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大村地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１１月２２日（金） １９：００～２０：３５   

２ 会 場 大村地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３８名 

市側出席者  ２４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、藤井環境下水道部長、尾室総務調整監、久野新市域

振興監、河井教育委員会事務局次長、大野企業立地・支援課長、鈴木交通政

策課長、谷口道路課長、沖田農村整備課参事、高橋秘書課長 

＜用瀬町総合支所＞中村支所長（司会）、田中副支所長、金谷市民福祉課長、

坂本産業建設課長、磯部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 

（地区公民館長） ※スクリーンに基づき説明 

 大村地区の概要は、戸数が３０５、人口１，１５３人で６５歳以上が２８．８％を占め

ています。これはことし３月３１日現在のデータですが、２年前と比べてさほど変わって

いません。緩やかに高齢化が進んでいます。２年前が２７．１％でしたので、高齢化率が

少し上がったということですが、用瀬町３地区で３２．１％ですので、その中で大村が今

のところ一番若いと言えると思います。 

 大村と言えばおう穴がお馴染みの風景かと思います。昨年、赤波川のおう穴群が鳥取市

の文化財に指定されたばかりですが、ことしの９月２０日に鳥取県の文化財に切り替えと

なりました。８月には、県の因伯の名水にも指定され、大村にとりましては大変追い風が

吹いていまして、これをぜひ大村の活性化に役立てたいと考えています。 

 県のスーパーボランティア支援事業というのがありまして、ことしの４月２５日に協定

を結んでいます。スーパーボランティアというのは、河川や道路などの維持管理活動、公

共空間を活用した地域づくり、にぎわい創出に貢献する活動を行う団体をいいますが、こ

れに県や市町村が連携して支援する制度ということで、平成２２年度に導入されています。

期間は２５年４月から２８年３月までの３年間で、大村は県内で１３団体目だそうです。

大村地区では、１０年以上前から、おう穴の整備作業をボランティアでやっていましたの

で、特に新しい事業がこれから始まるというわけではありません。この支援を利用してさ

らに充実させるには、渡りに船だということで喜んでいます。協定を結んだボランティア

で作業するエリアは、おう穴を含む南北の道路沿いで長さ１，４５０ｍです。川の法面や

川の向こう側など、大体平均８ｍぐらいのところを維持管理します。作業面積当たり幾ら
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ということですので、１年に４６万円の支援をいただけるということです。今回の支援を

弾みにして、おう穴群の環境整備を進めて、地区外や県外のお客さんを呼び込んで、にぎ

わいのあるまちづくりに取り組んでいます。 

 順調に進んでいる取り組みとして、まず、おう穴群の整備の充実があります。河川敷、

道路周辺の草刈り、ごみ拾い、不用木の伐開は、毎年やっていることですが、これは連続

してやります。新たにベンチ、東屋、看板等の設置を来年度と再来年度に計画しています。

また、おう穴群の活用と対外ＰＲの強化として、おう穴まつりの開催でまちむら交流をず

っと続けています。それから、おう穴ガイドマップの作成や大村地区の特産品の開発にも

取り組んでいます。鳥取自動車道用瀬インターの利用客へのＰＲ戦略を考えているところ

です。 

 おう穴まつりは８月にやりますが、それより２、３週間前にボランティアを募って赤波

川渓谷のおう穴群をきれいに清掃してもらっています。 

また、同じ整備でも、費用的なこともあって今まではなかなかできませんでしたが、何

百ｋｇもあるような石が大水で簡単に流れてきますので、スーパーボランティアを利用し

て、重機を使って除去しました。ヤマメのつかみ取りをするところも石がごろごろしてい

るので重機で撤去をしたり、おう穴への降り口の石段も整備しました。 

 おう穴まつりは、毎年８月に開催していまして、ことしで７回目が終わりました。まち

むら交流も３年ほど前からやっていて、ことしで４回目です。城北地区、東浜地区（岩美

町）、賀露地区とおこなって、ことしは美保南地区と交流をやりまして、マイロバス１台分

ぐらいの参加がありました。来年については、湖山西地区が内定しています。 

 おう穴ガイドマップは、Ａ３の大きさで、表と裏におう穴を詳細に紹介したものです。

どこにあるかといった地図や地質学的にどうなっているかということもすぐ分かるように

しています。いろんな形状のおう穴がありますので、裏面にはそれぞれの写真と位置と説

明をしています。そのＡ３を８つに折り畳んでポケットに入る形のものを考えています。

これはほとんどできていまして、今年度中には十分刷り上がる見通しです。 

 当地区では、特産品としてかぶら寿司や、 近始めたおう穴の名水を使った甘酒があり

ますが、もうちょっとレパートリーを広げたらどうだろうかという声もありまして、先月、

１０月２４日にマイクロバスで兵庫県多可町にみんなで視察に行きました。中国自動車道

を加西インターで下りて南北に走る国道４２７号線の途中にありまして、巻きずしや鳥飯

を販売して非常に活気づいている町です。鳥飯というのは、炊いた御飯に混ぜるだけです

ぐできて、非常によく売れているということで、開発された方が、非常に熱い方でしたが、

直に話を聞くことができました。 

 美成という部落に「美成あばーズ」という女性のグループをことし新しく結成して、こ

としの初めごろから積極的にいろんな特産品に挑戦してもらっています。自分たちでも大

豆を植えていますし、地元でとれた材料を使っていろいろ加工をしています。どういうも

のを加工しているかといえば、「鬼っ子稲荷」があります。「鬼っ子」というのはおう穴に

鬼が出たという伝説もあるので、鬼にかけて、ちょっとおもしろいネーミングを使ったも

のにしています。地元でとれた大豆で作った呉汁、ずんだ餅、甘酒ゼリー、甘酒蒸しパン、

甘酒ほか、いろいろと工夫してやってもらっています。大きな総会や集まりのときに試作

品をみんなに試食してもらい、用瀬はふれあいまつりが１０月の中頃にありましたが、そ
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ういう大きなイベントのときに、ことし初めてこういう品を出しました。ところが、すぐ

売り切れたということで、結構いけるのではないかという感触を持っています。ただ、今

のところはイベントだけにしか出していなくて、注文みたいな形になるかもわかりません

が、今後はおう穴に来られるお客さん向けにも出して外貨を稼いで、さらに大村地区の活

性化を狙っていけたらいいなと考えています。 

 大村を見渡せるところに用瀬インターがありますが、ことし３月に佐用から鳥取まで開

通しました。ここを利用するお客さんにぜひともおう穴のほうへ来てもらいたいというこ

とで戦略を練っています。西から東へ、大村地区のイラストマップによる矢印をたどって

いけば迷うことなくたどり着けます。インターからおう穴までの距離は約７ｋｍです。 

 また、県の文化財指定を記念して、１１月２日におう穴シンポジウムを開きました。２

名のシンポジストの方に専門的な話などいろいろ聞きましたが、地区外の方も多く、４６

名の参加をいただきました。地域の宝をみんなに認識してもらい、おう穴を今後どのよう

に生かしていくかということで活発な意見が出ました。これは今後の参考にしたいと考え

ています。 

 まち協の課題、問題点です。昨年末に当地区の防災マップをつくりました。大村地区は、

地質的にも地理的にも比較的安定している場所です。水害や山崩れを今まで長い間経験し

たことがないということもありまして、住民の災害への備えの意識が必ずしも高くはない、

あるいは薄いのではないかという感じがしています。しかし、昨今の各地の災害は異常気

象の変化もあってか、ゲリラ的なものが非常に多くて、まさかの災害があちこちで多発し

ています。また、火災というのはいつ起こってもおかしくないようなことでもあります。 

 自主防災マップは、いざというときに慌てないように、日ごろの心がけを分かりやすく

まとめてあります。パンフレットであれば間違って捨ててしまうということもありますが、

Ａ４ファイル方式なので紛失しにくく、必要な資料を追加したり差しかえたりできます。

手元に置いてアップデートな状態で活用してほしいと思います。各戸に全戸配布していま

す。この中には大村でつくったマニュアルや鳥取市でつくられたものも入れていますし、

関連資料は一つの中に綴じておけば活用できるのではないかと思います。 

 報告は以上ですが、当まち協では今後とも元気な大村の地域づくりを進めていきたいと

考えますので、竹内市長さん始め、行政の皆さんのご支援、それから住民の皆さんのご理

解とご協力をお願いして報告と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 若者の定住対策について 

＜地域課題＞ 

少子化の流れはとどまらず、さらに成長した子どもたちが働き場を求めて県外へと多く

職を求めているのが実態である。 

鳥取市内への企業の設立、並びに誘致によって若者の働き場の確保、就職の機会確保に

向け更なる取り組みを期待する。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【経済観光部】 
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本市は、平成２２年６月に策定した「鳥取市雇用創造戦略方針」に基づき、積極的に企

業誘致の促進に取り組んでいます。 

 本市の企業誘致状況については、平成２３年度１０件（雇用計画２９７人）、平成２４年

度７件（同９９５人）と順調に実績を伸ばし、１，２９２人の雇用創出が計画されていま

す。今年度は、５月に進出協定を結んだ「シティコンピュータ㈱」が６０人の雇用を計画

され、７月には「㈱ジャパンディスプレイ鳥取工場」が車載用ディスプレイの製造拠点と

なり、約１１０人が増加予定のほか、一昨年の平成２３年９月に進出した「㈱円山菓寮 

鳥取工場わかばの里」が増設を決め、本社機能を県外から鳥取工場へ移し、約１５人の雇

用を計画されるなど、着実に企業誘致を展開し企業進出や既存工場の増設等の成果を上げ

ています。 

 用瀬地域における企業の雇用状況については、ダイヘン産業機器㈱が平成２３年３月末

時点で従業員１４０人でしたが、現在は２１８人に増えており、約２年半で７８人の雇用

が創出されています。また、因幡環境整備㈱本社(美成)では同時期に５人の雇用が増えて

います。今後も用瀬地域の雇用創出につながるよう、地元企業への支援は基より企業誘致

も視野に、強力に取り組んでまいりたいと考えています。 

 また、今年９月２５日に取得した約５．１ｈａの三洋電機南吉方工場跡地への誘致につ

きましては、先日１１月１９日に県・市と進出協定を結んだ高級和菓子等を製造し、国内

に３４９店舗、海外7カ国に２１店舗を構える「株式会社 源吉兆庵」が、約２ｈａの土地

に進出を決め、３３０人の雇用の計画を発表されました。残る約３ｈａにつきましては、

新しい産業の創造も視野に、あらゆる可能性を考えながら、企業誘致を進めてまいります。 

 そして、大村地区に隣接する河原町国英地区に整備を進めている「河原インター山手工

業団地」は、平成２７年度から先行分譲を行う予定にしており、鳥取自動車道開通に伴う

高速道路網を活かした誘致活動を強力に進め、本市南部地域への若者定住の促進や地域の

活性化につながる企業誘致を展開してまいりたいと考えています。 

 

【企画推進部】 

 本市は、平成１８年９月に「定住促進・Ｕターン相談支援窓口」を設置し、移住定住を

希望する多くの方からの各種相談を、専任相談員が親身になってお受けしております。 

 その結果、これまでに１，１００人以上の方が本市に移住定住されており、安心安全で

賑わいのある地域づくり、起業創業の可能性、新たな鳥取の文化創造に向けて、益々期待

を寄せているところです。 

 さらに、本年３月に鳥取自動車道の全線が開通し、用瀬ＩＣがある用瀬地域は、鳥取市

の南の玄関口となりました。県外からの自動車移動の利便性が高くなり、京阪神などから

の移住定住希望者が移住しやすい地域であると考えています。そのような中、今年度、用

瀬地域に地元の方のご協力をいただき「お試し定住体験施設」を設置しました。また、用

瀬地区には、靴の製造・販売を行っておられる移住定住された方がおられます。 

 今後も、地元の空き家を移住定住希望者に提供していただくなど、地域みなさまの積極

的なご協力により、受入体制を充実させ、移住定住者の増加を図り、多くの若者が集まり

賑わいのある地域づくり、地域のさらなる活性化につなげていきたいと考えております。 
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（企業立地・支援課長） 

 鳥取市におきましては、平成２２年６

月に策定しました鳥取市雇用創造戦略に

基づいて、積極的に企業の誘致に取り組

んでいるところです。近年、企業誘致の

件数、雇用計画とも、例年になく大きな

成果を上げているところですが、特に昨

年度は、ヤマト運輸のヤマトコンタクト

サービスが２５０人の雇用計画を打ち出

されていますし、クレジットカードのＪ

ＣＢのカードセンターが４００人の雇用

を計画されています。この地域から近いところでは、河原町の布袋工業団地にリチウムイ

オン電池の製造工場、アロイ工業さんが１２０人の雇用を計画されています。 

 今年度に入ってからも、２件の企業誘致、新規の立地の調印をさせていただいています。

つい先日は、鳥取三洋電機跡地に高級和菓子の製造をやっておられます源吉兆庵さんが、

大体５年で正社員を中心に３３０人の雇用を計画されています。あわせて、地元の企業さ

んの増設についても、随時支援を行っています。今年度に入ってから増設の立地計画の承

認をさせていただいた案件が６件あります。用瀬地域においては、一番大きな企業のダイ

ヘン産業機器がここ２年間のうちに約７８人の従業員を増員されています。因幡環境整備

株式会社も約５人の増員ということで、地元の企業についてもいろんな支援をさせていた

だいて、雇用の増につながるように努力をしているところです。 

 今後ですが、隣のエリアになります河原町の国英地区に、河原インターの山手工業団地

を整備する予定にしています。鳥取自動車道が全線開通したことによって、かなり鳥取市

の南部地域において企業立地の競争力が出てきていると感じています。既にこの河原イン

ター山手工業団地についても、企業誘致の営業活動を県外を中心にさせていただいている

ところです。１社でも多くの企業誘致、一人でも多くの雇用の場が鳥取市の南のエリアに

創出できるように今後とも努力してまいります。 

 

（企画推進部長） 

 鳥取市におきましては、平成１８年９月に定住促進・Ｕターン相談支援窓口を設置して、

専任の相談員が親身になって移住定住を希望されるたくさんの方からの相談をお受けして

います。その甲斐がありまして、本年１０月末までに１，１００人以上の方が鳥取市に移

住定住されています。この用瀬地域におきましては、１，１１０人のうち、１０世帯２１

人の方が移住定住しておられます。 

鳥取自動車道が全線開通して、この用瀬の地域は、いわば鳥取市の南の玄関口というこ

とで、特に京阪神方面の方にとっては、一番身近な近い地域です。そうした状況の中、今

年度になりましてから、用瀬地区で、地元の方のご協力をいただき、お試し定住体験施設

を設置しています。移住定住するには、どんなところかよく分からないというので、空き

家を提供していただいて、お試しでそこに宿泊してもらってその地域の空気に触れてもら

う、そして移住定住につなげていく、こういう取り組みをするための施設です。普通の民
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家ですが設置していまして、今までに６世帯１４人の方がそこに実際にお試しで宿泊され

ています。稼働日数は１０１日間ということですから、かなり稼働率は高くなっています。

それ以外にも用瀬地区には、例えば靴の製造販売を行っておられる移住定住された若い方

もおられます。 

 それ以外にも、用瀬地区に限ったわけではありませんが、鳥取市ではＵＪＩターンで県

外に出ておられて、鳥取市に帰ってこられる、あるいは、Ｉターンで鳥取市に来られる、

そして就職された方に対してお祝い金みたいなことで補助金を出している事業もあります。

また一家で鳥取市に移住定住されて、例えばおうちを建てられる、あるいは既存の住宅を

買われたり、あるいは改造されたりといった場合でも、状況に応じて 高２００万円まで

の補助を行うなど、さまざまな形で、特に若者の定住、移住に努力をしています。ぜひ、

この用瀬地域、特に大村地区におきましても、地元の空き家を移住定住の希望者に提供し

ていただくといった地域の皆さんのご協力をいただき、移住定住の方の受け入れ体制を充

実させて、定住人口の増加につなげていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

（地区会長） 

 用瀬町は、ことし小学校に上がった子は２０人ぐらいです。その子達が中学、高校、大

学を出て、本当は地域に就職してもらいたいのです。個人の好みもあるでしょうし、待遇

のことがあるかもしれませんが、京阪神側に出る率が非常に高いようです。自治会でも将

来の町の形成の面で非常に危機感を持っています。何とか若い人が地元にいて、家から通

ってくれて、そして地域も守ってくれるような体制をしていかないと、将来、地域は衰微

するという危機的な状況を抱えています。先ほどの説明では、非常に意欲的に取り組んで

いただいていて、さらに今の考えをずっと進めていただきますようにお願いします。今後

とも力いっぱい頑張ってほしいと思います。 

 用瀬には昔から大体１５０から２００人ぐらいの従業員を抱える企業が５つも６つもあ

りました。佐治や河原、智頭からも出てくれていたのですが、ご承知のように今２つぐら

いになりまして、非常に寂しい状況です。家にいて通えれば一番いいことで、鳥取や河原

は通勤の範囲ですので、意欲的に取り組んでおられると聞いて、一安心しているところで

す。ありがとうございます。 

 

（竹内市長） 

 企業誘致は、平成２５年度の新設は２件、増設は６件です。いずれも鳥取市内で企業誘

致したもの、あるいは前年度までに企業誘致したものが募集の時期になりますが、協定を

結ぶときに必ず鳥取市内の方を優先的に採用するようにという条項が入っています。鳥取

市役所でも就職希望される方に誘致企業への斡旋をさせてもらっていますし、ハローワー

クにも必ず出るので、求人に関しては積極的にこういった機会を生かしていただきたいと

思います。 

 ちなみに、鳥取市役所は、経済・雇用戦略課というところに求人求職データベースとい

うのをつくっていまして、登録してほしいという方が来られたら簡単な面談をします。履

歴書などを持ってこられる方も多いですが、データベースに入れて、随時無料職業斡旋を
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しています。逆に言いますと、進出される企業は、果たして人材が確保できるのかという

のが一つ心配事でもあります。源吉兆庵さんは一番 近、協定書を結んだばかりですが、

シティコンピュータさんでもそうですし、内容はさまざまですが、それぞれ必要な人材が

あります。ぜひ、いろんな方に手を挙げていただいて、あるいは県外に出ておられる方で

も、就職口、求人があるから帰ってこないかと、ついては募集に応じたらどうかと、そう

いったことをどんどんやってほしいと思います。これはかえって我々からのお願いでもあ

ります。 

 ヤマト運輸さんは、湖山で３００人台の事業所になろうとしていますし、ＪＣＢは若葉

台に立地するということで、今もう助走の段階に入っています。建物も整備を始めていま

すが、こういった企業の立地に当たっては、従業員が確保できるのかという問題も鳥取市

が直面する課題の一つです。これまであまり全国的に知られているような会社が少なかっ

た中で、我々の誘致の努力もありますし、鳥取自動車道ができたこともありますし、いろ

んな支援措置などもありまして、立派な会社がどんどん今鳥取に来てもらっていますので、

求人に対して応募していただきたいとこの機会に申し上げたいと思います。地元には大し

た企業がないというのが親の頭にあって、子どももそのように感染してどんどん出ていっ

てしまうということが、むしろ問題だと感じています。 

 なお、就職の話もありますが、高校を出てからの進学でも環境大学が公立大学になって

学費も安くなりましたし、経営学部と環境学部の２学部になりました。こちらから通いや

すい場所の一つだと思いますが、鳥取駅前に、今、医療看護専門学校の工事を始めていま

す。再来年４月の開学ということで、医療や看護の専門職、看護師さんや理学療法士さん

などの方々ですが、１学年２００人の規模の学校ですので、ぜひとも進学先に選んでほし

いと思っています。そうすれば地元のところで就職に繋がりますので、ぜひお願いしたい

と思います。 

 

２ 危険箇所へのカーブミラー設置について 

＜地域課題＞ 

市道別府美成線（美成公民館）より、千代川左岸護岸道路への交差点にカーブミラーの

設置を望む。停止線（美成側）において、別府方面からくる車両の確認が難しい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

当設置個所は、千代川の河川区域にあ

り、８月に河川占用を申請し、１１月１

８日に許可が下りたところです。すでに

発注したところであり、間もなくカーブ

ミラーの設置ができると考えております。 

 

（都市整備部長） 

 反射鏡の設置について、７月末に要望

をいただいて、８月には国土交通省に河川占用の申請を出しています。この１１月１８日
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に許可がおりましたので、きのうの時点でカーブミラーを設置させていただいています。

国の河川の中に置くものに対して、許可が大体２、３カ月かかるもので、今回何とかきょ

うの懇談会には間に合ったのですが、完了の時期がきちんとご報告できていませんで、申

し訳ありませんでした。 

 一言お断りですが、実はここに通行の時間制限の標識が立っています。ご覧になった方

はこの標識まで映り込んでいると思われたかと思いますが、こちらの標識は、歩道の拡幅

が済みましたところで時間制限が解除された場合には撤去する予定になっています。この

時間制限をそのまま続ける場合には、別途公安委員会と協議しないと、勝手に道路の施設

として動かすわけにいかないものですから、できるだけ映り込まないようにカーブミラー

と高さを変えるといった格好で調整して、年度末にはなくなると、少なくとも邪魔になら

ない位置に動かすことはさせていただくということでご了承いただければと思います。 

許可をいただいて、市も工事するということで、完了時期を直前まで報告できず大変ご

心配をおかけしました。ご活用いただければと思います。 

 

（地区会長） 

 カーブミラーについては、何年も前から部落長さんを通じて２回も３回もお願いをした

経過がありまして、今回早速に対応してもらってありがたいと、非常に感謝しています。

どうもありがとうございました。 

 

（竹内市長） 

 カーブミラーが間もなくできるとは聞いていましたが、きのうできていたとは聞いてい

ませんでした。美成の方でもう見られた方もあるようで、私も喜んでいます。交通量も増

えてくるでしょうし、村のほうから出てきて、カーブミラーがあったら安全に確認して出

られるのにということだと思いますから、これで一つ心配事が減ったと思います。 

 

 

７ 市政の課題についての意見交換（フリートーク） 

（竹内市長） 

 おう穴の件は、本当におめでとうございます。この件は、２年前の地域づくり懇談会で

県指定の文化財に出してほしいという要望があったと思います。それに応じてことし実現

したものでして、我々も大変喜んでいます。お話の中に用瀬インターから案内をする話が

出ていましたが、前例として、河原町では河原インターから河原城への案内を大変熱心に

取り組んでいて、河原インターから河原城に行けますよという標識が道路のそこここにつ

いています。用瀬では、流しびなの館のこともあると思いますが、おう穴群に行く案内を、

ぱっと見て分かるようにしていくということを、鳥取市ももちろん総合支所と一緒になっ

て考えますから、充実させたらどうでしょう。経路や、あと何ｋｍ、あと何百ｍといった

距離も書いたらどうでしょうかと、お聞きしながら思っていましたので、つけ加えておき

ます。 

 

（地元意見） 
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美成から直線で処理場に行く農道がありまして、今は市道になっています。あの線を５

月と秋の稲刈り、特に田植えのころには苗を運ぶ大きなトラックがたくさん入ります。ラ

イスセンターにも肥料を積むために大きなトラックが入るのです。処理場からタンクロー

リーが５、６台ぐらい連ねて走ってもう通れません。田んぼの仕事をしていると、ちょっ

とよけてくれないかということで呼びに来ます。あの法面を起こしてもらうと１ｍぐらい

広がりますので、年次計画ででも何とかいい知恵を絞っていただけないだろうかと思って

います。 

 それから、舗装も農道のときに圃場整備でした舗装です。下に用水の水口が入っている

のですが、市道の基準に合っていないので、大きなトラックが水路から横断して田んぼに

入るのに、そのパイプが小さくて、過去に壊れた例もあります。そういうことがあります

ので、年次計画で法面を起こすのと舗装等お願いできないかと思います。現状を支所にも

話をしていますが、前とは違う状況なのでよろしくお願いします。 

 

（都市整備部長） 

 経緯をご説明しますと、この大村地区

の市道集落排水処理場線という名前にな

っていますが、統合の際に、道路を横方

向に通っていた暗渠などが、土のうで周

りを固めたようなパイプだった部分もあ

りますので、そこの手直しと、 低３．

５ｍの舗装をさせていただいたところで

す。 

 ただ、現在もう一度、要望をいただい

て確認しますと、確かに芝が車道内に張り出していたり、路肩が一部、トラックの走行等

で崩れているところがありました。路肩の整備は、こちらのほうで特に狭く感じる箇所を

優先的に対処させていただきたいと考えています。 

 

（環境下水道部長） 

 集排大村処理場に至るまでの道路が市道であり、ここを通行しています。現在、大村処

理場からの汚泥引抜運搬は、この市道を経由して、４ｔのバキューム車で週１回、８往復

程度行っています。バキューム車の車両の幅は２．４ｍですが、車道幅員が３．５ｍから

４．６ｍということで、なかなかすれ違いが難しいという状況です。 

 車両の運行については、この市道以外は通行せずに、徐行と地元の車両を優先するとい

う運行体制をとっています。これは、平成２０年の佐治地域との統合の際におしかりを受

けて、その後、地元の方を優先するという運行体制をとっているところです。 

 なお、市道に農耕車が駐車されていて通行ができなくて、車両の移動をお願いしたケー

スはたびたびあると聞いています。今後とも地元の皆様の車両を優先して、徐行運転等、

安全運転に努めてまいりますので、引き続きご理解をいただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 
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 特に春と秋の時期に、地域の皆さんの農耕車がとまっていますが、実際に処理場を行き

来する大きな車もあります。今は市道で一般交通に供されていますが、農作業のために農

道としてつくられた経過があって、優先とはいいながら、幅員が狭いので難しいという実

態を十分認識しています。すれ違いのできる場所を確保するとか、法面の整備の仕方をい

ろいろ工夫して、幅員の狭いところを広くするといったことを当面の課題として取り組み

たいと思います。 

 

（地区会長） 

 用瀬インターの活用促進についてです。インターから下りておう穴に来てもらいますが、

鳥取の人も非常に多いのですが、姫路や明石といった京阪神からも水を汲みに来るという

人もあります。インターにある看板は鳥取市で設置していただいています。その設置のと

きにも若干問題になったのですが、大村方面に向かって看板が立っています。慣れた人は

よく分かるのですが、北が上になるように図面が書いてあります。鳥取方面に向かって北

向きに図面があれば分かりやすいのですが、実態と図面とが合わないので、何とか書き直

すことをお願いできないかなと思います。初めての人があの図面で大村の地形を見て、こ

れがここだな、あれをこう行けばいいのだなということが分かる図面を、今のままでは分

かりにくいのです。鳥取方面に向かって見れば、北ですからよく分かります。何とか図示

の仕方の工夫をお願いします。 

 この地域、これは特に大村ばかりでなく、佐治も用瀬も社も含めてのインターという捉

え方をしていまして、この地域の情報発信の場にはちょうどあそこがいいのです。今、鳥

取市でバス停をつくっていただいています。あそこにでもおう穴マップを置かしていただ

くとか、ポスターの展示ができるような方法ができないものか。スペースがないとすれば、

スペースを広げてでもそういうことをお願いできないかなというのが私どもの切なる望み

です。何とかできる方法がないのか研究していただきたい。 

 それから、地域の特産についても、品物の販売まではなかなか難しいかも分かりません

が、無人の売り場みたいな形でも将来的には考えていって、この地域のささやかな光とい

うか、望みを灯したいなという思いがあります。すぐにできなくても、何かできる方法を

研究していただきたい。うちとしても鳥取市がつくられた住民自治基本条例に沿って、自

力でまずやろうという気力ではいます。そういった方向で進ませていただきますから、諸々

のことに援助とご協力をお願いしたいという思いですので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 これは、支所でも検討をしてもらおうと思いますが、これからこの大村の地域の活性化

に大きくつながるお話を幾つかされたと思います。 

看板の問題は早速研究して、あれは縦に立てるのではなくて、平面でのぞき込む形でや

ったらどうかと思います。近くで言うと確か河原城にそういうのがあります。平面で、南

北も磁石のような形で書いて、その上で、千代川が流れていくのは北の方面で、というよ

うに分かれば非常によいのかなと。あそこからどのぐらいの範囲まで見えたのか、今、頭

の中であまり浮かびませんが、高いほうしか見えないのかもしれません。いずれにしても、

方向性がまず分かると。用瀬のインターはくるくる回って出るような形で、ちょっと分か
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りにくいところがありますから、それも皆さんにご苦労、ご迷惑をかけている点だと思い

ます。ご承知のように、あれはサービスエリアとしてつくろうとしていたのがインターに

変わって、あそこに上がっていく市道も整備してインターになりました。もともとは出入

りができる格好でつくられていなかったのが、いろいろ地元の取り組みの中でインターと

して今活用されていて、これは大変よかったと思っています。さらに佐治、用瀬地区、社

地区などのこともいろいろと紹介できるようになればもっといいと思います。いろいろな

観光の紹介のマップとかチラシみたいなものも置けるようにするのは可能だと思っていま

すので、ぜひ検討していきたいと思います。 

 もともとあそこを道の駅にしてくれないかというお話もありまして、ただ、スペースの

問題もあるし、河原の道の駅に市もしっかりしたものをつくって集約していこうというこ

ともありました。物販がいいのかどうか分かりませんが、ときにはイベントでもして、観

光案内や特産品をそのときだけでも臨時的に、テントでも張るなどして頑張ってみてはど

うかということも私は思っています。いずれにしても、これは地域振興の観点から、具体

的には市も支援していきます。 

 

（支所長） 

 既に総合支所も動いていまして、まち協ともご相談させていただいています。また国交

省にも協議をさせていただいています。あくまで無理だということではありません。トイ

レあたりになるのかなという話も聞いていますし、鳥取自動車道活性化協議会を本市では

都市企画課が所管していますが、そこと協議をして、いい話にしたいなと思っているとこ

ろです。国交省はそれについては別に関与しませんからどうぞというスタンスですので、

やはり地域住民の皆様のご意見が大事です。アンケート調査などをやってみて、そのよう

に進められればいいかなと思っています。 

 

（地元意見） 

 おう穴群の応援団でお願いしたいと思います。市の指定なり、県の文化財指定をしてい

ただいて感謝している一人です。さらにとてつもない夢を言います。 

 ジオパークに何とかならないかというのが私の夢みたいなものです。先だっておう穴の

シンポジウムのときに、同じような発言をさせていただいたのですが、シンポジストの方

が、ジオパークにすると、大村にある発電所の水をとめて、もともとの川に流すというこ

とで、発電所をやめなければいけないという規制があると発言されました。私も勉強をし

ていませんでしたので、その後県の生活環境部のジオパーク推進室にお邪魔しました。そ

うしたところが、ジオパークには一切制限はないと。制限があるのは、砂丘でいえば自然

公園法なり、文化財保護法ということで、ジオパークそのものには法律はありませんと。

したがって規制はありませんと教えてくださいましたので、まずこの会場にも大村のシン

ポジウムのときにおられた方々がおられたら、ひとつ頭の切りかえをしていただいて応援

をしていただけたらと思います。 

 ただ、ジオパークは、年代が違うということです。日本海形成に伴う時代の地形地質、

風土と人々の暮らしというのがテーマのようで、時代が用瀬の花崗岩、鳥取砂丘は千代川

水系の山の崩壊によってできた砂丘ですので、用瀬のも随分入っていると思いますが、今
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指定になっている地域が、地質的に３，０００万年前で新しいと、大村の用瀬の花崗岩は

さらに古くて８，０００万年前ぐらいだということで、時代がちょっと違うのでその辺が

問題のようでした。 

 ただ、丹後半島の南のほうでは、古い時代のものも含めてそういう動きがあります。大

村のおう穴群は随分活躍なさっていますし、用瀬の流しびな、瀬戸川、さらには佐治町も

一緒になって、「五しの里」の佐治石や和紙、星、梨と昔話の「し」が５つ繋がるものを含

めて、そういう意味での人々の暮らしでは大変立派なところです。既にそういうものがで

きていますので、ジオパークにはもってこいの場所であろうと思います。すぐそこの霊石

山まで来ているのです。２、３日前の報道を聞きましても、鹿野、気高、青谷の３つもほ

ぼ間違いないというコメントも見たり聞いたりしますので、今々ではなくても、行政のほ

うでも研究なり応援をしていただいて、佐治や用瀬を含めてさらなるランクアップできる

ようにお願いをしたいというのが私の夢です。どうぞよろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 ジオパークは、もともと私が市長になりましてから、近接の兵庫県の市や町と相図って、

日本ジオパークネットワークにまず入らせてもらって、世界ジオパークネットワークに３

年前に認めてもらいました。平成２２年１０月でしたが、来年が４年目の再審査の時期に

なります。スタート時点から大分要望がありましたので、気高、青谷、鹿野、この３町の

地域を再審査に向けて、何とか同じ地域であるということも学術的に説明がつくというこ

とでしたので申請しました。審査の方も見えていて、これなら問題はないという感じで日

本の専門家は言っておられます。さらに海外の専門家にも再度見ていただきまして、 終

的には来年になると思いますが、決定を見たいと思っています。次の段階でまた４年後に

再審査があるので、それまでにいろいろ資料を揃えたり、いろんな説明をしっかり整えて、

鳥取市内が全部入るようにという可能性を探っていきたいと思います。 

 同一のジオパークの地域として認めてもらえるかどうかというところは確かに議論にな

りますので、もしそういった山陰海岸ジオパークというのと同一性がないとなれば、独立

したジオパークとして申請するとか、また別のことも含めての検討になると思います。地

質学的な裏づけが必要だということは事実ですので、そういったところが課題となると思

います。 

 

（地元意見） 

 人材の誘致、定住対策の推進を頑張っておられるということですが、私としては、この

大村、用瀬に定住をしてほしい、大村の住民が旧鳥取市のほうに出るのを防いでほしいと

思うのですが、そういう対策はしてありますか。 

 

（企画推進部長） 

 大村地区に限っての定住対策、地域限定というのはなかなか難しいです。 

 例えばこの地区の中に、移住定住用に提供していただけるような空き家だとか、家を建

てて住んでもらってもいい土地があるといった情報をお寄せいただいて、そこに移住定住

を希望される方に実際見てもらいます。そこが気に入ったら、さまざまな支援措置を活用
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してこの地区に移住定住してもらう、こういう取り組みが一番なのかなという思いがして

います。 

 いずれにしても、地域の皆さんのご協力がないとなかなかそういったこともできません

ので、支所を通じてでも結構ですし、また企画推進部の中に中山間地域振興課というとこ

ろがあります。そういったところにいろんな情報をお寄せ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） 

 ちょっと補足します。これは、やっぱりなかなか難しいのです。ただ、用瀬町の中で見

ても、この大村の地域は人口が減らない地域で、逆にここに集まってきている部分もある

ように見えます。社や用瀬地区の一部からも移ってこられている方もあるのかもしれませ

んし、いずれにしても用瀬町の３地区の中で人口が減らない地域だと思います。地域から

より便利なところに出ていくのをとめるということは、事実上できないことですが、そこ

の地域が便利であったり、友達が多かったり、生活する上で一番いいと思えばそこから出

ていきません。どういった不便があるか。今、道路もできて、この大村の地域の中の美成

を通って、インターもあって、鳥取市内のどこに行くにも、通勤もかなり便利になってい

ます。高速もできていないころだったら、通勤に不便だから出るという人も、今は大村の

地域にとどまって通うようにしようかなということも出てきていると思います。そういう

条件整備は進んできていますので、まだ不十分な点があれば、そういったところに取り組

んでいくことがいいことだと思います。 

 また、この地域で、例えばおう穴群の観光客も増えて、そこで物が売れるとか、あるい

はここにはパン屋さんなどがありますが、店をやっている方にとって、もっともっと売れ

るようになれば、ここで働けばいいから、外に出て働かなくてもいいということにもなる

と思います。一つは地域振興を図る。ここが魅力的な地域で人が来るようにする、あるい

は地域の生活条件を整える、交通の利便性を高める、あるいは保育園など、そういったと

ころを大切にしてこれからもやっていくとか、いろんな取り組みでここが一番生活するの

にいいと思えば、ここから出ていきません。これは行政だけでできると私は思いませんの

で、行政もやりますが、地域の皆さんで共通認識を高めていただいて、頑張ってほしいな

という気がします。 

 また、鷹狩でも、大村の地域でも祭りとかいろんなイベントを、地域でどんどんされる

ことが人のつながりを深めて、地域から出ていかなくなる気もします。ふれあいフェステ

ィバルは用瀬の運動公園でやっていますが、それとは別に大村の地域として何らかのイベ

ントや祭りやそんなことをやっていけば、やっぱり人のつながりも強まって、仲間ができ

て、出ていくのもいいかと思っていたが、出ていかないでここにいようではないかという

ことになろうかと思います。 

 旧鳥取市の地域というのは、市街化区域と市街化調整区域の線引きなどがあって、自由

に家が建てられない地域も非常に多いのです。こういった線引きは用瀬の地域にはないの

で、建てようと思えば、建築基準法に従って建てる限りはどこでも問題がありません。家

が建たないということもないはずです。もとより行政や法律、条例で出ていかないように

することはできませんから、ここからあまり出ていかないように、みんなで盛り上げてい
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く、魅力をアップさせてやっていく、そんなことなのかなと思います。 

 

（地元意見） 

 美成線の中学生が通う歩道については、大村地区から通う中学生は非常に便利がよくな

ると思います。ただ、今は交通規制が７時から８時まであって、比較的安全に行けるので

すが、聞いたところによると、新しく歩道ができるとそれがなくなるということです。実

は美成のところを渡る横断歩道が１つ、崖の下に行くところの反対側に１つ、それからひ

いな橋のところに１つ、合計３つの横断歩道を自転車の中学生が渡らなくてはなりません。

その時間帯にもし交通規制が解除されてしまうと、中学生の自転車で通う子どもたちは非

常に危ない目に遭うのではないかと、とても心配している一人です。ぜひとも今の時間帯

の規制はそのままで、その道を通って安全に通えるように、ご配慮をいただきたいのです

が、いかがでしょうか。 

 

（都市整備部長） 

 先ほどカーブミラーのところで申し上げましたとおり、まだ確定事項ではなくて、そう

いう計画があるということで警察からは話を聞いています。ですから、無くなる場合、無

くならない場合はということで、両方の対応をお話ししました。今いただいたご意見があ

るということと、警察で交通量や通学される方の経路をもう一度確認した上で公安委員会

に諮るということですので、そもそも諮る必要があるのかどうかも含めてきちんと検討し

てほしいということは、くれぐれも申し伝えたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 交通安全、通学路の安全というのは、鳥取市がとても力を入れていることの一つです。

３カ所で道路を横断することがあるということですから、危ない目に遭わないように学校

とも確認したいと思います。今、７時から８時は交通規制をして、車が通れないというこ

とですが、交通規制で車が通れないのも、一方の通行の利益というか、交通をすることで

のプラスというものもあると思いますが、子どもたちが危険に遭ってはならないというの

は絶対的に大事なことだと思います。どういうふうにそれらが確保できるのか、調整でき

るのか、いずれにしても一番いい方法は何か。警察だけの判断で一方的に決められないよ

うに、我々としても地域の声、学校の立場、あるいは、市道ですから、道路の管理者の立

場で、こういったものをしっかり寄せ集めての、 終的には警察サイドの判断ですが、交

通事故を起こすことは警察だって絶対ないほうがいいわけですから、そういう判断のもと

でどういうふうにするのか、また少し見守っていただきたいと思いますし、声を出してい

ただいて。智頭署ですね、ここはね。智頭警察署のほうに、やっぱり地元の声も届けない

といけないと思いますので、日ごろ交通安全で一緒にやっておられますからね、ぜひ支所

とも一緒になって鳥取市としても取り組みたいと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

 皆さん、ありがとうございました。長時間にわたっての意見交換となりましたし、身近

な問題を地域の実情に即していろいろ意見をいただきました。 
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カーブミラーもついて、一歩前進というところもご理解いただいて、また、皆さんのす

ばらしい取り組みであるおう穴の保存、活用もこの地域の活性化に生かして盛り上げてい

けるよう、この地域の振興を図っていきたいと思います。 

 用瀬地域にかかる跨線橋、鉄道を越える橋もできます。何かと取り組みが進んでいく中

で、この大村の地域も含めて用瀬地域をしっかりと住みよいいい場所だと、もう出ていく

人なんかいないと、いつまでもここに住みたいということになるように一緒になって力を

合わせて進めていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 


