてはどうでしょうか、担当部長さん。祭りが１つ念頭にあるとすれば、道

を整備するというようなときに、材料支給といった方法をする場合もありますし、どんな

方法が可能なのか。地域の皆さんで、自分もちょっと手を貸してやろうという人たちが出

て来られれば、そういったところにお願いしながら実現するとか、アスファルトで埋める

よりも、コンクリートで作ろうかということにでもなれば、それはまたそれで別のことも

ありましょうし、今のお祭りの観点など、どうでしょうか。 

 

（企画推進部長） 

 単なる車を止めてその乗り降りのときに水たまりがあったりして、都合があまり良くな

いといった観点での検討ということでしたので、せっかく舗装しても、道路の拡幅でまた

道路との取り合いで舗装がものすごく傷んだりということもあったりして、本格的な舗装

というのはそういった事業との兼ね合いでということでお答えしましたけど、別の用途で

使われるということでしたら、きちっとした舗装でない分にしても、この地域のかたとの

協働の方法もいろいろ工夫して、なるべく早く出来るようなことを支所も交えて十分検討

させていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 今の件について、地区の部落長さんのお考えはどうでしょうか。 

 

（地元意見） 

 ただ盆踊りに使いたいと言われましたが、駐車場に我々が車を止めても、狭くて止めに

くい。私たちは下曳田のほうから来ますけど、今日も農協の駐車場に止めて来ました。平

成２７年、２８年ではなくて、やってくれてもいいと思いますけど。今現在ああいう状態

ですから、そのぐらいの舗装をするのに２年も３年も待てれませんよ。私ならそう思いま

す。してあげてください。 

 

（竹内市長） 

 公民館のことは我々も大切に考えています。トイレの整備や耐震化などいろんなことも

思ってきていますし、舗装も前向きには考えているんです。しかし、時期をどう考えるか

とか、どういう内容の舗装で向かうかとか、いろんなことが議論になったので、しますと

いう結論で出ていませんが、今、部落長さんからも強く言われますし、どれくらい費用が

かかるのかも私も具体的な数字をもらっていませんが、たいした費用もかかりそうもない

ので、改めて持ち帰って内部でちょっと検討させます。 

 

（地元意見） 

 この間からこの耐震化のことを聞いていますが、平成２７年度から設計に入って、２８
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年度の５月か６月ごろの着工に向かうような話を聞いています。しかし、このくらいの舗

装に２年も３年も、もうちょっと早いことしてあげてください。 

 

（竹内市長） 

 早く出来るように努力しますので、具体の検討はさせてください。この場で即答という

かたちではないですが、できるだけ早く前向きにね。別に平成２８年度まで待ちましょう

と言ったのではなく、むしろ道路の拡幅整備との取り合い関係を考えて実施したいものだ

というのがポイントだったと思います。盆踊りは、いい行事だと思いますし、賑やかだと

聞きました。百何十人も出てこられるとは、２００世帯ぐらいのこの八上地区から考える

と非常にたくさんですよね。地域総出で盛り上がるということで、雨が降ったときは困る

なというような心配もあったり、石がゴロゴロしておれば回って踊るにも不便でしょうと

感じましたので、しっかり検討させてもらって、今のお話を受けて、地域に喜んでもらえ

るよう、前倒しで実施するようにしたいと思います。 

 

（地元意見）  

今年は式年遷宮の年です。それで、個人的な資金で、伊勢の文化財の太神楽の実行委員

会を立ち上げたのですが、駐車場の舗装がしていないために、公民館の前でしました。斜

面なので、神楽のかたが失敗されるのです。ポンと上げたりとか、刀や曲芸をする神楽で

すから砂利ではできないので、そういうときに前でするしかないということですが、勾配

が作ってあるものですから。そういうこともあります。曳田というところはいろんなイベ

ントを結構するところでして、これに報告してないのは、鳥取の樗谿よりも数の多いホタ

ルです。もうすごいです。よそから来られるかたもあります。そういう点では曳田だけじ

ゃない部分もありますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜補足：協働推進課対応方針＞ 

１ 全市地区公民館の中で駐車場未舗装の地区公民館は、八上と青谷の２施設のみであり、

また、今年から地元の盆踊り等に利用されていることも踏まえ、平成２６年度実施に向け、

検討したいと思います。 

 

２ 現在、八上地区公民館敷地内には約１２台（玄関前５台、駐車場７台）が駐車可能で

す。また、大きなイベント時等は隣の旧ＪＡ八上支店の敷地の借用（約８台駐車可能）に

より対応していただいており、他の地区公民館に比べても駐車場面積が特に少ないという

状況ではありませんので、現状での利用をお願いします。 

 

２ 市道の安全対策について 

＜地域課題＞ 

市道「曳田～諏訪線」の危険箇所（湯坂）の安全対策をお願いします。道幅が狭く、交

通事故が多発し、正面衝突も発生しています。積雪時には車両のすれ違いができず、また、

消防車など大型の緊急車両の通行ができません。道路の拡幅等、対策をお願いします。 
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＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

市道曳田諏訪線は、県道から湯坂までの車道幅員は、１．５ｍ～２．０ｍ（全幅２．０

ｍ～３．０ｍ）の間で大型車両の進入ができません。しかし、湯坂以降の車道幅員は３．

０ｍ～３．５ｍ（全幅４．０ｍ～４．５ｍ）あり集落間の通行には、支障はないと考えて

います。この、県道から湯坂の区間には八上公民館もあり、拡幅の必要性は認識していま

す。県道バイパス整備と同時に、水路の暗渠化等の有効利用を行い幅員３．０ｍ程度確保

していきたいと考えていますが、地元の寄付が前提となりますので、皆様の協力をお願い

します。 

 

（都市整備部長） 

 ご要望いただきましたこの市道曳田諏

訪線は、県道から入ってくるところの幅

員が１．５ｍから２ｍぐらいで、特に大

型車両の進入がしづらい地域となってい

ます。ここから奥に入っていきますと比

較的まっすぐな道路で幅員３ｍは確保で

きています。今日もう１度実際に歩かせ

ていただきましたが、その部分がネック

であろうと考えます。曳田バイパスの計

画がありますので、その完成後、こちら

から公民館に向かって来られるというル

ートの活用も想定されますので、市とし

てもこのバイパス整備とタイミングを合

わせて拡幅整備する必要を感じていると

ころです。 

整備の方向として、まず水路に蓋かけ

をして、その上を使わせていただくとい

うのが１つの提案です。ただ、現時点で

は、その水路の部分が道路の部分なのか、

皆さまの敷地の部分なのかをこれから調べて相談させていただくことになろうかと思いま

す。本日歩いている限りでは、水路に蓋かけをすれば概ね３ｍは確保できます。ただ、ご

要望の内容が、消防車がきちんと入れるということだと伺っています。こちらの所管は八

頭の消防署になりますが、確認しますと、消防車の幅は２．４ｍほどです。まっすぐな道

路であれば３ｍ確保すれば通れますが、全長が７ｍ強、８ｍ近くあります。この水路は、

一部ではすでに水路に蓋かけしまして、すれ違い用の退避所のようなところを作った箇所

もありますが、この水路に蓋かけをして、このままで消防車が曲がれるかというようなと

ころも図面上で検討しながら協議させていただければと思っています。今拝見しますと、

蓋かけをしても７ｍの消防車が通れるかどうかというのは、本当に図面上で検証してみま

せんと微妙なところがあります。そこの検証を一緒にさせていただくとともに、蓋かけの
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部分、水路の部分も寄贈いただければ、その上に市として蓋かけをして引き続きその水路

としての機能は残したまま、上を通れるようにすることは可能です。さらに広げるとなり

ますと、やはり地元の協力なくしてはできないところがありますので、バイパス整備と歩

調を合わせながら、水路も含めた図面を作り、本当に八頭消防署の消防車が曲がれるかと

いったようなところも検討しながら内容を詰めていきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 市道の安全対策について、特に湯坂のところの関係者のかたからの要望もあって、危な

いということで水路に蓋をかけて広げることと、それからもう１つは勾配が急ですから、

これを緩和するというようにお願いしました。市でとりあえず予算をつけて実行できる段

階には来ていたのですが、設計をされるときに問題になったのは、隣のかたの家が水路よ

り低いのです。それで結局、今、ギリギリに幅を取って、その水路を上げて蓋をして道と

したら、雪が降ったときに、自分の屋敷に除雪された雪が落ちるという問題が起こりまし

た。そういう問題があったので、もしそういう計画をされるときには、その辺も十分検討

していただければと思います。 

 

（都市整備部長） 

 私も歩いたときに、蓋かけをすると建物との隙間が、手が入れにくい空間になるという

ようなことを思い浮かべましたので、重々気をつけて対応させていただきたいと思います。 

 

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） 

 駐車場をもし舗装されるときがあれば、水路の横が砕石のままで舗装されていません。

あの上にコンクリートを１ｃｍぐらいの厚さで敷いていただければ。普通一般的にはコン

クリートが敷いてあります。だから、併せてお願いできればと思います。 

 

＜補足：協働推進課対応方針＞ 

 八上地区公民館駐車場隣接の畑地に接する市道の未舗装部分については、地区公民館駐

車場の舗装時に併せて、道路課により市道舗装することとします。 

 

（地元意見） 

 実は水路の蓋が現在してあります。３００ｍぐらいの水路です。県道に出る裏の水路で

すが、５年前に部落で要請し、４年前に一部着工していただいて、完成しました。蓋の音

がするので、音の防止の工事です。その工法でいいだろうということで、部落の我々も了

解して、残りの分をやっていただこうということでお願いしていたんですが、４年前に５

０ｍしていただいて、それから１年置いて去年、今年になるのかな、今度は県道側から５

０ｍぐらいその防音の工事をしてもらいました。区長さんを通していつもお願いしていま

すが、予算の関係で今年はできないというような返事を聞いています。わずか３００ｍほ

どの防音のためのコンクリ詰めです。そんなに大きな工事費がいるとは、ちょっと考えら

れないのですけど、５年も６年もかからないとできないのかなと。長年の部落からの要請
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です。そこは通学路にもなっていますし、途中、半分までは中型の消防車が入るように道

路の拡幅もしました。そういう道路なので、早く音がしないような工事をやっていただき

たいと切に要望したいと思います。 

 

（道路課長） 

 平成２１年度に地区の要望としていただいていまして、平成２２年度から年次的に整備

していくということでやっているようです。平成２２年度はこちらの方からやって、先程

今年と言われましたけども、平成２４年度はこちらの方からやったと。支所からは、今年

もやるような予定にしているという話を聞いています。平成２５年度と２６年度のあと２

ヶ年かけて完成する予定と考えているところです。何年かかるのかということもあります

が、いろんな要望が出ている中で、皆さんの要望に少しずつでも応えていくということが

あります。少しずつではありますが、あと２年ぐらいで完成をしたいと考えていますので、

よろしくお願いいたします。 

 

（支所長） 

 ちょっと補足をさせていただきます。以前蓋をかけた中で、車などが通ったら音がする

ということで、音がしないようにお願いしたいということをお聞きしました。今年の６月

に支所でやった座談会で要望をいただいたと思います。南工事事務所が、そのあたりの予

算は保有していますが、今年度は途中だったもので、緊急対応ということで全部ができな

かったので、部分的に途中までその音がしないような対策をさせていただいたということ

です。残りは平成２６年度に全部対応をするというように聞いています。 

 

（地元意見） 

 今、本庁のかたは平成２５年度、２６年度で完成したいとおっしゃったんですが、支所

長さんは、来年度しか、ということですか。 

 

（支所長） 

 今年は途中からのお話でしたが、緊急対応ということで実施しました。ただ、全線する

予算が確保できなかったということで平成２６年度、来年度に残り全部させていただくよ

うに担当部署は計画していると聞いています。 

 

（地元意見） 

 いずれにしましても、平成２６年度には全部防音工事が終わるということですね。 

 

（支所長） 

 そうです。 

 

（地元意見） 

 行政の方へお任せしますので、平成２６年度年内に完成するようによろしくお願いしま

す。 
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（地元意見） 

 私は、聾学校を卒業してから、畳屋として仕事を続けてきて５５年目になりますが、去

年、畳はもうなかなかできないということで、休みのときにぼちぼち畳を作っているぐら

いです。 

 バスの問題についてです。前は北村から鳥取までバスにずっと乗って出られたのですが、

去年からかバスの路線が変わって、中型バスのようなタクシーみたいなものに乗らないと

いけない線があります。人が少ないというのもあるのですが、最近は前と比べてバスが大

きくないので、買い物をして荷物を持って乗るのには、タクシーのようなバスはとても狭

くて小さくて、私たちにはとても使いづらいです。 

 

（交通政策課長） 

 バスにつきましては、昨年の１０月１日から南部地域の実証運行ということで、幹線と

支線に分けた効率的なバス路線の再編を行っています。その中で幹線と支線に分けて行っ

ていますので、支線は一律２００円ということでさせていただいています。支線のバスに

つきましては、小学生の通学のときには大きいバスを利用させていただいています。それ

以外の場合につきましては、今現在では１３人乗りのバスで、乗合タクシーの運行をさせ

ていただいています。そのタクシーの方が経費的にも安くかかるということで、バスでは

なくタクシーで、以前からの便数を確保させていただいているところです。ですので、利

用実態に合わせた運行ということでご理解いただきたいと思います。また、料金も、以前

は鳥取駅から曳田まででしたら乗り継がずに、５７０円でした。現在は鳥取から河原口ま

でが５００円、支線内が２００円、乗継割引というのが１００円ありますので、６００円

ということです。それで、障がいをお持ちのかたは５７０円の半分でしたので、前は２９

０円でした。現在は曳田から河原口までが１００円、河原口から鳥取駅までが２５０円で

すが、５０円割引で、３００円ということで、１０円だけ増えていますが、ご理解いただ

ければと思っていますのでよろしくお願いします。乗り継ぎが出てご不便をかけますが、

市もなんとか公共交通を維持・確保していきたいと思っていますので、なんとかご理解を

お願いしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 鳥取市の１００円バスはいいのですが、河原の場合、小さいのは状況に合わない。おじ

いさん、おばあさんがたくさん乗るのに、荷物を持ちながら乗るにはとても大変です。そ

れから、幹線から乗り継ぎをするときに、運転手さんがその割引について分からなくて普

通運賃を払っていたということがあります。その辺も運転手さんによく広報をお願いした

いと思います。 

 

（交通政策課長） 

 利用実態調査を今月から行うことになっていますので、その状況を見ながら、どういう

ものになるか、今ので乗れないのかどうかというのを検討させていただきたいと思います。 

また、乗り継ぎにつきましても、バスの車内に乗継割引ができますというものを貼るよ
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うなかたちで進めたいと思います。 

 

（地元意見） 

 乗り継ぎの件ですが、私もアルコールが入るときには、バスを利用します。曳田からは

中型タクシーみたいで、乗り継ぎしますとは言ったのですが、券を運転手さんがくれなか

ったことがあります。そういうことがあるので、客に鳥取まで出られるかということを聞

いていただいて、いちいち乗客が言わなくても運転手さんの方から言っていただくような

ことを徹底していただきたいです。 

それから、できたら何便かは、北村から鳥取の直通便が欲しいなという声は聞きます。

やっぱり乗り換えは大変なんです、元気な人でも。自家用車がない人が利用されるという

ことは荷物を持った人も利用されます。だから、その辺を考えていただいて、できれば何

便かでも、前のようなバスが通ればいいなと思いましたので、つけ加えさせていただきま

す。 

 

（交通政策課長） 

 乗り継ぎの件につきましては、タクシー会社やバス会社に、その旨を伝えて徹底させて

いただきたいと思います。また、直行便の件につきましては、利用実態等、乗降調査とか、

今、評価検証を行っている 中ですので、その中でまたご意見として承らせていただきた

いと思います。 

 

（地元意見） 

もう１つ問題なのは、バス代のことです。前は良かったのですが、運転手さんが分から

ないのか、私たちは障害者手帳を持っていたら前から半額になります。河原の佐貫の人権

センターに聾の人が２年前ぐらいからときどき集まって勉強をしているのですが、そちら

の方にもっと補助をもらえたらいいなと思っているところです。それで、八上の方でも、

手話での交流は全くないので、生活の中で困ることも本当に多いです。それで、情報がも

っとスムーズにもらえるように補助していただけないかと思います。文章を読むというの

もありますが、情報が一番入りにくいというのが聾のかたの特徴です。人権センターに勉

強会で月に２回ぐらい集まっているんですが、その辺にも補助をいただけるとありがたい

なと思っています。なかなか私たちは情報を得るということが難しいので、ぜひお願いい

たします。 

 

（総務部長） 

 人権センターの情報の取得というようなことにつきましてお伺いしましたが、また詳し

く状況などを支所からでも聞かせていただいて、持ち帰らせてもらって検討します。お約

束させていただきます。また詳しいことは支所の方がお聞きしますので、実態をお聞かせ

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（支所長） 

 こちらから、確認させていただきます。 
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＜補足：河原町市民福祉課対応方針＞ 

月２回の手話識字教室で成果が上がっており現状のままでと考えております。地区公民

館で手話教室が開催できるか公民館と協議します。市の主催する行事には手話通訳者を依

頼しますが、地元の総会等につきましては、個人で必要に応じてさわやか会館へ手話通訳

者派遣の申し込みをお願いします。情報の取得につきましてはさわやか会館からの手話通

訳派遣、ｗｅｂカメラの利用をお願いします。また、手話識字教室の手話の講師と協議し

ながら情報提供に努めます。 

 

（地元意見） 

 今年の台風の大雨で部落内の道路が崩れて、支所に修理の依頼を出しているところです

が、災害復旧でやっていただくということをお聞きしています。予算の関係もあると思い

ますが、１日も早い修理をお願いしたいと思います。 

 

（支所長） 

 まところ山の方に行く途中の崖の崩れですね。災害の方で対応するようにしていますの

で、今しばらくお待ちください。 

 

（竹内市長） 

 担当の課長さんに答えてもらうのが一番いいと思うけど、応急的な措置などはやってあ

るのですか。 

 

（地元意見） 

 川の上に鉄板をかけていただいて、とりあえず通れるように。 

 

（竹内市長） 

 分かりました。とにかく、そういう計画や日程をあらかじめお知らせしておく必要があ

ると思います。何時ごろになったら工事にかかって、何時ごろになったら完成できるか、

査定の時期がいつかというのは行政で分かるわけだから。完成時期が来年になってしまう

可能性があると思いますが、何時ごろかがちゃんと知らされていますか。 

 

（地元意見） 

 工事が決まったら連絡させてもらうという連絡は入っています。 

 

（支所長） 

 査定がこの度終わったところですので、災害の方で来年予算をつけていただけると思い

ますので、予算がつき次第。 

 

（地元意見） 

 来年になりますか。 
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（支所長） 

 来年。 

 

（竹内市長） 

 その辺が大事なんです。 

 

（道路課長） 

 今回、災害査定を受けていまして、査定が通っていると思います。その分につきまして

は、今１２月補正で予算計上しています。時期的に予算がついてからすぐ出して今年が間

に合うかどうかというようなことにはなると思いますが、そういうふうに事業は動いてい

ますのでご理解いただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 支所を通じて、必ずはっきりした段階で時期をちゃんと知らせるように頼みます。 

 

（地元意見） 

 鳥取県の平井知事が手話言語条例制定のお話をされていましたが、地域とのつきあいの

ためにも、八上地区でも手話の勉強をするような機会を作ってほしい。今までもですが、

それがないとつきあいをしたくてもなかなかできない、顔を見て挨拶ぐらいしかできない

という状況があります。とても残念に思います。私も分かりたくても分からないこともた

くさんありますので、その辺をお願いしたいと思います。皆さんからの支援などを受けて

その辺もしていけたらいいなと思っています。 

 

（支所長） 

 手話教室などは鳥取市では行われていますが、公民館で今、手話の教室があるかどうか

というのは私は確認していません。 

 

（地元意見） 

 八上にはないです。まだまだこれからです。 

 

（支所長） 

 八上の方でそういうのをということですね。また公民館長さんと相談させていただきな

がら、検討させていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 私の方でちょっと補足します。鳥取県で全国初の手話言語条例というのが出来て、手話

を地域の中でもっと広めていこうということになりました。ですから、手話についての理

解を多くの人が持っていくことが大事だと私自身も思っています。市の職員も率先して手

話を学ぶということも重要ですし、地域の中で手話を勉強して、少しずつでも、子どもた
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ちから、大人の人から、そういう気持ちを持っている人が学びやすい条件を作っていくこ

とも大事だと思います。今、問題提起がありましたので、八上地域の中で検討していただ

きたいなと１つ思いますし、総合支所の中でも、朝、例えば、週１回でも毎日でもいいで

すが、１５分間手話を勉強する時間を取るようなことをする。鳥取市全体としても何らか

のかたちでもっと手話を普及していきたい。あるいは指導できる人を増やしてお願いをす

るというようなこともしていきたいと思います。 

地域、あるいは支所でいろいろな取り組みをするときに、指導者を派遣してほしいとい

うことがあったら、鳥取市としても検討しなければいけないと思いますし、対応しなけれ

ばいけないと思います。今日お集まりの皆さんに私からも呼びかけさせていただきますの

で、地域の皆さん、そして支所の皆さん、鳥取市の行政のメンバーもできるだけ機会を作

って、手話を勉強するようにしましょう。私からもそういう呼びかけをさせていただきま

す。 

 

（地元意見） 

 土地開発基金というのを鳥取市が持っていらっしゃると聞いています。三洋電機の跡地

を鳥取市が１７億８，６００万円という金額で買収されるということを聞いています。そ

れで、一体その土地開発基金というものはどんなお金なんだろうと思いまして、現在全体

でどのぐらいあって、その内の１７億８，６００万円を使われるということなんだろうか。

一体この土地開発基金というのはどんな性質の金で、どれぐらいあって、それを使った後、

どれぐらい残るのか。あるいは、市庁舎の方にこの金を使えないものなというような素朴

な疑問も持つわけでして、もう少しその基金についてご説明がいただけたらありがたいな

と。これがどんなものか、誰も知らないと思います。 

 

（総務部長） 

 土地開発基金についてです。これは三洋の土地も取得しましたが、そういった市が事業

に供するといった目的で取得するために日頃から積み立てているお金でして、全体として

は２６億円ほどありました。ありましたというのが、今、三洋の土地に１７億円ほど使い

ましたので、その分が減っていますが、まだ９億円近いお金は残っています。またちょっ

とずつでも積み立てて、こういった大きな土地を取得したりするときに使いたいなという

ことで考えています。そういった必要性のあるときに蓄えておいて、こういったときに使

います。そうでないと単年度ではなかなか１７億円のお金を一気に使って土地を取得する

というのはできませんので貯金をしていたということです。これは有効に使えたなと思っ

ていますが、まだ残っています。これもちょっとずつ積み立てていきたいと思っています。 

 

（竹内市長） 

土地開発基金は、この頃あまり使ってなくて、２０数億円のお金をそのまま取っておい

たんです。昔は、土地の値段が上がりますので、早めに手当をした方が有利ということで、

公共施設の用地で急ぐときには土地開発基金などで買っておいて使うということがありま

した。このごろは、土地の値段は下がるものですので、早めに手当てするという要請があ

まりありませんでした。使わないでお金を基金にしていましたが、今回、お金を一旦土地
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に変えますが、工業用地ですからその土地は売りますので、鳥取市の土地をタダで使わせ

るということではありません。売ったら、またお金が入ってきますので、この基金に戻す

ことができます。お金に変わったり土地に変わったりしながら基本的には土地開発基金と

して用地の手当てのために用意しておくということです。 

庁舎の建設には公共施設整備基金というのが、現在３５億円ぐらいありますので、そち

らを念頭において充てたいと考えています。庁舎整備のチラシにもそういった点を触れて

いますので、また後でご覧いただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 企業誘致をそこにされるということで、１社がすでに表明されたというようなことも。 

 

（竹内市長） 

 確実になりました。 

 

（地元意見） 

 そういう報道も聞いていますが、実は国英の工業用団地が造成されています。ところが、

あそこにはまだ１社も進出していません。新たに鳥取市にそういった工業団地のような土

地を取得されるとなれば、国英地区の工業団地には、おそらくどこの社も進出されないの

ではないかという具合に思ったりして、せっかく作られたものが無駄になってしまうので

はないかという気がしていますが、どんなものでしょう。 

 

（竹内市長） 

 正式には河原インター山手工業団地という名前になっていますが、今整備を進めていて

まだ出来上がってないんです。河原の運動公園は、野球場やグラウンドゴルフをする場所

の１つですが、あの近くの山林を開発して工業団地にする計画をしています。だいたい２

０数ｈａぐらいの土地を確保して、そこに道路をつけたり、防災調節池という池みたいな

もので、雨がバッと降ったときの受け皿なども作りまして、河川に急激に水が出てこない

ようにしますが、そういったことで正味はだいたい６ｈａぐらいになるようです、この山

林をならして作ったところが、約６ｈａぐらい。これを売り出せるのが平成２７年度以降

ぐらいになります。ですから、今、予約で進出希望は聞いています。確実に出たいという

会社もあります。あそこが出来たら必ず進出するからと言ってくださっている三洋筋の会

社などがあります。しかし、６ｈａ全部の目途がついているという状況ではありません。 

一方、三洋電機跡地で本市が購入したのは、５．１ｈａの既に整備が終わった工場敷地

で、それに対して新たな進出を、今、一生懸命呼び込んでいます。今年度２５年度と２６

年度で全部使い切って進出をしてもらおうと思っています。その後に河原工業団地の出番

が回ってきて、誘致の敷地になるという計算で、今私は動いています。５．１ｈａのうち

かなりの面積を今回進出する企業が使われるという計画を煮詰めていますので、近々発表

をさせていただこうと思っています。５．１ｈａを１社で使うのはちょっと無理なので、

１ｈａ以上ぐらい使う企業を呼び込んで、この５．１ｈａ使い切るには少なくとも３社ぐ

らいは必要だろうと、引き続き企業誘致に努めています。河原工業団地はインターに近い
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とか、高速道路に近いとかいいところがありますが、一方ではその周りが住宅地に囲まれ

ているようなところで、おのずと制限も出てこようと思います。他方で、河原インターか

らちょっと入ったところの山間丘陵地の中にある工業団地ですので、また、それなりの良

さもあります。開発にかなりのお金がかかってはいますが、造成した土地をできるだけ安

く売って、進出企業を確保したいと思っています。それによって、この河原町の地域を中

心に新たな雇用の場にしたい。当然のことながら、三洋電機跡地に進出する企業にも鳥取

市で職を求めている人がどんどん就職できるように鳥取市として支援しますから、この河

原町で希望される方はどんどん志願してほしいと思っています。新たな企業が来ると、そ

こで働く従業員の確保が課題になります。我々も企業誘致に行きますと、そこで工場を建

てた場合に十分な従業員は確保できるか、定着はどうか、これぐらいの年齢層のこうした

技能を持った人、あるいは事務系の社員になるような人はちゃんといるのかというような

ことも聞かれます。我々も新卒者、あるいは今求職している人がたくさんいますよとか、

正社員として希望している人が、求職が少ないので、企業が進出されると求人に対して何

倍も求職がありますよというようなことを説明して、企業進出を促しています。いろいろ

ご心配の向きもありますが、引き続き鳥取三洋の跡地も企業の誘致をしますし、河原の新

しい工業団地もある程度造成のかたちが見えないと、青田売りみたいなこともなかなかで

きません。見に来てもらって、ここならいいというところに立地してもらうことになりま

すから、もうちょっと時間がいるんです。そういうふうに理解してください。 

 

８ 市長あいさつ 

 本日は１時間半にわたりまして、地域の課題について一緒に話し合いができたことをた

いへん嬉しく思っています。また、関連していくつかご質問やご意見、ご要望もいただき

ました。考えてみますとクリスマスも近くなっていますので、ぜひ、舗装についてもいい

答えを用意しなきゃいけないんじゃないか、来年まで待たせるのか、再来年かなどと言わ

れないように頑張らなければいけないなと思っているところです。 

いろんな課題があります。災害復旧の点で早くしてくださいというご意見がありました。

情報をきちんとお伝えするということですね。それから、溝の蓋の件も、音がしない蓋を

平成２６年度に完成させようと我々は思っているけれども、伝わっていないということで

のご不安とかご不満がありましたから、もっと、もっと話し合いをして、いろんな機会に

支所としても、我々もそうですが、情報をお伝えする努力をしなきゃいけない。その場合

に、こういう機会にお話しいただくのもたいへんありがたいですが、日頃でも電話をかけ

てもらって、どういう予定になっているか分かる範囲で知らせてほしいと問い合わせがあ

ったら、支所の皆さん、ちゃんとお答えされるでしょう。そういうことに努めて、皆さん

といい関係を築いてほしいと思います。 

 

（地元意見） 

 本庁の意向はものすごくウエイトが重たいので、支所としてはやりにくいのと違います

か。そういうような気がします。 

 

（竹内市長） 
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 そういうことがないようにします。支所は支所で頑張っていますし、できるだけ得た情

報は伝えるということで、支所と本庁とのコミュニケーションも頑張りたいと思います。

いろんなことを教えていただきましてありがとうございました。皆さんと一緒にこの八上

の地域が住みよい、いい地域にますますなるように頑張りたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。 


