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河原地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１１月１５日（金） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 河原地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  １８名 

市側出席者  ２３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、大島都市整備部長、久野新市域振興監、河井教育委員会事務局次長、植

村林務水産課長、鈴木交通政策課長、綱田都市環境課長、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、

太田産業建設課長、山根水道局河原営業所長、前田地域振興課課長補佐、大

塚地域振興課主事 

            ＜事務局＞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 

 河原地区はご存じのとおり、千代川と八東川がちょうどこの河原地区で合流しますので、

災害、特に水害について関心の非常に高い地区です。地球の温暖化等々のこともありまし

て、ゲリラ豪雨であるとか、集中的にピンポイントで大雨が降るような災害が国内でよく

あります。そういった中で、千代川が氾濫すれば大変なことですので、防災に取り組む河

原地区ということをまちづくり協議会で打ち出しまして、自らの地域は自ら守ろうという

ことで取り組んでいます。 

 事業の内容は、まず「防災訓練の実施」と｢地区防災学習会の開催｣です。ここの隣にあ

る鳥取河川国道事務所の河原出張所が千代川の維持管理をしていることから、所長等々を

招いて、現状や水害を想定したシミュレーション等々もつくっていただき、そういうもの

を参考に学習会を開催しています。 

 次に「救命救急、ＡＥＤ訓練の実施」です。これは昨年、日赤の皆さんにお世話になっ

て実施したところ、皆さんが大変参考になったということでした。 

 「河原地区福祉・防災便利マップの作成」として、災害時に便利なようにということで、

河原地区の避難場所やＡＥＤの設置場所を載せたマップを作成して、今年の３月に全戸に

配布しました。 

 「防災用具の整備と用具格納庫の設置」として、芝公園の中に格納庫を設置しています。

中身はまだ十分ではありませんが、必要最小限のものはとりあえず揃えています。まだま

だこれから鳥取市にいろいろと要望をしていきたいと思っているところです。 

 防災研修会では、国土交通省の鳥取河川国道事務所河原出張所の所長さんに来ていただ
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き、水害に強いまちづくりに向けての研修会をここで実施しました。初めにも申し上げま

したが、皆さんが大変関心の深いことでした。特に、所長の話は、シミュレーションして

いただいた映像で見ると大変怖いなと感じました。これからも研修会等々を引き続き実施

したいと思っています。 

 河原地区の防災訓練を、昨年は１１月３日に第１回を、今年は１１月２日に第２回目を

実施しました。水害を想定して、降り始めからの雨量が３００ｍｍに達し、千代川の水位

が危険水位を超える恐れがあり、土砂災害発生の危険も予想されるということで、午前８

時３０分に河原町総合支所対策本部から各部落長に災害避難指示が出されたという想定の

もとで実施をしました。大変たくさんの方に参加していただきました。決して水ばかりで

なく、河原地区には上渡一木、谷一木、長瀬という集落がありまして、背後地が山ですの

で、土砂災害も想定されるということで、あわせてそういった訓練をしました。 

 避難所を芝公園にして、それぞれの集落がまとまってここに避難してきます。負傷者を

リヤカーで搬送しましたが、このリヤカーの購入について相談がありました。防災調整監

のところにも話に行きました。たまたま河原町の地域福祉推進協議会で県の補助金と合わ

せて補助ができるという話がありまして、旭河という集落は市営住宅ですが、そこに動け

ない方も２、３名あるので、ぜひにとお願いしましたところ、ほとんど自己負担なしで購

入できました。この間の訓練のときにもこれに乗って避難されました。なかなか便利で軽

くて、これは将来にわたって鳥取市として各集落にぜひとも設置を検討されてはどうかと

思いました。 

 芝公園へ集まった避難者は、平成２４年、昨年が２６９名、今年が２４２名でした。一

番問題になるのが、避難者の数の確認だろうと思います。各集落の責任者が本部に、どの

集落は何名、ただいま到着しましたと報告する訓練をやりました。 

 昨年の日赤奉仕団にお世話になった炊き出しでは、ハイゼックスをみんなでいただきま

したが、なかなかおいしくて、大変好評でした。やはりこういった訓練をとにかく繰り返

しでやることが一番大切なことかなと思った次第です。 

 日本赤十字社鳥取県支部による救命救急講習では、人工呼吸からＡＥＤの使い方、毛布

を担架にするやり方等々、大変勉強になりました。 

 今年は炊き出しではなくて非常食を出してみました。みんなでその乾パン等々を食べて

みましたが、そんなにまずくはないし、これで一時的にはしのげるのかなということでし

た。中には、おでんもあるぐらいですから、皆さん大変関心の深い試食会でした。 

 便利マップには、いろいろな施設の表示等々もありますし、一方では、かかりつけのお

医者さんや今飲んでいる薬、緊急の連絡先などを書くようになっていまして、全戸にこれ

を配布しました。 

 公民館には運動会の道具とか、いろいろな備品もたくさんあって、とても入り切れる状

況ではありませんので、防災倉庫に防災の最低限のものをということです。今後、必要な

ものはバケツ、つるはしや発電機等々は、今後整備していかなくてはならないものです。

これが役に立つようなことになっては困りますが、備えあればということで、ぜひとも今

後の整備について、ご検討をいただきたいと思います。 

 こうして防災訓練をやってみますと、いろいろなことが分かります。まず連絡体制です。

防災組織として、それぞれの集落には自警団組織がありますが、やはりいざとなったとき



 - 3 -

に全員が安心して避難できるような体制づくりが必要かなと思います。高齢者や要介護者、

子どもなどの支援をどうするかということと、避難経路の問題もあります。もちろん時間

的な問題もありますので、夜中に避難しろといっても、むしろ危ないということになりま

す。経路によっては水が溢れて、例えばここが避難場所だとすれば、ここに来るまでに災

害に遭ってしまうことさえ考えられますので、そういったことを常日頃から考えておかな

ければならないのかなと思います。 

 安全な一時避難所は、それぞれの集落の公民館がそうですし、この地区公民館もそうで

すが、河原地区には総合支所まで行けば鉄筋コンクリートのしっかりした建物があります。

なかなかそこまでの避難は難しいことも考えられますので、この地域にも何かそういった

しっかりした建物があってもいいのかなと思います。ここにも３階建てのものがリバーの

中にもありますが、いよいよなければ個人の方と交渉して、話をすることも必要かなと思

います。 

 やはり大切なのは、避難者の的確な情報把握です。けがをした人の状況や食糧の問題は、

日頃から区長さん方が集落の状況等をよく把握していただいて、一人世帯の方、老人の方、

自分で動けない方等々もありますので、今後こういったことにも十分対応していかなけれ

ばならないのかなと思っています。 

 ６番目に手動井戸の設置としていますが、いざというときには、特に大切なのかなと思

っていまして、今後早急に鳥取市としてご検討いただければありがたいと思います。 

 まちづくり協議会はいろいろ取り組んでいますが、ここ２年間は、安全・安心のまちづ

くりを進める上では一番重要な部分だということで取り組んでいます。今後とも防災訓練

については、引き続きそれぞれの集落はもとより、地区全体としての取り組みを進めてい

きたいと思っています。 

 そのほかいろいろな事業も取り組んでいますが、ご理解とご支援を心からお願い申し上

げまして、報告にさせていただきます。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ かわはら芝公園の防球ネットの設置について 

＜地域課題＞ 

地区内唯一のスポーツ広場で、地区民の宝として連日、少年や児童の歓声があがり、健

全な青少年育成の施設となっています。昨年から野球のボールやサッカーボールなどが柵

を越えて、民家・商店のガラス窓を割る事件が発生しました。まちづくり協議会でガラス

窓の修理をしましたが、球技を規制することは、育ち盛りの子どもたちには酷なことです。

精一杯遊べる環境を作ることは大人の務めです。 

そこで、周囲に高さ５ｍ程度の防球ネットを張り巡らせてほしいです。予算は１５０万

円～２００万円で設置可能です。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会】 

 河原スポーツ広場（通称＝かわはら芝公園）は周囲を建物に囲まれており、防球ネット

があれば、子どもたちがよりのびのびと野球やサッカーを楽しめる広場になると考えます。 
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 防球ネットを設置する場合、建物に非常に隣接していることもあり、台風などの強風に

も耐えられる強固な構造とご提案以上の予算が必要と判断しています。 

 そのため、周囲全体への設置は困難ですが、建物との隣接状況により必要な範囲内での

防球ネットの設置など、対策の検討を進めます。 

 

（教育委員会事務局次長） 

かわはら芝公園については、皆さんご

承知のとおり、旧河原保育園の跡にでき

ました。周りには商工会さん、道路を挟

んで、国交省さん、そして鳥銀さんや民

家、倉庫があるという状況です。具体的

には奥のほうの窓ガラスが割れたり、右

側のほうにあります木造の倉庫のガラス

を割ったことがあるということです。現

在の使用については、地元の高齢者のグ

ラウンドゴルフの同好会の方とか、当然、

地元の運動会、そして公民館事業でしょ

うか、子どもたちの夏のキャンプ、そし

てあゆっこ園の子どもたちも、運動会や

その練習にたくさん使われているという

ことです。 

 まず、ここでお礼を申し上げたいのは、

この芝生の設置について、苗の植えつけ

から始まり、非常にきれいな管理をして

いただいています。左のほうには花壇も

あり、季節柄今はちょっと花が寂しくな

っていますが、花のいい時期にはいい花ができているのだなと思わせていただいています。

残念ながらガラスを割るようなこともありまして、目の前にあります商工会の職員の皆様

方や地区公民館の職員も実害という部分が若干あるかもしれませんが、使っている小学生

や中学生に対して、使い方が荒いときには指導なり注意をしていただいているということ

です。教育委員会としましても、青少年の健全育成という部分で大変ありがたいなと、ま

ずもってお礼を申し上げます。 

 具体的にどのように対応させていただくかということです。ご要望のとおり、周囲を建

物に囲まれていますので、防球ネットがあれば子どもたちがより伸び伸びと思いっきり野

球やサッカーもできる広場になるとは思います。防球ネットを設置する場合ですが、昨今

の異常気象とか、今年は台風の当たり年で、強風が吹いたりということもあります。１５

０万円から２００万円程度でというお話はありましたが、設置するとなれば、強風が吹い

て倒れるようなことになってもいけませんので、しっかりしたものをしようとしますと、

ご提案以上のお金がかかってしまうのかなと思っています。ですから、周囲にネットを張

りめぐらすというのは、ちょっと困難かなと思っています。建物に近い部分については、
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部分的ではありますが、防球ネット設置

の対策を検討したいと考えています。 

 具体的には、高さは５ｍで、幅１４ｍ

のものと幅３２ｍの４６ｍほどですが、

検討させていただいてご相談をさせてい

ただいたらなと思っています。周りは９

０ｃｍぐらいの低いフェンスですので、

今後とも子どもたちの使用について、地

元の大人として、地域が子どもを育てる

という言葉もありますので、使い方につ

いてもご指導、注意等をお願いできたらと思っています。 

 

（地区公民館長） 

 かわはら芝公園の防球ネットの一歩も二歩も進んだ取り組みをお伺いして、本当に喜ん

でいるところです。河原スポーツ広場というのが今のあゆっこ園の土地にあったのですが、

あゆっこ園が新しくできるときに、それが振りかえられて保育園の跡地が河原のスポーツ

広場になりました。元のスポーツ広場に防球ネット等の設置がなかったものですから、新

しくできた芝公園に防球ネットはとても無理だという話を何年も伺ってきまして、非常に

苦慮していました。子どもたちの育成という大変大きな命題がありまして、ボール遊びを

禁止することは当然できませんし、防球ネットの対策は非常に急がれた課題だと思ってい

ました。一部ではありますが、防球ネットの設置を検討してもらえるということで大変喜

んでいます。今後のお願いとして、他の部分についても防球ネットの設置をおいおい設置

していただける方向に検討していただけたらと思っているところです。 

 河原地区にはこういう広場がありません。まちづくり協議会の管理に今なっていて、実

質的には公民館で管理はしていかないといけませんが、地域の大事な宝として、今後も子

どもたちに活用してもらうためには、防球ネットはとても大事なものですから、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

（地元意見） 

 南商工会も、先だって南商工会まつりをこのきれいな芝生の中でさせていただきました。

本当にいい場所ではあるのですが、ちょうど商工会が真向かいにあります。サッカーボー

ルとかいろいろ飛んできて、窓ガラスが割れる割れないはまだいいのですが、それにあわ

せてお子さんが出てきます。ちょうど道沿いなのです。ご存じのようにあゆっこ園もあり

まして、車の出入りも結構あります。今見たら出入り口がありますので、難しい部分もあ

るかもしれませんが、ボールを取りに子どもが飛び出すというパターンもあるやもしれま

せん。これは命に関わることだと思いますので、ボールがなるべく出にくいよう、一考を

お願いできたらなと思います。私は一番それが心配な部分ですので、その点もあわせて対

策を考えていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（教育委員会事務局次長） 



 - 6 -

 部分的だということで、確かにご心配は、現状であれば想定できたり、実際そういうの

も見ておられると思います。全部すればいいのですが、５ｍのネットで全て囲めば、子ど

もたちがそれでいいのかという部分も、教育部分については、やはり・・・。 

 

（地元意見） 

 一応道沿いということで、私は全部ではないので。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 それも含めて、今のところは９０ｃｍのフェンスしかない中で子どもたちが試行錯誤を

しながら、危険のところでもやっていると。ただ、今後このように一部ですが、ネットが

あれば例えば球が飛び出そうな遊び方については、こっちのほうでやろうでと、車が通る

ところはちょっとというご指導もしてもらいながらやっていただきたいという思いもあり

ます。今のお話については、また教育委員会としても考えてはいきたいと思っていますが、

使い方について地元のほうのご協力もお願いしたいなと。今までとは若干環境が変わって

きますから、そういうところも考慮していただきながら、ご指導をお願いしたいという部

分もあります。よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 なるべくならばということをお願いします。 

 

２ 千代川の洪水・水害対策について 

＜地域課題＞ 

袋河原部落の東側から円通寺上まで、千代川中洲の樹木が育って大きくなっています。

千代川の洪水の際、木々が大きく立ちはだかり、水の流れが悪くなり水かさが増し、河川

氾濫の最大要因になることが予想されます。 

 また、渡一木部落の東側から円通寺上まで、千代川の土砂が堆積しています。河床が高

くなり、川の水量が増したときに土砂の堆積量で水かさがさらに増し、河川氾濫の最大要

因となることが予想されます。 

 そこで、樹木と土砂の除去管理がされていないので、洪水対策を目的に、早々に樹木の

伐採除去および土砂の除去をしてください。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 千代川の樹木伐採及び土砂の撤去について、管理者である国交省に確認したのでお知ら

せします。 

 河川内の堆積土砂や樹木の繁茂については、日常の河川パトロールにより状況を確認し、

河川管理上支障となると判断した場合は、堆積土砂撤去、樹木伐採を実施しているとのこ

とです。今年度の樹木伐採は、出合橋から袋河原橋間の右岸側を現在実施中、稲常橋下流

の左岸側を公募伐採により実施する予定とのことです。 

 土砂の撤去については、平成２４年度に実施した千代川全域の測量結果によると「千代
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川河川整備計画」に基づく河川断面が十分に確保されていることから、当面、実施する予

定はないとのことです。 

 なお、袋河原上流左岸付近及び河原橋上流左岸付近は、国交省が平成２０年度～２２年

度にコンクリート壁を設置、また、稲常橋右岸側についても、今年度の完了を目途に堤防

補強工事が実施されており、着実な治水対策の進展により、安全性が高まっていると考え

ているところです。  

 本市としましては、今後とも河川の適正な維持管理が図られるよう、引き続き、国交省

に対する要望を継続してまいります。 

  

（都市整備部長） 

 千代川の樹木の伐採及び土砂の撤去に

ついて、国土交通省に確認したのでご説

明します。河川内の堆積土砂や樹木の繁

茂について、ご意見をいただいています。

こちらについて、国土交通省は、日常の

河川パトロールにより確認をしており、

河川の流量を確保する上で支障になると

判断した場合には、撤去、伐採を実施し

ているということです。 

 今年度の樹木伐採は、袋河原橋から上

流側については、現在、右岸側で伐採を

実施中です。それから、稲常橋下流の左

岸側については、経費削減のために切っ

た樹木はお持ち帰りいただけますという

ことでの公募伐採を予定しています。 

 それからもう一つ、土砂の撤去のご意

見をいただいています。こちらについて

は、平成２４年度に測量を実施していま

して、千代川河川整備計画というのがあ

ります。こちらは、戦後最大の雨量でも

大丈夫な流量を確保するということが計

画に位置づけられまして、測量した結果

ではまだこれは大丈夫な状態だというこ

とです。あくまで今後もパトロールを継

続していただいて、また何年かに一度は

測量も実施していただくという前提です

が、現時点では危険はないというところ

で、土砂の浚渫等までは予定していない

ということです。 

 現在、こういった対処もしていただき、
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測量も行われているところですし、また、袋河原橋の上流の左岸付近や河原橋の上流の左

岸付近に、平成２０年から２２年度にコンクリート壁を設置していただいたり、稲常橋や

右岸側についても、堤防の補強に今年度取り組んでいただいています。そういった治水対

策に取り組んでいただいており、現時点ではできることは実施していただいているものと

考えています。 

 ただ、現在、気候の状況が変わってきていまして、先日も気象庁の関係者の勉強会に国

土交通省の担当者と私も一緒に出てきましたが、ゲリラ豪雨等もありますので、常に国土

交通省と我々とで最近の状況を踏まえて十分な流量が確保されているのかという点検は怠

りなくやっていきたいと考えています。また、現在、堤防の補強等をしていただいていま

すが、引き続き十分な対応がなされますよう、しつこく要望をしていきたいと考えていま

す。 

 

（地元意見） 

 千代川の洪水・水害対策について、土砂の撤去について記載されています。河川断面が

十分に確保されているということですが、この河川断面は、袋河原のところに新しくでき

たコンクリート壁を想定したところでの回答でしょうか。 

 

（都市整備部長） 

 コンクリート壁も含めて河川断面が確保されているという考え方だと聞いています。 

 

（地元意見） 

 実際のところそうであるなら、安全性が高まっていると書いてあるのですが、安全性が

高まっているのではなくて、現状維持を確保したという認識で我々はいるのです。やはり

安全性を高めるために、土砂撤去という速やかな行動をお願いしたいと我々地域からすれ

ば願うところです。 

 

（都市整備部長） 

 承りました。私のほうからもそういったご意見を、地域は感じておられるということを、

きちんと国交省河川国道事務所に伝えまして、この壁をどんどん高くしていって確保する

べきなのか、浚渫すべきなのかというところも、早目早目に情報をいただけるように働き

かけていきたいと思います。 

 

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） 

 これは、今始まった状態ではなくて、数年前から難問になっているのですが、市道の道

路が陥没して、道路各所に穴が開いています。詳しいことを言いますと、数年前に下水道

工事で下水管を市道の中に埋設するという工事がありました。その市道の隣に川が走って

いて、川の側壁のところから穴が開き、工事で埋め立てた土砂が川のほうに流れ出て、子

どもが落ちるぐらいの穴が開いています。市にお願いして、年に４、５回ぐらい穴埋めを

やっていただいています。対応していただいていることについてはありがたいと思ってい
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ますが、非常に回数が多いのと、私たち素人が見ても隣が川のところはみんな土砂が流れ

ていますので、根本的な対策をしていただけたらなというのがお願いです。 

 下水管が走っていて、そこの近くはコンクリートを埋めたりはできないので、現実は真

砂土とかそういうものを埋めていただいていますが、川に隣接した市道の側壁を例えばコ

ンクリートできちっと土砂が流れないようにしてもらうとか、護岸ブロックみたいなもの

を築いてもらって、市道の底の土砂が流れないように根本的にしていただきたい。私は支

所の方にも出ていただいてよく現場を見てもらっているのですが、子どもやおじいさんや

おばあさんも歩いています。大人も歩いているのですが、穴が開いたという連絡を、今年

も４件聞きました。支所にも、次の日にはもう部分復旧で直してもらっているのですが、

上の穴は３０ｃｍほどですが、中は１ｍ以上穴が開いていまして、人命に関わるようなこ

とになっています。今はそういうことはまだ起きていませんが、子どもが落ちると死亡事

故でも起きそうなぐらい穴が開いています。何年も続いてずっと部分復旧をしていただい

ていますが、川に隣接して道に穴が開いているところは、年次計画で結構です。費用もす

ぐにはとれないと思いますので、計画を立てて、土砂が流れないように、順次側壁をコン

クリートでしっかりしてもらうということが私のお願いです。 

 

（都市整備部長） 

 私も現地を見させていただきました。今

回、この繰り返しはさすがにおかしいとい

うことで確認したところ、河原町時代の下

水道の工事のときに、真砂土を入れている

のですが、用水側の止水がしっかりしてい

ないというのが根本的な原因かと考えます。

これは確かにこのまま放置しても何度も繰

り返し起きる状況ですので、できれば次年

度対応に向かいたいと考えています。 

 ただ、地元の協力をいただくことがあります。実はさっき懐中電灯でもう一度見に行っ

たら、地元の方も全部のお宅がとおっしゃっていたのですが、この水路沿いの方は皆さん、

この水路から水を引いてコイを飼っておられるということです。順次やらせていただくに

しても、その工事の期間は水位を下げて工事をする必要があるというところがありますの

で、そのあたりのご協力をお願いしたいと思っています。 

 また、工法についても、通常の用水であればコンクリートを打てばよろしいのですが、

コイにあまりに近いので、コンクリートののろ、灰汁みたいなものが害がないかというと

ころも、事前によく調整させていただいて、工法、工期を相談させていただきたいと考え

ています。 

 

（地元意見） 

 前向きにやっていただけたらなと思います。布袋地区でコイを飼っているというのは、

明治の前からずっと飼っています。あの川は江戸時代のころからある川ですが、工事をす

るということになったら、当然水のことが出てきますので、十分協力した上でやっていた
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だきたいなと思っています。５０ｍほど上の大井手のところも、治水工事で土手が危ない

というので、１年間ぐらいかけで半分水を落として工事をしてもらった経過もありますの

で、いろいろご相談させていただいて、こちらもやっていただくに当たっては協力したい

と思っています。 

 

（都市整備部長） 

 どうかよろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 布袋の一般的には農道、幹線という言い方をするのですが、その中間に、やはり下水道

が原因であろうと思われるところが大きく凹んでいます。車で走ってもごぼんとなる程度

で、いつ落ちるかと心配しながら日々運転していますので、そのあたりもぜひ一度見てい

ただきたい。袋河原部落内におきましても、やはり同じように下水道関係で道路が陥没し

ているところがあります。そういった住民の日々の懸念材料もありますので、前向きに取

り組んでいただいたらと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（都市整備部長） 

 こちらについても、現場を確認させてい

ただきました。こちら、１カ所、１カ所、

多分様相が違いますので、教えていただき

ながら１カ所１カ所を見させていただくし

かないかと思います。ご自宅の前が確かに

コンクリートにひび割れが入っていまして、

下の土が透いているというところがありま

した。ただ、用水のＵ字管のほうは割れて

いるところですとか、吸い出されている様

子がありませんで、また下水管の吸い出しもちょっと見えませんでした。 

 

（地元意見） 

 中は空洞になっているのですが。 

 

（都市整備部長） 

 だから、どうやって直したらいいのか。あまり空洞が大きくなるようでしたら、まず土

を詰めさせていただいて、それがもう一度透いてきてしまうのか、それとも何かの拍子で

水の道ができてしまって、一時的に流れたのか、当面様子を見させていただければと考え

ています。ただ、私はここしか伺ってないもので、実際に現地に行って棒を突っ込ませて

いただいたのはここだけなのですが、前後で何カ所かあると伺っているので、普段使われ

ていて気になる箇所を教えていただきながら、地図に落として、随時、原因を探して点検

していきたいと考えています。 
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（地元意見） 

 不動産業者についてです。土地の問題でいろいろ出入りがありまして、鳥取市として、

鳥取南の開発計画、あるいはそういうものが将来あるのか、あるいは今あって考えている

のか、その辺のことを教えてください。 

 

（竹内市長） 

 この布袋の地域で不動産業者の出入りは、今も続いているということでいいのですか。 

 

（地元意見） 

 いや、今はちょっと切れました。 

 

（竹内市長） 

 鳥取市としては、今、河原インター山手工業団地というところを工業用地として計画的

に開発をしています。平地の相当立派な水田があるような地域を沿道開発などで開発され

ることはあります。布袋の工業団地などは計画的に開発されたものと言えますが、それ以

外に新たに面的にここの部分を開発しましょうという計画があるわけではありません。イ

ンターが近いですし、一般的にいえばかなり適地だとは思いますので、個別にいろいろと

不動産業者の方の思惑で用地を確保しようとされたり、ここの土地は売ってもらえる土地

かどうかと聞かれたり、いろいろな意味で情報収集なり打診のようなことがあるのかなと

想像しています。鳥取市として計画的な、いわゆる面開発のようなものを新たに布袋の地

域の平地のところに予定しているものはありません。そういった情報があれば、支所を通

じて我々も把握をしておきたいと感じていますので、教えていただきたいと思います。市

のほうで計画的な開発のプランがあってのことではないと理解いただいたらと思います。 

 

（地元意見） 

 防災無線の入りが非常に悪いです。雑音が出て、きれいに入るときもあります。テープ

を入れて流したときがきれいに入るのか分かりませんが、６時の時報は、ザーザー雑音ば

かりで聞こえません。この間防災のサイレンが鳴りましたが、初めサイレンがわあっと入

ったらもう途中で切れてしまって入りません。肝心なときにきちっと行き渡るかどうかが

心配ですので、無線機の放送機が悪いのか、受信のほうが悪いのか分かりませんが、どう

もうちだけではないようでして、無線機が古いかも分からないし、もし何でしたら更新を

お願いできたらと思います。 

 

（支所長） 

 防災無線も大分年数が経って、いろんな形で聞きにくいというのは、布袋だけに限らず

あります。やはり個々の事例でさまざまな原因があるようですので、担当がどういう状況

かお宅のほうに寄らせていただき、戸別受信機の調子が悪いのかどうかということも確認

させていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 
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 最近は異常気象で雨が局部的に降ってみたり、好天が長続きして渇水状態になったりと

いうことがあって、実は今年の５月、田植え前に雨が少なく、奥地には雪が少なかった関

係で、田植えができるかできないか非常に心配された状況がありました。急遽、市の水道

局から大井手の土地改良区のほうに大井手用水を少し減らしてくれと要請がありました。

あの当時、６０％ぐらいの状態でしたか、そのぐらい渇水状態に陥っていました。２５日

ごろの役員の緊急会議だったと思いますが、そのときに市の水道局から、大井手を多少な

りとも絞ってくれないかと。大井手が２７日の通水ですから、２５日ごろはもう田植えを

間近に控えていて、水を落とすというわけにならない。状況を見ながら、天候を見ながら、

何とかしようかということで別れました。そのときに、鳥取市と鳥取県を含めて殿ダムを

大きな金額をかけて設置されていますが、活用状況はどうかと水道局の課長さんに尋ねま

した。全くそういうことは考えていないということですが、鳥取市なり県なりが関わって

いる殿ダムの建設に対して、これから渇水期というよりは異常気象に対応するためには、

そういうリスクも考えておかなければいけないのではないかと。ただ１カ所の叶の水源地

だけで賄えれば結構ですが、これからそういう事態が多々あると思うのです。そういうと

きに、市の当局としてはどういうお考えをされているか。もし今後、そういうような対策

をするということならいいですが、これからは多分そういうこともあり得ることです。殿

ダムを有効活用して、リスクを分散して被害を少なくするということは大事なことではな

かろうかと思います。あれは多目的ダムですから、工業にも農業にも治山にも活用できま

す。それが市は金を出すばかりで、利用の方法を一つも考えていないということでは、全

く片手落ちというか、関心がないというか、私らから見るとそういう気持ちを持つわけで

す。そこの考え方を聞かせていただけたらと思います。 

 

（水道局河原営業所長） 

 殿ダムをこれからは活用しないというお話でしたが、決してそういうことではなくて、

将来的には必要だということで、殿ダムも今後は活用する計画には入っていると思ってい

ます。ただ、今現状ではまだそこまでの必要はないということだと思います。 

 

（地元意見） 

 実は、全く考えていないということで、それではいけないのではないかと、言いました

ら、その課長さんが、その来ている土地改良区の役員に、あなた方に負担がかかりますよ

と、そんなことができますかと言われたのです。それで、役員会が紛糾しまして、何を言

っているかということでもめた経緯があるのです。だから、検討しているとか言われます

が、水というものは生活に日々大事なものですから、もう少し真剣に考えられないと。市

としても考えておかれないと、将来、困ることがあるのではないかと思いますので、市の

幹部の方がそういう認識を持っておられるかどうかお尋ねしたわけです。 

 

（竹内市長） 

 殿ダムについては、水道用水として日量で２万ｔ取水できるということでダムの規模を

決めて配分した上で、日量２万ｔに相当する部分をアロケーションと呼んでいますが、建

設費を一部水道側で負担をしている経緯があります。多目的ダムでして、発電もあります



 - 13 -

が、河川の環境を保つための用水、それから今の利水として工業用水と水道用水、これが

乗っかっているダムなのです、治水の目的が一番大きいですが。これまでの議論では確か

に水道用水としては使っていないのですが、使える権限はご指摘のように持っていまして、

国府町を流れる袋川にダムがあって、袋川は千代川に合流します。実はダムとの関係では

取水場所についていろいろ議論がありまして、私の記憶で間違いがなければ、千代川本流

に合流したよりも下流で取水してくれというのが国土交通省の立場だそうで、そんな下流

で取水して、ポンプで上げなければならなくなると思いますが、それから少し上流に上げ

て、さらに江山浄水場で膜ろ過をして流すというのは、かなり事業としては大がかりにな

ります。取水施設をつくってそういうことをするということもあって、現在のところ、水

道水としては供給区域に対して必要な水道水を供給していて、通常はほぼ問題なく取水も

でき、供給も十分できる、余力もあるということで、新たに殿ダムからの用水を使うとい

う話には現時点ではしていないのです。今ご指摘のように異常気象で、特に今お話のあっ

た田植え前ぐらいの時期の渇水状態は、毎年毎年いつもある話ではないと思いますが、こ

ういうことが起こったときに、農業用水の利用、水道水の取水の関係でいろいろ調整が必

要になることはあり得ることです。ちょっと関連して申し上げておきたいのですが、千代

川で取水した水道水を今河原町内に持ってくる工事を始めています。この地域を通じて国

英の工業団地とか、あるいは国英地区の集落の用水を上水道の水で賄う計画を立てて、工

事を始めていますので、一層水の需要が増えると考えます。そうしたこととも考え合わせ

て、水源をさらに確保して、取水ができるような施設もつくったりしてやっていくことが

考えられます。同じところで取ると合流地点までの間の水位が下がることが問題になるの

で、合流地点から河口に向けての地域で取水せよというお話になっているのが現実ですの

で、それをどういうふうにやっていくのか。取水して水道水に使うことは可能ですが、今

の時点ですぐすぐにこういうことをやるかどうかというのは、水道事業という企業会計で

やっていますし、なかなか踏み切れないでいるのだと思います。 

 大変大事なご指摘だと思いますので、水道局にも十分お話しして、鳥取市としての水道

水の供給に問題がないようにすると同時に、千代川の河川の水を使っている利用者、今の

大井手用水もそうですが、そういった農業用水の利用も本当に渇水になれば、水道の利用

自身も制限してもらって、みんなで制限し合って賄いましょうということになるのが通常

です。それはそれとして、今のようなご指摘の点についても十分鳥取市の検討課題として

承って持ち帰らせていただきたいと思います。水道局と一緒に話をしてみますので、よろ

しくお願いします。 

 

（地元意見） 

 ありがとうございました。溝１つさかえるとか水路１つさかえるとか道路１つさかえる

と、旧鳥取市と合併した市町村とは隣接しています。旧自治体町村はそれなりの水源を持

っていて使っています。例えば旧河原町でしたら、長谷、赤子田は水道管１本敷設すれば、

市のほうにも流用できるでしょう。千代の東までは行かないにしても千代の西側のいくら

かは河原の余剰があれば、パイプを１本つなげれば流用できるわけです。気高にしても宝

木のあたりから末恒に管を１本接続すれば水の流用はできます。殿ダムの取水に大きな金

をかけなくても、パイプを１本繋いでバルブを１本設ければ緊急対策もできますよと、私
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はそのときに提案しました。しかし、それも金がかかるからできないと、全く前向きな姿

勢がないのです。柔軟性を持って、応用のきく仕事をしてもらわないと。そういうことを

すると、あなた方の税金が増えますよ、負担が増えますよという脅しでは、今ごろはもう

通用しません。市の幹部の皆さんは重々胸におさめて業務に当たっていただきたいと思い

ます。 

 

（竹内市長） 

 よく分かりました。ありがとうございました。 

 

（地元意見） 

 企業立地の関係を聞いてみたいと思います。実は、長瀬部落に旧陽気酒造さんの跡地が

ありまして、ここに水会社、エクセレントコーポレーションという会社が入るということ

を聞いています。これに対して、部落説明ということで部落の皆様に声をかけて公民館に

集まってもらい、いろいろ説明を聞きました。その前に区長説明ということで、河原、長

瀬区長等も呼ばれて、そのときに市役所の企業立地の関係の方、支所、その会社の社長等

も来られて、いろいろ説明していただきました。そのときの話では、今年の４月に会社を

立ち上げて実際には動くということでしたが、いまだにそういう気配がありません。もち

ろん社員の募集もハローワークであって、何人か内定をもらっておられる方もあるようで

す。内定をもらっておられる方の親御さんと話しをしたところ、実は９月頃に話があって

１０月頃から動くという話があったように思うのですが、いまだにそれ以降一切ないとい

うことです。内定をもらった人がいつまで待っていてもということで、ハローワークにま

た新たなところを探しに出られましたが、ハローワークであなたはそこで内定しているか

らといって、取り扱ってもらえなかったという、直接本人に聞いていないのですが、そう

いうことを親御さんが言われました。たくさんの方に内定を出しておられるようですが、

その中には家を支えていかなければいけない人もおられると思います。いつまで待ってい

ても埒が明かないということになれば、それに対して市から、こういうことになっている

よという話も一つもありませんし、不安がいっぱいということです。特に長瀬部落として

も、あそこが会社として動いていただけたら環境もよくなるし、部落としても喜んでいた

ところですが、市のほうに、どうなっているという話が今あるのかないのか。本当にその

会社が来て動かれるのか。長瀬の８０の１番地に本社を持ってきたという名刺も社長から

もらったのですが、それ以降、全然動きがないようですので、もし何か分かればありがた

いなと思います。 

 

（支所長） 

 エクセレントコーポレーションという会社の今までの状況についてはお聞きしています

し、春ごろに社長さんがお見えになりまして、こういうことで始めたいということを私も

１回会って直接お聞きしました。 

 その後、自分のほうでは直接言われないのですが、なかなか資金繰りがついていないと

いう状況のようです。経済観光部の企業立地・支援課も当初計画をつくって、陽気酒造の

ところがそういう会社になれば地元にとっても非常にいいということで、昨年の担当が間
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に入って説明会も持たせていただいたのですが、資金繰りのほうが計画したような形でど

うも進まなかったみたいです、現時点でも。何回か企業立地・支援課も社長さんに対して、

どういうことになっているのかと問い合わせていますが、４月が７月になり、７月が９月

になりというお答えみたいでして、この１１月まで何の動きもない状況です。内定者が２

３人か２４人ぐらいのかなりの数の方を内定されています。当然企業として動いていただ

けるのであれば、ありがたいのですが、もしも資金繰りが最終的につかなくて、内定はし

たが会社ができなかったという話になるようであれば、大変なことです。できないという

ことになると内定者の方にとっては大変なことですので、そっちに誘導するような言い方

もできないのですが、担当部長と話をする中では、できるならできるとか、できないなら

できないということは、もうそろそろしっかりと決めてもらって、いつまでもずるずると

先延ばしで、最終的にできないという話だと、内定されている方も状況が悪いほうに行き

ますので、早く資金繰りの問題を解決していただきたいなという思いです。 

 

（竹内市長） 

 最近の状況を聞いているということではないので、至急確認もしたいと思いますが、今

の話だと内定者は２３、２４人ぐらいということです。私は、一番鳥取で必要なことは働

く場をつくることだと言っていまして、そういう観点からも見逃しにできない点です。鳥

取市は就職の斡旋の取り組みをしていますので、会社からも聞いて実態を把握して、必要

な方には就職の斡旋も考えなければいけないと思います。ハローワークが、内定を受けて

いるからということで断ったというのはよく分かりませんが、要は本人がそういう状況を

話されたときに、それを待ったらどうですかという意味だったのかもしれません。状況を

確認して、目途がつかないということになると、他の就職先を斡旋するなりして、市とし

て救済措置に乗り出さないといけないと思います。内定されている方にはそのように考え

ていますし、地域の方には企業がどういう状況であるかを再度説明することが必要だと思

います。その件についてもあわせて持ち帰って検討して、担当部から対応をさせたいと思

います。 

 陽気酒造さんが使っていた地下水が、飲料水にして売り出す水に適当だ、施設も活用で

きるということで、進出を決定されました。どういう事情か私は詳しく聞いていませんが、

資金繰りがという言葉が出ていました。何らかの理由で事業ができていないということに

ついては、このままほっとくべきことではもちろんないので、市としてもはっきり明確に

してもらえるようにして、その上で地域にも説明をすることが必要です。早速対応を検討

したいと思います。 

 

＜補足：企業立地・支援課対応方針＞ 

 エクセレント コーポレーションの社長が工場操業にむけて資金調達を行っているとこ

ろですが、当初の操業予定日から日程がずれ込んでいることから、現状及び今後の方針に

ついて、内定者を集めて説明会を開催していただくよう要請しているところです。なお、

説明会に合わせ、早期の就労を希望する者については、鳥取市無料職業相談所を紹介し、

就職支援を行う予定としています。 
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８ 市長あいさつ 

 皆さん、どうもありがとうございました。いろいろなご議論もいただき、身近な水路に

面した道路の陥没の話も出ていました。我々もあらかじめ少し情報を得ていましたので、

画面で説明させていただきましたが、長い年月の間、あるいは別に行われた下水の工事で

の影響も出ているということで、ぜひ解決を図りたいと思います。 

 防球ネットは、来年度実施するということで計画を立てるということですし、これから

新年度予算の編成の時期ですので、きょうお約束したことは、基本的には来年度事業とし

て実施できるようにさせていただきたいと思います。 

 どうも長時間にわたりましてありがとうございました。 


