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散岐地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１１月１９日（火） １９：００～２０：４５   

２ 会 場 散岐地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ４２名 

市側出席者  ２６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、

河井教育委員会事務局次長、谷口道路課長、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＞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、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 

この散岐まちづくり協議会は平成２１年３月に立ち上げました。それから１年６か月近

くかかって平成２２年８月にコミュニティ計画ができ上がり、その年の１２月に市長さん

から支援宣言をいただきました。実際に活動を始めたのは平成２３年４月からで、今年で

３年目ということになります。 

今年の活動の内容ですが、部会が４つありまして、地域活性化部会で行っているのが花

いっぱい運動です。健康福祉部会が行っているのが声かけ・見守り活動で、これは７５歳

以上の一人暮らしの方を中心に、手土産を持って安否確認を行っています。総務部は、ま

ち協だよりといった広報誌を発行します。それから大義寺山公園の参道の清掃活動は、地

域活性化部会を中心に行っています。運動会は、公民館とタイアップしてやっています。

さらに敬老会も行っています。教育文化部会では、一昨年ふるさと散岐の地図を作りまし

て、それを基にウォークラリーを行っています。このような形で活動をしています。 

花いっぱい運動では、プランターに花を植えまして、各区長にお願いをして各集落に配

布し、村の広場や公民館を綺麗にしていこうということで行っているものです。 

健康福祉部会の活動の一環として、声かけ・見守り活動があります。これは、花の鉢植

えにメッセージを付け加えたりして一人暮らしの高齢者の方にお配りしています。 

大義寺山公園の参道の清掃活動では、公民館や遺族会と一緒に、小学校の裏の大義寺山

にある忠魂碑の参道を掃除しています。小学生も多数参加しまして、ごみを集めたりして

います。あとで冷たい素麺で会食をしています。 
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散岐地区運動会は、主としては公民館、体育会の事業ですが、まちづくりも一体になっ

てやっています。今年は天候が悪くて雨の中でしたが、皆さんが元気に、なんとかプログ

ラムを消化しました。午後には雨が止みましたが、 後に思い出に残る運動会になったと

いう感想もあり、雨もまた良いのかなということでした。 

９月に行った敬老会では、小学１年生が皿回しを余興でやったり、４年生があゆ太鼓を

叩いたり、地元の方々が手踊りを披露したりというようなことがありました。一番のメイ

ンである寸劇は、今年は水戸黄門をやりました。地元のまちづくり協議会とか、区長さん

方、実行委員の方々の出演で、大変大喝采を受けました。地元の身近な人が演じるという

のもなかなかおもしろいものだなと感じました。 

ウォークラリーを年１回行っています。今年は資料が間に合いませんでしたので、昨年

のものですが、村の神社や名所を巡って、 後にその村に伝統的に伝わっている傘踊りや

手踊り、それから有志による太鼓などでおもてなしをしています。今年は、相当現地が草

で覆われておりましたので草刈りを行いました。この散岐の西側の西山というところに大

平古墳がありまして、それを勉強するということで１１月１０日に行いました。小学生も

６年生の９名全員、宿題のような格好で出てきなさいということで上がって、非常に活発

に活動してくれました。地元の婦人会の方、あるいは食生活改善推進員の方々に団子汁を

作っていただいて、下りたあと皆さんが老人憩いの家で食事をしました。また埋蔵文化財

センターにお勤めの方に大平古墳の解説をしていただき、皆さんに大変好評で、また来年

も出たいということをおっしゃられていました。 

「散岐まち協だより」は、年３回程度出すようにして活動を皆さんに知っていただこう、

そしてできるだけ多くの方に参加していただこうということを狙ったものです。「ふるさと

散岐地域づくりだより」は、同じようなまち協だよりですが、これは年１回発行し、組織

や会長のあいさつ、部会長のあいさつなどを入れたり、年間の行事を入れたりして 初に

お配りするものです。 

今後の課題として、私も８か月ほど会長をしてみまして、いろいろな行事があって皆さ

んに喜ばれている面もありますが、各部落長さんや役員の方々の本当に大変なご苦労で成

り立っています。全世代というか、皆さんにはなかなか浸透しておらず、まだまだ協議会

の活動、協議会そのものに対する理解が不十分ではないかと思います。我々もそういう点

でもっと勉強していかなければいけないと思っていますが、どうしても従来から行ってい

る公民館の活動とどこが違うのかということを地元の方々も言われますし、そのあたりを

もう少し明確にしていかなければいけないなと思っています。 

２つ目に、この散岐地区も公民館をはじめとして老人会や子ども会、体育会などいろい

ろ団体があります。それぞれが活動していますが、受ける側の住民は５つあれば５つがど

っと来ますので、毎週のように出かけなければいけません。住民にゆとりがなくなってい

るように思いました。従いまして、いろいろな団体だけではなくて、学校や保育園と連携

をして、皆さんが参加しやすい、負担にならないような体制を作っていく必要があるので

はないかなと思っています。なんとか地域の住民が一体感が持てるような活動につなげて

いきたいと考えています。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 
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１ 県道等の安全確保について 

＜地域課題＞ 

①下佐貫地内の宇戸川土手（市道・向羅線）が狭く、車両のすれ違いが困難な状況である

ため、安全に通行できるよう対策を要望します。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

市道向羅線は、カーブとなっている箇所があり、見通しが悪く車両が侵入してしまい、

すれ違いが困難となっている箇所が見受けられます。 

 しかし、市道向羅線は河川区域にあり下に市道下佐貫１号線があるため、道路拡幅はで

きません。 

 対策といたしましては、退避所の設置が考えられますが、下の下佐貫１号線の関係もあ

りますので、河川管理者、関係者との協議を行いたいと考えています。 

 

＜地域課題＞ 

②八日市地内の三叉路（県道）での事故が多いため、何らかの安全対策を要望します。 

 

【企画推進部】 

  要望箇所は、八日市橋から佐貫地区に通じる県道と和奈見橋から八日市地区に通じる県

道との交差点で、和奈見橋から八日市地区に通じる県道の和奈見側に一時停止の交通規制

が設置されています。 

 和奈見橋から八日市地区に通じる県道の道路改良等により、この県道を利用する車両が

若干増加していますが、大多数の車両は八日市橋から佐貫地区に通じる県道を利用してい

る状況です。 

 この交差点周辺での交通事故は、過去３年間に１件発生していますが、合図不履行など

によるヒヤリハット事案が度々あると聞いております。 

  県、警察等関係機関と現地確認を行ったところ、安全対策としては、一時停止規制を県

道八日市釜口線側に移設又は中央線の実線化、強調などが考えられますが、具体的な対策

については年内に、地元の皆様、関係機関と改めて協議をさせていただき、有効な安全対

策を講じるよう、公安委員会、県に要望し

て参りたいと考えます。 

 

【都市整備部】 

 県道三叉路の安全対策について、道路管

理者である鳥取県に確認したのでお知らせ

します。 

 安全対策については、公安委員会、地元

等の関係機関と協議を踏まえた上で、県道

鷹狩渡一木線を主交通とし、県道八日市釜

口線を一時停止による交通形態に変更でき
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ないか検討したいとのことでした。 

 本市としましては、早急に安全対策が講

じられるよう、鳥取県に対して要望いたし

ます。 

 

（都市整備部長） 

市道向羅線についてです。こちらにつき

まして、今回改めて現場を見ましたが、確

かに見通しが悪いです。こちらの道につい

て、スライドの②と書いてあるところの前

後で、退避できるところがないという状況を確認させていただきましたが、この土手の上

の方の道路は河川区域内にありますので、まず河川の安全に支障がないものとして許可を

取らないと工事ができないということがあります。もう１つ、下にも市道が並行して走っ

ていますので、そことの取り合いがあるということがあります。下の市道が一部広くなっ

ているところに、膨らませて退避場所を作れないかということも考えられますが、それで

下の市道が危なくなっては意味がありませんので、上と下の道路のそれぞれの幅を確保し

ながら、上の道路の方に退避場所が作れないかということを協議させていただきたいと考

えています。 

 

（企画推進部長） 

八日市地内の県道の三叉路の交通安全対

策についてです。八日市の方から佐貫の方

に抜ける県道八日市釜口線と、和奈見のほ

うから同じく佐貫のほうに抜けます県道鷹

狩渡一木線が交差点になっています。 近、

県道鷹狩渡一木線の道路が良くなって、交

通量が少し増えて、この三叉路で事故、あ

るいはその事故の一歩手前のヒヤリハット

するようなことが大変多いということです。皆さんはよくご存知だと思いますが、交通量

は八日市釜口線の方から佐貫の方に抜ける車がどちらかというと多くあります。現在は、

この県道渡一木線の方が、一時停止という交通規制になっています。それで、現地を県あ

るいは警察等の関係機関と確認しています。どういった安全対策が考えられるのかという

ことで、例えば、今の一時停止を今とは逆に、県道八日市釜口線の方に一時停止を設けて

県道鷹狩渡一木線の方は一時停止をせずにそのまま通行できるようにするということも考

えられます。また、現在この一時停止になっています県道鷹狩渡一木線の止まれのあたり

のセンターラインと言いますか、道路の標示がちょっと分かりにくいということもあろう

かと思います。その辺の線を太くするとか、分かりやすくするような工夫ができないか検

討してみたいということです。いずれにしましても、地元の方のご意向、あるいは関係機

関の意見を十分調整しまして、皆さん方の事故防止が一番ですので、納得いただけるよう

なことで解決を図っていきたいと思います。 
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（都市整備部長） 

 道路が交差点になっているときに、どち

らがメインの流れなのかということを警察

の公安委員会で決めます。現在は県道八日

市釜口線がメインの流れになっています。

そのメインの流れに突っ込んでくる道路に

停止線がつくというのが交通規制です。そ

れを、今県の方が検討すると申しています

県道鷹狩渡一木線をメインの道路にすると

いうことになりますと、県道八日市釜口線側に止まれの標示ができることになりますので、

この出会い頭の事故というのが減らせるのではないかと。ですから、どちらが主線かとい

うことを切り替えて、この止まれの標示の場所が変わることになりますので、地元の方の

意見を伺いながら公安委員会に諮っていきたいということを県から聞いています。地元の

皆さんのご意見を聞きながら、鳥取市もできるだけご一緒したいとは思いますが、どうい

った形が合理的なのか、変更が必要であれば変更に向かっていただきたいというのが現在

の鳥取市の立場だと考えています。 

 

２ 県道本鹿高福線の拡幅（バイパス）の進捗状況について 

＜地域課題＞ 

前回（平成２３年１１月１１日）の「地域課題」である、県道本鹿高福線の拡幅（バイ

パス）の進捗状況について 

 

前回の地域課題： 

『県道１９５号線と２３１号線の分岐点の三叉路から水根、下佐貫方面への三叉路まで

の約４００ｍの間（佐貫地内）が幅員４．０ｍと狭小であり、住民は通行中の事故等の危

険に常時さらされております。 

 この悩みを解消するようバイパスの新設または現道の拡幅を切にお願いするものです。』 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 県道本鹿高福線は、散岐小学校から平成２４年度の通学路危険箇所としても要望され、

今年度、鳥取県が路肩部へのカラー舗装を行ったところです。 

 本県道の現在の状況について、鳥取県に確認したところ、県道本鹿高福線は、平成２３

年度以降継続して予算確保に向けた調整をしていますが、交通量が少ない等の理由から予

算確保の優先順位が低く、現時点で事業化に至っていないとのことです。 

 本市としましては、今後も引き続き、早期整備が図られるよう地元の皆様と連携しつつ、

鳥取県に対して粘り強く要望していきたいと考えています。 

 

（都市整備部長） 
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本鹿高福線についてです。こちらにつ

いては、散岐小学校から平成２４年度の

通学路危険箇所としての要望をいただき

まして、県がカラー舗装を行っています。

道路の拡幅につきましては、県も既に検

討事項には挙げているところですが、交

通量が他の要望をいただいているところ

に比べて、比較的少ないとのデータが取

れているようでして、県では優先順位が

中途半端なところで留まっているという

ところです。ただ、市としましては、そ

のデータの取り方や、もう少しなんとか

ならないのかといったところを県がどう

いう分析をしているのかも教わりながら、

早期整備が図られますように、地元の皆

さまのご意見もいただきつつ要望を粘り

強く続けていこうと考えているところで

す。 

 

（地元意見） 

 本鹿高福線の、下佐貫から水根に上が

る市道の最後で、県道の方が一時停止を

して、市道の方が一時停止せずに通過す

るという状況ですが、そのことについて

はどうお考えでしょうか。今まで長い歴

史の中でずっとそのままやっているので、

別に今になって変えなくてもいいかなと

思いますが、県道が一時停止をして、市

道が一時停止をしないというのは交通の

ルールからいってちょっとおかしいので

はないかなと思っていますが、どうでし

ょう。スクリーンの４番のところです。

良い悪いに関わらず、県道の方が一時停止をして、市道の方が一時停止をしないという経

緯をどういうふうに判断されるか聞きたいと思います。 

 

（都市整備部長） 

 今日は準備をしてこなかったので、改めて調べて、支所か公民館を通じて報告させてい

ただきたいと思います。こういったＴ字路や三叉路はどちらかをメインの道路と位置付け

まして、そこに突っ込んで来る方を止めるということになります。県道が優先、市道が優

先というよりも、例えば仮に市道の方の交通が激しいとしたら、県道と市道を跨いででも
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市道が主線ということになって、県道を一時停止するように警察の交通規制では考えるこ

とになっています。ですので、おそらくこの一時停止を決めたときには市道の動きが激し

くて、そこに県道がそのまま突っ込んで来ると危ないというような考え方をされたのだと

思いますが、今それが相応しくない可能性があると今ご意見をいただきましたので、そこ

につきましても県と市の道路管理者同士でどういう状況になっているのか話し合って、支

所を通じて報告させていただくということになろうかと考えます。 

 

（地区会長） 

 ふさわしくないとは言っていません。山上や小倉の車が多くて、外側を通って行く道の

方が交通量が多いから、多分県道のところを一時停止にしているのではないですか。今は

やめろと言われているのではないです。 

 

（地元意見） 

 県道の方を一時停止するのは、交通量によってされたということだから、それは納得し

ますが、実際、山上、水根の方から出る車は結構多いです。つまり、このグリーンにされ

た３０ｋｍ／ｈ制限のところが道路が狭いことによって、まっすぐに出るという状況があ

ると思います。３０ｋｍ／ｈ制限というのは、この町内でもありません。ですから、早急

に事業をしてもらって、交通事故が起きない間にやってほしいと併せてお願いします。 

 

（都市整備部長） 

 分かりました。市として改めて県に、ちょっと不便だというご意見をいただいていると

いうことをお伝えしていきたいと考えます。また、それとは別にここの交通量のデータを

今日は持ち合わせていないものですから、今のままが相応しいのかどうかは、また別途調

べさせていただこうと思います。 

 

＜補足：都市企画課対応方針＞ 

 県道本鹿高福線と市道向羅線との三叉路については、平成２５年１２月１３日の通勤時

間帯（７：００～８：３０）に交通量調査を実施し、佐貫方面から水根方面（２１台）と

下佐貫方面から水根方面（１８台）への交通量がほぼ同じとなっています。 

 今後は、交通量の結果を踏まえ県・市道路管理者及び交通管理者で交通形態の協議を行

いたいと考えています。 

 

３ 「大淵堰の老朽化対策」の進捗状況について 

＜地域課題＞ 

前回（平成２３年１１月１１日）のフリートークにあった、「大淵堰の老朽化対策」の

進捗状況について 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 大淵堰周辺の対策について、千代川の河川管理者である国交省に確認したのでお知らせ
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します。 

 国交省では「千代川水系河川整備計画」に基づき、目標流量を安全に流下させるための

河川整備を行なっています。大淵箇所は、現況の河川断面では流下能力が不足しているこ

ともあり、コスト面及び維持管理面も含めて流下能力を確保する最適な整備方法を、現在、

検討しているところとのことです。 

 本市としましては、大淵堰本体のみの整備ではなく、堤外水路を含めた周辺整備が行わ

れるよう、今後も引き続き、国交省に対して要望していきたいと考えています。 

 

（都市整備部長） 

大淵堰の対策につきましては、千代川

の河川管理者である国交省に確認してご

報告するものです。国土交通省におきま

しては、千代川水系の河川整備計画とい

うものがありまして、戦後 大の雨量の

ときの流量が確保できるように全ての流

れの部分を確保するという計画がありま

す。大淵堰についてはその流量が現時点

では確保できないので、どういったやり

方で流量を確保するのか、掘るのか、壁

を立てたりするような場合もあります。

何をするのが一番合理的に早く、安く、

この流量が確保できるかという検討をし

ているので、もう少しお待ちいただきた

いということでした。市としましては、

この堰の改修はもちろんですが、土砂の

溜まっているエリアがありますので、土

砂の撤去や堤外水路の改修も、断面が足

りないというだけではなくて、ここ全体

の安全対策として取り組んでいただきた

いということを、国交省の検討の流れを追いながら、要望を続けていくという方針で現在

向かっています。 

 

（地元意見） 

 大淵堰老朽化対策についてです。和奈見、佐貫、八日市の３ヶ村で４０数町歩の用水と

生活用水、あるいは防火用水を兼ねています。唯一の用水路ですので、これが駄目になる

と田んぼができないし、防火上も問題になるという状態です。現実問題として、一昨年は

年３回の台風で、その都度、あそこが埋まって土砂上げをやっています。毎年繰り返しで

す。今年も１回やりました。経費を使って我々が２割負担して、支所にもお願いしてやっ

ていただきました。こういうことを毎年繰り返します。それで、恒久対策、抜本対策をと

っていただく方法はないかということです。９０年ぐらい経って、堰ですから非常に老朽
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化していますが、この対策を急いでお願いしたいんです。市議会議員の金谷議員も議会で

質問されて、市長さんも十分検討してもらうという回答もいただいていますので、検討し

ていただいていることはよく分かるのですが、台風のたびに、総事をやって、地区会長や

八日市の区長さんに毎回お願いして、こういう状態が毎年繰り返されます。我々も非常に

年を取って、だんだんそれもかなわないということで、抜本対策をぜひ早急にお願いした

い。具体的にどういう方法があるのかは、今この場では回答できないのでしょうけど、急

いでいただきたいということです。今年の状況も写真に撮っていますので、見ていただい

たらよく分かるのですが、水路に土砂が入ってそれを総動員で除去するということの繰り

返しです。これが毎年です。去年もありましたが有志というか、一部の者でやりました。

この権利関係も、我々は古いことで分かりません。国のものなのか、村のものなのか、そ

の辺の問題もあろうかと思いますが、ただ、いかんせん、水が来ないことは大変な問題で

すから、そこをお願いします。 

 

（都市整備部長） 

 今回の地域づくり懇談会のために、今月、国交省に念押ししたときには、時期は具体的

にはいただけなかったのですが、お預かりした写真を鳥取河川国道事務所に届けまして、

本日の議事録とともに改めて要望を重ねていきたいと考えます。（Ｈ25.11.26 届け済）水

の関係ですので、川をがちがちに固めると周辺が不便になるというところをどのように考

えているのかも、もう一度聞き取ってきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

写真をいただきました。９月５日の大水で、用水路の方に土砂などが流れてきて、木や

草で大変な状態だというのがよく分かりました。かねてから国交省にこの堰の状況の中で

用水路部分も整備するようにお願いするということをはっきり伝えてあります。どのよう

な恒久対策と言われましたが、どのような形でやったらいいのか、 適な整備方法を検討

するというのが現時点の一応もらっている答えです。さらに市としても事務所と協議する

中で、どこまで国でやってくれるか、どこから先はまた別の形で用水の管理者を補助する

ような形でするかとか、その辺をきちんと整理して方向付けをしたいと思います。大水の

たびにこの状態では、実際に用水を使うときにこれが来たら大変なことになりますし、こ

ういう場合に今後どうするかということが、いろいろな取り組みも含めていろいろな可能

性があると思います。お話のあった抜本対策に向けて、部長も協議をするというお話を今

していましたが、改めてその方針で向かいます。 

 

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） 

 下佐貫は広域で、災害時などに活躍できる消防自動車があります。現在のものは３０年

以上経っていて、老朽化で修繕したりしていますが、修繕費や維持費が高額になっていま

す。ぜひ、軽の消防自動車でもいいので検討をしていただきたいと思っていますので、ど

うかよろしくお願いします。 
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（支所長） 

 今のお話は下佐貫が持っておられる可搬を積める自動車ですね。小さい集落ですと台車

に乗せて、引っ張って回るのが通常ですが、下佐貫では２ｔぐらいの自動車に可搬を積ん

で、村の消防車として火災のときには出動されているということですね。 

 

（地元意見） 

 実はこれは３０年ほど前に旧河原町からもらった緊急車両になります。 

 

（竹内市長） 

 河原町の消防団の分団が持っているのとはまた別で、集落で持っておられるということ

ですね。 

 

（地元意見） 

 そうです。 

 

（竹内市長） 

 消防団のものは、年次的に更新をしていますが、集落単位で持っておられる消防自動車

の例はそう多くなくて、鳥取市もそういう更新の制度が、今時点ではないです。その集落

として今後もずっと使い続けられますかというところと、実際の必要性がどれぐらいあり

ますか、稼働状況はどうですかということを実際検討してみないと。集落単位の自主防災

会の組織は、鳥取市も大いに推奨しています。ポンプだけのところは割とまだありますが、

自動車まで持って移動をしながらやっておられるというのは市内でも比較的少ないと思い

ます。制度的な可能性も含めて、それから今後の実情を踏まえながら検討をしたいと思い

ます。ちなみに、これまで河原町時代はちゃんと補助して更新していたのですか。 

 

（地元意見） 

 多分ですが、地域改善の対策事業で整備された消防車ではないかなと理解しています。 

 

（竹内市長） 

 いずれにしても今日のところでは、ちょっと実態も含めて検討する中で方向を出してい

きたいと思います。 

 

（地元意見） 

 この下佐貫で私も今、自警団員の１人として活動しています。毎月定期的に可搬ポンプ

の点検はしていますし、下佐貫として毎年自主防災の訓練を行っています。今年はなかっ

たのですが、去年は大雨で千代川やその辺の支流が増水したときに、消防車を使って土嚢

を運搬したり、設置したりしました。そのときに集会所に避難したいという高齢者の方が

おられて、歩いて来られた人もいましたが、中には足腰が不自由で歩けないということで、

消防車で集会所まで移動させたりということもありました。市長が言われるように、今後

どれだけそれを継続していくのだということは、私もいつまでも自警団にいるわけじゃな
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いので、分からないですが、次の若い世代に少しでも継続していきたいということがあり

ます。消防車の継続は、実際費用も掛かって大変になっています。次に自動車屋で修理に

なったときには部品がないので本当にもう使えませんよということも言われています。な

んとか前向きに検討をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 村で自警団として活用しているという実態もお伺いしました。実はこの自警団という単

位で、地域あるいは町内会単位の自主防災の活動について、鳥取市としてもできるだけ支

援したいと思っています。ポンプはポンプで考えられていると思いますが、こういう自動

車の更新が必要になったときの支援は、金額も少し嵩みますし、どういうふうにしたらい

いのか。いずれにしても地域の皆さんと協働のまちづくりでやるようにしなればいけない

と思いますが、公的な支援がどこまで考えられるのか、実態も市を通じて一緒になって検

討して答えを出していきたいと思います。こういった要望も他で全くないわけではなくて

少しあるのですが、集落単位で消防自動車を持っておられて、非常に強力な体制でやって

いるところはそれほど多くありません。この消防団や自警団についても自主防災会という

形で位置付けながら支援をする。数もたくさんありますので、あまり手厚い支援ができな

いでいるという状況の中で、自動車を持ってやっておられるところをどうするかは、大き

な課題だと思っていますから、改めて検討をさせていただいて個別に答えを出せるように

努力したいと思います。 

 

＜補足：危機管理課対応方針＞ 

 現在、本市が実施している事業で自警団等に対して消防用車両整備の助成制度はありま

せんが、平成２５年度より、まちづくり協議会を対象にした新たな補助制度（上限１０万

円）を創設したところです。この制度は防災資機材の購入などに助成するものですが、既

存制度のまちづくり交付金４０万円と併用することにより最大５０万円を助成することも

できます。 

 また、毎年、コミュニティ助成事業（地域防災組織育成事業）を募集しており、採択さ

れますと最大で２００万円の助成が受けられるメニューもありますので、散岐地区まちづ

くり協議会及び危機管理課へご相談ください。 

 

（地元意見） 

 散岐小学校の裏山が急傾斜地区に入っているみたいですが、９月の雨で少しずれている

ところもあります。今後の急傾斜地の修繕の予定というのはありますでしょうか。 

 

（都市整備部長） 

 急傾斜地区というのは、土砂災害警戒区域という制度を県の方で持っておりまして、こ

のいわゆるレッド区域、危険な区域となるものが、散岐地区では急傾斜で２５箇所、土石

流に関しては１４箇所あります。県に確認したところ、散岐地区につきましては、既に取

り組んでいる事業や対策の予定がなかったのですが、市が９月の雨でずれた箇所を確認さ

せていただきました。その状況を県に持ち込んで協議したところ、まだ現地に入れてない
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ようですが、現地調査を行って事業化できるかどうかを整理したいという回答をいただい

ています。急傾斜などの状況につきましては、今回も現地を我々の方で調べて県に持ち込

みましたが、皆さまから情報をいただいて現地確認をするというところで、できるだけ機

敏に動いていきたいと思います。今後とも気が付かれた箇所がありましたら県・市問わず

情報をいただければできるだけ早く対応させていただきたいと思っています。県が具体的

にいつ現地に入るかというところまでは約束はもらえていませんが、できるだけ早く現地

調査を行ってもらうように働きかけてまいります。 

 

（地元意見） 

 散岐小学校の裏山の急傾斜地の崩壊の件につきましてお尋ねします。これは、市と県の

連名で、急傾斜地崩壊のため、この辺の山には一切上がってはいけないというような杭が、

３年ほど前からだと思うのですが立っています。平成２４年１１月２７日に県から４人ほ

ど来られまして、部落の関係者等々が参加してお話を聞いたりしました。その中で、今年

度区長さんから要望事項として市には出ているはずです。この山の一番上に忠魂碑があり

まして、これは当初小学校の校庭にあったものを上に持って上がって建てました。それで、

松の木やクヌギの木がいっぱいあってこの忠魂碑が見えないから、これが見えるように伐

採をしてくれということで、約３分の２程度伐採をしました。そうしたら、大きな木がな

くなって、市道や県道あるいは学校のこの裏山が見える方側から見れば、亀裂が入ってい

るという話がありました。それで当時の町長にお願いして、多分２０年ほど前だと思いま

すが、郡家にある県の土木出張所から４、５人来ていただいて調査をしていただきました。

すると、危険なことは危険だが、今すぐどうこうするということではないが、近いうちに

整備しておく必要があるというような答えをその当時いただいています。そばに家があっ

て、自分のことを言っているようで非常に恐縮ですが、大雨や台風は近年少ないのですが、

地すべりなどが起きるようなときには轟音があったり、何か兆候があるというようなこと

をよくテレビ、新聞などで見させてもらいます。ですから、そういう大雨や台風のときに

は外には出ませんが、何か音がしていないかとか、夜通し寝ずにイライラすることがすご

く多いです。まだ少しですが、うちの裏山に２か所ほど、それから上手のお家には１か所

そういう兆候が出ていて、ずれたところがあります。１か所は私が片付けましたが、もう

１か所はそのままにしています。これを、教育長さんはご存知だと思いますが、赤線もわ

ずかに入っていますが、一応赤線ではないです。散岐小学校が約半分、プールが全部黄線

の危険区域の中に入っています。これは公共的な施設がそういう危険な地域に建っている

ということです。聞いてはいたのですが、どの範囲かは分からなかったので、昨年１１月

にこの資料をいただいて私もびっくりしました。 

鳥取県内でも、６，２００か所ぐらいこういう危険区域があって、その中で東部に１，

２００ぐらいあるというようなことをお聞きしました。公共施設がこの中にかなりめり込

んでいるという事実を教育長さんはご存知なのか、そういう公共的なものが入っていれば、

ある程度優先してもらえるような状況になるのかならないのか、それから現地調査を、１

回然るべきところから来て見ていただきたいと考えているところです。 

 

（都市整備部長） 
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 当市は県と一緒に必ずセットで伺うようにしているのですが、こちらの地区への説明に

ついては支所に一緒に行っていただいていて、私も議事録を読ませていただいています。

県には学校などがあるところの優先順位は高いのですね、ということは直接念押しをして

いますし、そのときの議事録でも学校がありますので優先順位は当然高くなりますという

ことは、県の担当者からも申し上げているところかと思います。今回、何月何日に地元に

調査に入るというのを県からもらえずに来て申し訳ありませんが、県が調査に入るときに

は市も同行しまして、当然支所に連絡して入りますので、周辺で一緒に見てもらうべきと

ころがあれば、当然確認してもらうという体制で望みたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 補足説明させていただきますが、うちの裏もそうですが上手の方の裏山から、かなりの

大雨が降ったときは水がドオッと出ています。そういうところが何か所かあるという状況

もありますので、付け加えておきます。 

 

（竹内市長） 

 散岐小学校の裏山のあたりはイエロー区域がかかっているということです。この土砂災

害で赤い線で囲まれているレッド区域が土砂災害特別警戒区域で、散岐地区だけでも急傾

斜といって崖みたいなところが２５か所、土石流の危険があるのが１４か所と県が指定し

ています。もちろん散岐小学校を造るときにそういった認識があれば、もう少し立地条件

をしっかり考えたりもしたはずです。山に近いことは物理的に分かっていましたが、そこ

まで危険があるという認識があったのか、また昨今の雨の降り方が異常であったりします

ので、ご心配のことはよく分かります。伊豆大島のように、ここから崩れてくるとは思わ

なかったというところが雨の影響でドッと崩れて亡くなられた方も多数出られました。実

は、土を止めるダムみたいな施設がなかったところをすり抜けて住宅地の方まで土砂が流

れ落ちたそうです。それでああいう思いがけない土石流による多くの死者を出すような悲

惨な大惨事ということになりました。この小学校の裏山のこの山について、事業の内容、

種類としては、県が担当する事業になると思っていますが、今後事業がきちっとできれば、

かなり安全度は高まります。ただ、箇所数が多いので、実際に優先的にやってもらえるか

どうかで大きく左右されますが、学校というような重要な公共施設があるということは事

業の採択上は非常に優先度が高いというのは理解してもらえる内容だと思っています。２

０年ほど前の話は置いといて、県の現地確認がまだ現時点でやられていないので、まず現

状を把握した上で対策を検討してもらうという流れになると思います。まずは、この点を

はっきり申し上げて、それが実行されるように早期に手配をしたいと思います。 

今のところ、事業をずっと続けていこうということではないような県の意向もあるよう

ですが、とにかく改めて現地の状況を確認してほしいということでお願いしてみます。鳥

取市も立ち会ってさせてもらいますので、まずはその点でご理解いただいて、また次の段

階でまた情報をお届けしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 地域づくりという観点で、総合支所のあり方についてご質問させていただきたいと思い
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ます。当然地域の拠点であり、町民の拠り所ということで総合支所を中心として取り組ん

でおられるというのは承知しているところです。また、昨年２月の市議会でも総合支所の

機能強化ということで金谷議員等も質問をされ、支所職員の人事配置の権限も含めて支所

長に付与したというご答弁もあったように思います。災害時の拠点としての機能はもとよ

り、地域の一体感、連携がこれからは重要でないかなと思っています。その意味で、例え

ば、まちづくり協議会と公民館のあり方も、進めながらも迷いながら本当に今のあり方で

いいのかと疑問に思ったり、どうしたらいいのかと考えたりしています。そういったこと

も含めて、総合支所が主体的にもう少し支援をしていただければなと思っているところで

すが、今の支所の中にそれをお願いしても、その体制的にも非常に無理があるのかなとい

うことで、なかなか言いづらいかなということも思っています。広報活動などにも一生懸

命取り組んでおられますが、いかんせん支所の職員体制などを見るとなかなか無理も言い

づらいのかなと思います。 

新市域振興監ができて、本庁でも旧町村部の取り組みを強化するというようなことも進

めておられるようですが、例えば総合支所の管内は支所長に全て任せて、特徴を持ってそ

れぞれが違ったやり方をしてもいいのではないか、ありはしないのかなと思います。私た

ちは直接本庁に云々というよりは、やはり拠り所となるのは総合支所ですので、そういっ

たことの拠点として、もう少し機能強化に向けて、具体的な検討を進めていただければな

と思います。私も行政に関わっていますので、非常に言い難いことを申し上げまして申し

わけありませんが、常々そういうふうに感じていましたので、一言申し上げます。 

 

（支所長） 

 要約すると総合支所ももっと頑張ってくれというお話だと思ってお受けしました。ご理

解いただいていますように、現在の総合支所の体制は３つの課を２３人で行っています。

当然力一杯やっていかないといけないということで、できる限りのことはやっていると思

います。ただ、市の職員というのは支所だけではなくて、本庁にも散岐地区から出ておら

れる方や、立派な優秀な方がたくさんおられますし、そういう中で全体が一緒になって連

携してそれぞれの地区の地域づくりが進んでいけばいいのではないかなと考えています。 

 

（新市域振興監） 

 １０月１日から新市域振興監という部署ができました。今日も各支所の予算の聞き取り

で、支所の様子を聞かせてもらいました。この１０月からは８つの総合支所を巡って関係

部署で話をさせてもらい、１８日には新市域振興本部を立ち上げて、合併１０年というこ

とで新市域のありようを今、再検討しています。合併してから確かに人員が減っています

が、それは全庁的に言えることです。機能も組織のあり方もいろいろ工夫されていて、支

所だけで業務をやっているわけではないと思っています。西や南の工事事務所ができて、

設計に関わる工事はそこでやっています。学校施設、学校管理、学校教育などに関しては

本庁の方でほぼ全て賄われている状況にあります。いろんな機能、在り方が変わりながら、

改めて支所、総合支所長は残していきますので、防災の拠点、市民サービス、地域振興の

拠点であることは間違いないと思います。 

人員削減があったり、予算の苦しい状況があったりする中で、改めてどうするのがいい
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のかということを今検討を始めたところです。これは、中山間地の課題でもあると思って

います。支所エリアの課題として、耕作放棄地が増えたり、農業の担い手不足があったり

しますが、これも８つの支所共通の課題ということで、農業振興プロジェクトチームを急

遽立ち上げました。本課の農業振興課だけではなく、県の東部振興監や農業に関わる部署

との連携を、支所も支所長さんも関わってもらってさせてもらいました。いろんな機関が

ある中で、連携を取りながら、支所のエリアも含めて鳥取市の一体的な発展を進めていく

必要があると思っています。支所によってやり方も地域性もいろいろ違いがあるなと改め

て思っています。近くでは佐治ですが、青谷や鹿野、気高でもそれぞれ農業があり、漁業

があり、違いはありますが、お互い連携してもっといいところを伸ばしていくこともでき

るのではないかなと思っているところです。まだ立ち上がったばかりで、この１０年の在

り方を検証しながら地域振興ビジョンを策定していきたいと思っています。今年度中には

そういった支所のあり方も含めて地域振興の中期的なまとめを、来年度に全体的なまとめ

をしたいと思っているところです。 

 

（竹内市長） 

 まず第１に、支所の機能強化については大賛成です。今、地域振興、市民サービス、防

災が支所の３つの柱ですが、この３機能は支所にとって重要だということをいつでもどこ

でも言っていて、支所はこれからもずっと存続させるのだと私は言い続けています。庁舎

整備の関係でも、機能の強化をぜひやっていきたいと思っています。ただ、この場で言え

ば河原町地域にとって、どういう行政が必要かという判断では、支所が単独にできるとい

うことにはなかなかいかないと思います。ですから、支所は本庁と連携を取りながら、ま

た本庁は支所と連携を取りながら、ここの地域に必要なことを力一杯やっていくというこ

とが地域の発展につながると思っています。支所に任せたらという考え方も当然あります

が、支所だけでは単独に議会もありませんし、全部の委員会も用意できません。それなら

ば結局合併しない元のままということになりますので、それで支所の管内が発展するのか

どうかという問題はあります。ばらばらにとおっしゃいましたが、それぞれの支所が特色

を持って発展をすることは大賛成で、大いに応援したいと思っています。 

どのような発展を遂げるのが一番いいのか、具体的に言えば、例えば、当時の福部村が

鳥取市と一緒になることで鳥取砂丘の利用や開発などができ、砂の美術館も造られて、行

事も全体的にいろいろと盛んになって、今、大変活性化しています。農業では、らっきょ

う生産も選果場や塩蔵施設といったいろいろなものもできて進んでいます。ですから、鳥

取市全体の力を傾けていろんな地域の発展を進めています。河原について言えば、工業団

地の整備もやってきましたし、道の駅あるいは新しいあゆっこ園や中学校の改築など、い

ろいろなことを全市的にテーブルに乗せて議論して、この地域にこれが今必要だというこ

とで、全市的な力を傾けてやっているわけです。行政として鳥取市全体が発展するように

目配り、気配りをしながら、且つ、それぞれの総合支所を地元の皆さんにとって、なくて

はならない拠点として大いに機能を強化していく、そういった取組みの中で地域の発展を

図っていきたいと思っています。 

地域振興の機能も、市民サービスの機能も、その地域を所管する防災の拠点という機能

も、みな本庁から支所に対して常に支援できる体制を整えています。例えば、水道が十分
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でなければ水道局から給水車を出す、あるいは水道で事故があっても応援できる体制を強

化しています。災害時も要員が足らなければ、１２名の支援要員も編成して決めています。

そういう意味で、単に総合支所だけ取り上げて議論するのではなくて、一体としての鳥取

市の組織の中で地域のニーズを汲み上げた取り組みができているかどうかが非常に重要だ

と考えています。どういう方法論を取るのが一番いいかというところで、新市域振興監を

１０月１日で設置しましたので、総合支所長や支所を応援する体制を強化したと考えてい

ます。いつでも相談できる本庁のしっかりした窓口ができたということで、支所の機能も

強化するということにもつながっていると思います。結論から言えば、機能強化に対して

私は賛成ですし、本庁と支所がより緊密に連携しながら、地域の特色ある発展を図ってい

くことによって、よりこの地域の持つ潜在的な可能性が大きく花開くことができると思っ

ています。 

 

８ 市長あいさつ 

 長時間に亘りまして大変ありがとうございました。いろいろなご意見をいただき、また

こういう問題があるのだというご指摘をいただいて、我々持ち帰らせていただく部分もあ

りましたし、現在までの検討状況の中でお答えをさせていただいたものもありました。こ

の散岐地区が、まちづくりの活動ももっと盛んになり、我々もいろいろな形でいろいろな

制度を活用して補助できるようになりたいと思っています。支援宣言が言葉だけで終わら

ないように、鳥取市としても地域の皆さんの取り組みにしっかりとタイアップして頑張り

たいと思います。そういった観点から大事な防災ということで１つ大きな宿題もいただき

ましたので、どういうふうに考えて、どういう対処をするべきなのか、改めて考えさせて

いただくということをこの場で申し上げて、 後の締め括りのご挨拶にさせていただきた

いと思います。 

今日は長時間に亘って、こうして積極的なご参加をいただきました。また貴重なご意見

もいただきました。どうもありがとうございました。 


