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佐治地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２５年１１月２６日（火） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 佐治町中央公民館 

３ 出席者 地元出席者  ４０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、武田企画推進部長、坂

本福祉保健部長、大田経済観光部長、山根農林水産部長、大島都市整備部長、

中島庁舎整備局次長、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 

＜佐治町総合支所＞浜野支所長（司会）、小谷副支所長、竹本市民福祉課長、

川西産業建設課長、西尾地域振興課主査 

            ＜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 

（手づくり梨工房会長） ※スクリーンに基づき説明 

 「手づくり梨工房」は、佐治町内で生産された梨のうち、傷などで下位等級品となって

流通できない商品について、生産者の努力を無駄にすることなく有効活用することができ

ないかと、平成１４年に生産者を中心にシャーベットグループを結成し、梨の加工品の製

造販売に取組み、梨シャーベットを開発しました。平成１６年には「手づくり梨工房」と

改名し、その後梨ジャムや梨あめ等の商品を相次いで商品化しました。現在会員は１６名

で、全て女性だけで運営しています。結成当初は周囲の見方も冷やかでしたが、現在は地

域の中での認知度や存在感も高いものになっています。商品の販路も拡大し、生産量も多

くなったため、生産拠点であった佐治町総合支所の食堂が手狭となり、平成２４年度末で

閉鎖した佐治給食センターを新しい活動拠点として補助を受け、加工施設を整備しました。

今まで原料やコンポート、発送用発泡箱などの資材置き場の確保に苦慮し、あちこちに分

散して保管していましたが、１か所で管理できることから作業の効率化が図られ、生産性

の向上、コスト削減につながると思います。同時に直売所を設け、できたてのシャーベッ

トを食べていただけるようにしました。 

私たちの事業の目的は、１佐治の名前を広める、２梨の有効活用で地域を振興する、３

佐治の人が佐治で働ける場所を作る、４地域の情報を発信する場とする、５食育に貢献す

るというこの５点を目標として取組んでいます。 

次に取組みの経過を報告します。平成１３年、梨生産者有志でシャーベットを試作し、

アンケートを実施しました。平成１４年には、当初７名で佐治シャーベットグループを結

成しました。年間で原料を確保するため岡山県農業開発研究所で研修を行い、１次加工品
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の常温保存技術を確立して、第７回鳥取名物うまいもん発表会でナンバーワンを獲得しま

した。イベント中心のグループでしたが、そのナンバーワンをきっかけにこれは売ってい

けるんではないかという意思を確認しました。平成１５年、会員を１７名に拡大し、アイ

スクリーム製造許可を取得しました。梨あめの販売を開始したのもこの年です。これまで

はイベント販売中心でしたが、店舗販売開拓のため営業活動を開始しました。平成１６年、

鳥取空港限定ライム入りシャーベットを発売し、ネット販売、ホームページ掲載を手掛け、

鳥取県大阪事務所、東京事務所などでＰＲ活動を展開しました。平成１７年、梨ジャムの

販売を開始しました。また、佐治町総合支所食堂跡地に専用２次加工室を設置し、シャー

ベットの仕上げとカップ詰めの作業場を別にしました。平成１８年、学校給食食材の指定

を取得し、学校給食へシャーベットの提供を始めました。平成１９年、学校給食会から梨

のピューレができないかと提案があり、いろいろ試行錯誤をして商品を作ることができま

した。この頃から専用加工施設の必要性を感じ、検討を始めました。農山漁村女性チャレ

ンジ活動表彰事業の最優秀賞、農林水産大臣賞を受賞したのもこの年です。平成２０年ナ

シータカレーの業務用コンポートの販売を開始しました。これは鳥取道の開通に伴いナシ

ータカレーを作りたいが原料の梨がなかなか手に入らない、分けていただけないかという

要望があり、我々は原料としての梨は確保していましたが商品としては考えていませんで

した。これも商品になるのかという思いで販売を開始しました。平成２２年、市役所やア

フトピア協会などで梨あめの販路拡大を図りました。平成２４年、市内のパン屋さん向け

に業務用コンポートの販売を開始しました。梨のコンポートとクリームがマッチしたおい

しいパンになって販売されています。 

ここで手づくり梨工房の新しい施設ができるまでにはいろいろなことがありましたの

で、少しお話したいと思います。まず、シャーベットの販売を行っていこうと思いついた

のですが、販売の場所がありません。それで飛び込みでいろんな商店に回りましたが、ど

のお店も他の営業の冷凍庫だから入れられないとか、冷凍庫がありませんと言われて断ら

れました。そのため自分たちの冷凍庫を持っていかなければという思いで、市からの補助

も受け、自分たちが販売したお金で冷凍庫を買って、今では３台置いていただいています。

スーパーはくとの車内販売を行ってもらっていたんですが、入金がないと言いながらも注

文に応じては何度も送って、気が付けば２０万円の未収で会社が倒産していました。まだ

駆け出しの３年目ぐらいのところでしたので、大変高い勉強をしました。それからは月末

締めの翌月末払いでお願いしています。いただけないところには集金に行き、２度と同じ

ことは踏まないように頑張っています。 

以前は婦人の家で活動していましたが、シャーベットがいつも使っているから使いたい

ときに使えないという言葉をよく耳にし、自分たちの施設が欲しいなといつも言っていま

した。総合支所の方たちも気を付けてくださり、中央公民館裏の古い給食室や和紙民芸館

に土地を借りて建てたらどうだとかいろいろ案を出していただきましたがだめでした。学

校給食が合併したら、もしかしたら貸していただけるかもしれないと望みをつないでいま

したが、あそこは借地だから壊して返すという話が上がりました。そんな折、中学校が合

併するのであとの施設を改修したら借りられるようなお話で、図面を引いて見積もりまで

出しましたが耐震診断がだめだと言われ、これはもうだめだと思いました。そんな折、市

長さんがせっかくある施設だから使った方がよいと言ってくださり、佐治中学校給食セン
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ター跡地施設利用者の募集に応募し、選定されました。この日のために７年間給与の一部

をこつこつと貯金し、県と市で半分と、自分たちのお金で改造することができ、現在に至

っています。販路を開拓すれば冷蔵庫、冷凍庫が必要で、４畳半の大型のプレハブ冷蔵庫

を始め、冷凍ストッカーや冷蔵庫が１０ぐらいあり、売上げが上がっても家賃や光熱費も

たくさんかかるようになり大変な面もありますが、自分たちの施設で伸び伸びと楽しく毎

日仕事をしています。活動拠点を整備したことにより、活動を拡大することを目的に佐治

町内で新会員を募集し、３名が入会しました。補助金をいただいてＰＲのためのパンフレ

ットを作成しました。注文をいただければ全国どこでも発送しますので、知人の方、友人

の方にお勧めいただければ幸いです。全国ネットで飲食店向けに業務用商品の営業も行い

ましたが、送料が高くて商談が成立せず、飲食店を対象にするのであれば地元の事業者向

けがよいと分かったことなど、試行錯誤しながら頑張っています。新活動拠点としてこと

し学校給食センターを整備しました。７月２４日には市長さんにもおいでいただき、「手づ

くり梨工房」開所式を行い、これから発展を遂げることを祈念し、看板を掲げました。 

私たち手づくり梨工房は、現在１６名で活動しています。会長の私が総括、営業、配達

を行っています。副会長は、製造を総括しています。会計は経理と発送、自宅で電話を受

けて営業を行っています。製造者は１６名です。販路が拡大し生産量が増えれば、会員の

拡充が必要となります。働いてみたい方があれば紹介していただきたいと思います。 

新活動拠点を整備したことにより生産量の増加が見込まれることから、市の援助を受け

次のことに取組んでいます。１新規販路の開拓。大手通販会社から５０ｇ入りの梨あめの

注文をたくさんいただいています。２受託製造で、いちごのシャーベットの受託を受けて

製造しています。３喫茶の営業許可を取得したことにより、できたてシャーベットの販売

を開始しました。４インターネット販売の活用。５ラベルパッケージ、ロゴマークの作成

では、ジャムのラベルを新しくしてイメージアップしたいと考えています。ことしは市場

調査で首都圏に出張する等、販路拡大に鋭意努力しています。最初にお話ししました５点

の事業目的に向かって今後も活動していきますので、よろしくお願いいたします。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 総合的な人口減少抑制対策について 

＜地域課題＞ 

少子高齢化は全国的な問題でありますが、佐治町の場合、平成２４年度末の高齢化率は

４０．２％で市内でも突出して高い状況となっています。また、子どもの数も少なく中学

生以下の人口は１７６人で、総人口に占める割合はわずか７．８％という状況です。総人

口も昭和２５年の５，４６７人をピークに年々減少し、平成１６年（昭和７９年）１１月

の合併時には２，８２７人、４８．３％の減少となっていました。その後も年々減少し平

成２５年４月１日では２，２６４人となり、合併時からの約９年間で５６３人、１９．９％

の減少となっています。 

地域の振興や活性化を推進するための基礎的な部分として人口問題が重要で、その中で

も佐治町の場合、極力人口減少をくい止める対策が必要ですが、人口減少をくい止める（抑

制する）ということは、今後も佐治地域で住み続けていけることを可能とする各種の対策

の実施が不可欠ということになります。 
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ついては、今後も佐治町で暮らしていくために必要な次のような基礎的対策を含む総合

的な人口減少抑制計画を早急に策定され、速やかな事業の実施を要望します。 

 

１．空き公共施設等を活用した企業誘致等 

２．地域の産業振興対策（農林業、商工業等） 

３．若者が定住できるための特定公共賃貸住宅（若者向け）整備 

   ※佐治の若者は結婚後にある程度の期間実家ではなく別に生活する人が多い。佐治 

    に住むところがあれば地域に住んでもらえる。 

３-２．ＵＪＩターン住宅支援事業 

４．後継者対策  

※婚活イベントの定期的な実施、結婚相談員等の設置 

５．買い物対策 

   ※商店が加瀬木のＪＡトスクと尾際に個人の１店舗があるだけで非常に不便な状況 

    です。現行の移動販売事業の拡充や地域内コンビニ等の検討が必要です。 

６．地域内交通システムの構築 

   ※地域の実態に即したきめ細かな交通システムの検討（過疎地有償運送等） 

７．国県道の改良促進と市道の改良及び融雪施設の整備、改修 

   ※重要路線や危険個所等の早期改良と積雪が多い地区の道路に融雪施設の整備等 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【経済観光部】 

１．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人の増加が予定されているほか、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１

５名の雇用を計画されました。また、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、市が取得した三洋電機南吉方工場跡地約５．１ｈａのうち約２ｈａの用地に進出

され３３０人の雇用の計画が決まるなど、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。 

 佐治地区の企業誘致状況としては、鳥取自動車道の開通に伴い、高速道路網を活かした

企業誘致活動を展開する中で、製造業をはじめ、佐治地区の地域性を活かした６次産業（農

林水産物＋加工＋流通＋販売〔多角的な経営形態〕）といった新たな事業展開も視野に入れ

ながら、佐治地区の空き工場や、空き公共施設などの物件を鳥取県とも情報共有し進出意

向企業へ積極的に紹介するなど、今後も誘致の実現に向けて努めてまいります。 
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【農林水産部】 

２．本市は、第９次総合計画に沿って、本市農業のあるべき姿、目指す方向、主な施策を

取りまとめた農業振興プランを今年５月に策定しました。 

 このプランに基づき、農産物の販路拡大や産地化、特産品化による農業者の経営の安定

化に向け、白ねぎ等の農産物の生産振興やブランド化、担い手や新規就農者の確保等を進

めていくこととしています。 

 佐治地区は、鳥取地域の梨生産地で最も生産量が多く、代表的な特産品である二十世紀

梨を中心とした梨の産地維持・拡大に向け、新品種導入支援をはじめ、今年度から二十世

紀梨のブランド力を高め新品種とのリレー出荷体制の構築を図るため、二十世紀梨の市場

価格が一定額を下回った場合に差額補てんする「鳥取二十世紀梨ブランドリバイバル事業」

に取り組んでいただいています。 

 また、平成２６年度からは白ねぎの産地拡大に向けて、飯盛山をはじめとする夏ねぎの

栽培により、白ねぎの周年栽培に繋がる取り組みを行います。こうした事業を活用し、新

甘泉など鳥取オリジナルの新品種と二十世紀梨によるシリーズ化や白ねぎの作付拡大など

により、地域農業の活性化を図ることが人口減少抑制の一端を担うものと考えます。 

 一方、林業では、戦後植林した人工林の間伐が必要な時期になっていますが、林業従事

者が高齢化、減少している状況です。 

 間伐については、間伐材が利用可能な大きさになっていることから、間伐材の有効活用

を進めるため、間伐材の搬出経費等に対して支援しているところです。また、林業労働者

については、林業後継者の育成のため林研グループが行う研修に対して支援しているほか、

林業労働者の雇用条件を改善するため林業労働者の健康保険、厚生年金の加入に対して支

援しているところです。こうした事業を活用し、佐治地区でも間伐材の生産活動が拡大し

ており、地域の就業の場につながっていくものと考えています。 

 

【経済観光部】 

２．本市では地域の産業振興を図るため、商工会等と連携をとりながら、地域資源を活用

した地域産品の販路拡大、伝統産業支援、観光産業振興等に取り組んでいます。 

 地元産品の販路拡大の取組みでは、南地域で収穫された鮮度の高い農産物や特産品を大

阪市で直接販売を行う事業の支援や、インターネットショップとっとり市によってネット

販売や商品ＰＲを行い、地域産品の販路拡大とブランド化を図っています。  

 また、佐治町の伝統産業である和紙の伝統産業支援として和紙製造のための機械更新の

費用を助成したほか、和紙の後継者育成支援事業により本年度より１名研修生支援を行う

など、地域の特性を活かした産業振興に力を入れております。 

 今年度新たな取組として、鳥取市南商工会が行う地域活性化事業を支援しており、買物

弱者支援対策や地域産品のブランド化、高付加価値化など連携して取組んでいます。 

 観光の取組みでは、たんぽり荘など観光施設を指定管理者へ管理委託し、地域の雇用を

創造しながら観光振興へつなげております。 

 また、現在起業支援として実施している「中山間地域・地域資源活用型コミュニティビ

ジネス支援事業」では、農家民泊開設・事業拡大にも対応可能です。今後、開設への指導

等もパッケージにするなど、さらなる支援策を検討したいと考えます。 
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 これら地域の特性を活かした取組を支援することによって、地域産業の振興を図ってお

ります。 

 

【都市整備部】 

３．本市としては、国の既存住宅ストック活用の方針を踏まえ、公営住宅の新規の建設は

行わない方針としております。 

 一方、次のような住宅支援施策に取り組んでいます。 

 移住定住者数の増加を図ることを目的として、市民の方から「鳥取市空き家情報」に登

録していただいた空き家を、希望者に紹介しています。 

 更に、小規模住宅リフォーム助成事業では、満１８歳未満の子どもを養育する世帯・障

がい者のいる世帯又は満６５歳以上の高齢者がいる世帯を、助成額の上限を引き上げる（２

０万円を３０万円に）優遇対象者としています。 

 今後も、これらの住宅支援を積極的に活用していただき、人口増加につなげていただき

たいと考えております。 

 

【企画推進部】 

３－２．本市では、県外から移住定住される際、住宅の建設費、購入費又は改修費の一部

を助成することで、人口増加を図り、本市の活性化を促進することを目的として「ＵＪＩ

ターン住宅支援事業補助金」を交付しています。  

 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、地域のみなさまの積

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。 

 

【企画推進部】 

４．平成２２年５月に「鳥取市雇用拡大・若者定住対策本部」を設置し、①新たな雇用の

創出、②若年層の市内定住の促進を二つの柱と位置付け、全庁を挙げて取り組みを強化し

ており、昨年８月には「鳥取市人材確保推進プロジェクト」を立ち上げ、市内企業の認知

度アップやＵＪＩターンなど若者定住、市内企業就職の促進策について検討・実施してい

ます。 

 婚活イベントなど出会いの場の設置の取り組みとしては、平成２２年度から、結婚によ

る若者定住を促進するため「鳥取市新たな出会い支援事業補助金」を創設し、地元の特色

を活かした婚活事業を実施する方に対し支援をしており、平成２３年度には、本事業を活

用され「たんぽり荘」、「さじアストロパーク」を会場とした事業も実施されたところです。 

 今年度も、本補助事業を活用され、知識、マナーの習得の場、出会いの場の設置など多

くの事業が実施されておりますが、本市としてもこうした結婚による若者定住を促進する

取り組みを積極的に支援しています。 

 ぜひ、今後も佐治地域での婚活イベント・若者定住事業を継続的に取り組んでいただき

たいと思います。本市としても、そうした取り組みをしっかりと支援していきたいと考え

ております。 

※今年度、佐治町青年団が、若者のにぎわいづくりを支援する鳥取市若者定住促進事業補
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助金を活用し、地域の魅力発信と地域を誇りに思う精神を育む取り組みを実施されていま

す。 

 

【佐治町総合支所】 

４．地域の新たな担い手確保対策を推進するため、平成２６年度から佐治地域を皮切りに

「地域おこし協力隊」の受入に着手するよう計画を進めています。 

 隊員は、都市部の青年を募集・選考し、耕作放棄地の再生活動や地域産物の販売促進な

ど、佐治町の地域おこし活動に参画していただきます。 

 任期は３年間ですが、その間、佐治地域に居住し、地域のさまざまな行事や活動にも加

わり、任期満了後も引き続き定住いただくことを大きく期待しています。 

 都市部から赴任してくる協力隊員を、地域のみなさんとともに、温かく時に厳しく指導・

支援し、地域の後継者の一人として大切に育んでまいります。 

 

【企画推進部】 

５．【移動販売の拡充】 

 本市では、平成２４年度に「中山間地域・買い物支援事業」を創設し、移動販売車の導

入や継続運営を強く支援しています。佐治地域においては本事業の活用第１号となるさじ

弐拾壱が移動販売を展開されていますが、現在、訪問回数の拡大や新規ルートの拡充に向

け準備を進めています。引き続き、事業の安定継続・拡大のための支援を推進していきま

す。 

 

【店舗開設等への支援】 

 地元農産物の加工品製造・販売施設の整備や農家民宿の開設等に対しては「地域資源活

用型コミュニティビジネス支援事業」等により積極的に支援しています。 

 佐治地域においては、これら事業を活用いただき「かみんぐ百彩」や「手づくり梨工房

加工所」が開設されていますが、中山間地域でのビジネスには多くの困難が伴い、地域の

支援がたいへん重要であると考えます。  

 引き続き、地域のみなさんと協働して、中山間地域の安心な暮らし・賑わいをもたらす

様々な事業の起業・誘致を図ってまいります。 

 

【都市整備部】 

６．本市では、住民の生活交通の安定確保を図るため、特に中山間地域では、路線バスや

路線バスを補完する乗合タクシー、市やＮＰＯ法人によるバスの運行（市有償運送（気高

循環バス、絹見バス）・過疎地有償運送（福部循環バス、ふるさとバス））といった、その

地域の実情や特性に応じた運行サービスの導入を図っています。 

 また、昨年１０月から新しい総合公共交通システムの構築として、南部地域実証運行に

取り組んで参りました。 

 内容としては、利便性が高く効率的でわかりやすい地域公共交通の実現に向け、現状バ

ス路線の幹線系路線と支線系路線への再編、鉄道、タクシー、自転車等、他の交通手段と

の連携を図る新たな地域公共交通網の構築を図るものです。 
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  幹線と支線に分けることにより、個別に運行形態（便数、運行時間、ダイヤ等）の調整

が可能となり、編成の自由度が向上するという効果や支線の便数確保に繋がるものと考え

ています。 

 現在、この評価・検証を行っているところです。 

 さらに、用瀬乗継拠点では、バスと鉄道との連携を深めるため、ＪＲ用瀬駅と国道５３

号線とを線路を横断して繋ぐ跨線橋の整備を進めています。 

 今後におきましても、地域の実態に即したきめ細かな交通システムとなるように、取り組

みを進めてまいりますので、 地域の皆様の積極的なバス利用をお願いします。 

 

【都市整備部】 

７．国道４８２号線及び県道小河内加茂線の状況について、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。 

●国道４８２号線 

①佐治町余戸地内は、現在の１車線道路を２車線に拡幅する事業に着手しており、現在、

測量・設計を実施中とのことです。 

 今後は、来年度に用地買収、一部工事着手を予定しており、平成２７年度の完成に向け

事業進捗を図りたいとのことでした。 

②佐治町森坪地内は、２車線の車道が確保されていることから、現時点で改良の予定はあ

りませんが、車両の減速を促すための路面標示等を検討したいとのことでした。 

③用瀬町別府地内の今年度の予定は、昨年度に移転された箇所の工事を本年１２月に着手

する予定であり、用地については、１件の未買収地があり、今年度に完了する見込みとの

ことです。 

 来年度は、今年度の用地買収を見込んでいる箇所の工事に着手し、来年度中の供用を目

指しているとのことでした。 

●県道小河内加茂線 

 県道小河内加茂線は、佐治町福園地内の１車線道路を１．５車線（Ｗ＝５．０～５．５

ｍ）に拡幅する事業に着手しており、現在、測量・設計及び用地買収を実施中とのことで

す。今後は、用地買収がまとまった箇所の工事を、一部着手する予定であり、平成２７年

度の完成に向け事業進捗を図りたいとのことでした。 

 

 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、鳥取県に対して要望していきたいと

考えています。 

 

（経済観光部長） 

 鳥取市では平成２２年６月に鳥取市雇用

創造戦略方針ということを策定して、今、

積極的に企業誘致に取組んでいるところで

す。直近の全市的な企業誘致の状況は、平
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成２３年度は１０件で、雇用の計画は２９７人です。平成２４年度はＪＣＢなどもありま

すが、７件で９９５人の雇用計画ということで、平成２３、２４年度で１，２９２人の雇

用創出を生みだしています。今年度につきましては、５月に進出協定を結んだシティコン

ピュータ株式会社は、６０人の雇用を計画されています。また、７月には三洋の前の前で

すが、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まして、１

１０人の雇用の増加が予定されています。また一昨年、平成２３年９月に進出した株式会

社円山菓寮鳥取工場わかばの里は、若葉台の方ですが、増設を決められて、本社機能を県

外から鳥取工場へ移して、１５名の雇用を計画されています。企業誘致に力を入れるため

に、三洋電機の南吉方工場跡地５．１ｈａを市が購入しましたが、先日１１月１９日には

県、市と進出協定を結び、岡山に本社がある高級和菓子の株式会社源吉兆庵さんの進出が

決定し、３３０人の雇用が計画されています。６０％は正規雇用ということで考えておら

れるような状況です。 

企業誘致につきましては、増設も含めて積極的に取組んでいるところです。佐治地域に

おきましては、平成２３年２月に豊蔵合同会社と進出協定を結んだところです。残念なが

ら、創業に至ってないというような状況がありますが、佐治地域も鳥取自動車道の開通で

近くなっています。この地域の特性を生かした農林水産物の加工や、新たな独自産業化の

取組みをされる企業さんなどありますので、ご提案のあった活用できる空き公共施設や空

き工場の情報を積極的に紹介して、佐治地域に誘致できるよう取組みに努めていきたいと

思っていますので、よろしくお願いします。 

 

（農林水産部長） 

 本市では、第９次総合計画に沿いまして、鳥取市の農業のあるべき姿、目指す方向、主

な施策を取りまとめました農業振興プランというものを今年の５月に策定しています。こ

のプランに基づきまして、農産物の販路拡大や産地化、特産品化による農業者の経営安定

化に向けまして、白ねぎなどの農産物の生産振興やブランド化、担い手や新規就農者の確

保等を進めていくこととしています。 

 とりわけこの佐治地区におきましては、

鳥取地域の梨産地の中でも最も生産量が多

いということで、代表的な特産品である二

十世紀梨を中心とした梨の産地維持、拡大

に向けて、新品種の導入支援を行っていま

す。こういうものを始めとして、今年度か

ら二十世紀梨のブランド力を高めて、新品

種のリレー出荷体制を構築するために、そ

の市場価格が一定額を下回った場合に差額

差補てんする「鳥取二十世紀梨ブランドリ

バイバル事業」というものに取組んでいただいています。 

また、平成２６年度から白ねぎの産地拡大ということに向けて、いなばの白ねぎ倍増プ

ランというものを、今年度ＪＡいなばさんで作られています。産地拡大ということで、現

状はいなば農協管内で４２ｈａですが、それを８０ｈａに拡大しようと目標を掲げておら
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れるところです。この白ねぎの産地拡大に

向けまして、佐治の飯盛山を始めとして、

佐治地区で夏ねぎもしくは秋ねぎの栽培を

していただいて、白ねぎの周年化を推進し、

春ねぎ、夏ねぎ、秋冬というような周年化

をすることによりまして、この東部の白ね

ぎの産地化を目指すという取組みを行うこ

ととしています。先程の二十世紀梨のこと

も含めまして、こういう事業を活用して、

新甘泉などの鳥取オリジナルの新品種と二

十世紀梨によるシリーズ化や白ねぎの作付け拡大などによりまして、この地域の農業の活

性化を図ることが、この人口減少の抑制の一旦を担うものになると考えているところです。 

また、林業関係では、戦後植林した人工林が、現在間伐の必要な時期になっています。

佐治地区でも、平成２３年度ぐらいまでは切捨て間伐が盛んでしたが、平成２４年度から、

３４ｈａほどで持ち出し間伐もしていただいているところです。間伐につきましては、昨

年度からこの搬出するための経費に対して支援させていただき、これを活用していただい

ているところです。 

労働者につきましても、後継者育成のための林研グループというのがありまして、こち

らの活動にもご支援させていただいています。また、労働者の雇用条件の改善ということ

で、健康保険や厚生年金の加入についても、市で支援させていただいています。このよう

な事業を活用して、佐治地区での間伐材の搬出、生産活動が拡大しているところでして、

何とかこの地域の就業の場につながっていくのではないかと期待しているところです。 

 

（経済観光部長） 

佐治地域の産業振興を図るために、今取組んでいる事業等を紹介させていただきます。

鳥取市では、この地域は南商工会さんと連携をとりながら、地域資源を活用した地域産品

の販路拡大、伝統産業支援、観光産業振興等に取組んでいます。この地元産品の販路拡大

の取組みでは、この地域で収穫された鮮度の高い農産物や特産品を、大阪でのいろんな商

談会や展示会で直接販売する機会に一緒に行かせてもらったり、インターネットショップ

鳥取市によって、ネット販売や商品ＰＲを行っているところです。できるだけこの地域の

販路拡大やブランド化ということに力を入れているところです。 

佐治町の伝統産業である和紙の関係では、かみんぐさじが機械を更新される費用を助成

したり、後継者育成事業では本年度より１名研修生を支援して、産業振興にも力を入れて

います。 

さらに、今年度新たな取組みとして、南商工会さんが行う地域活性化事業を支援してい

るところで、買い物弱者支援対策や地域産品のブランド化、高付加価値などの新たなプラ

スになる取組みを連携して取組んでいます。観光の取組みとしましては、たんぽり荘など

観光施設を指定管理者へ管理委託して、地域の雇用を創造しながら観光振興につなげてい

ます。たんぽり荘では昼のメニューもされるということで、昨年度は人数的にも増えてい

るところです。 
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また、民泊も積極的にやっていただいておりまして、平成２１年に４６４人の参加でし

たが、今年度は６５８人もこちらに来ておられます。小学生の研修が主ということは聞い

ていますが、経済観光部の事業で韓国の旅行業者さんを呼んだときに、こちらの民家に泊

まっていただいたりして、これから観光面でもこちらの方に来てもらう仕組みはないか連

携して取組んでいきたいと思っています。また、現在企業支援として実施している中山間

地域の地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業では、この農家民泊の新たな開設や

事業拡大にも対応可能となっていますので、今後開設への指導等もパッケージにするなど、

さらなる民泊への取組みなどについて、支援を検討したいと考えています。これら地域の

特性を生かした取組みを支援することによって、佐治地域の地域振興、ひいては人を多く

していく取組みを経済観光部としても取組んでいきたいと思います。 

 

（都市整備部長） 

 本市としましては、国の既存の公営住宅ストック活用の方針を踏まえまして、現時点で

は公営住宅の新規の建設計画は持っていません。その一方で、民間の空き家等を活用した

支援施策については、積極的に取組もうと考えているところです。第一にはやはり移住定

住者数の増加を図ることを目的として、市民の方から鳥取市空き家情報に登録していただ

いた空き家を希望者に紹介する取組みを行っています。また、小規模住宅リフォーム助成

事業といった事業も用意していまして、満１８歳未満のお子様を養育されている世帯や、

障がいをお持ちの方がおられる世帯、あるいは満６５歳以上の高齢者がおられる世帯につ

いては、助成額の上限を引き上げる等の取組みも行っていまして、こちらもご利用いただ

ければと考えています。 

鳥取市としては積極的な空き家対策等に取組んでいますので、その中でまた地域の皆さ

まと意見交換しながら、方向性も探りつつ、現在ある施策も積極的に活用していただいて、

人口増加につなげていただきたいと考えています。 

 

（企画推進部長） 

 鳥取市では、県外から移住定住され

る方に対して専用の相談窓口を設けて、

さまざまな相談を親身になってお受け

し、移住定住の促進に努めていまして、

一定の成果が上がっています。その中

でも、ＵＪＩターンの住宅支援事業と

いう制度では、鳥取市内に県外から単

身でも結構ですし、ご夫婦あるいはお

子様がいらっしゃる家庭でも結構です

が、家族の構成、人数等によって、補助の限度額が違いますが、例えば、空き家を直して、

そこに住まわれるというような場合ですと、上限が１００万円の場合があります。また、

それに上下水道等が絡んできますと、補助率がさらに上がってくるということもあります。

あるいは、新しくお家を建てられるという場合は、限度額が１００万円、場合によっては

２００万円という住宅の支援もやっています。現在まで鳥取市全体で申請の件数は１７０
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件です。その内、佐治地域の実績は３件

あります。今後も空き家の情報等があり

ましたら、総合支所あるいは本庁の中山

間地域振興課にもお寄せいただければと

思います。 

続きまして後継者対策は、例えば婚活

イベントのようなものを定期的に実施し

ています。鳥取市におきまして、平成２

２年に雇用拡大・若者定住対策本部とい

うものを設置しまして、雇用の創出だけ

でなく、若い人たちの市内定住の促進に

取組もうということで、さまざまな事業

を行っています。その中でも婚活イベン

トなど、出会いの場の提供といった取組

みにも力を入れていまして、この平成２

２年度から、鳥取市新たな出会い支援事

業補助金という制度を創設しまして、地

域の特色を活かした婚活事業を実施する

事業者に対して、市で支援を行っていま

す。この佐治地域でも、平成２３年度に、

たんぽり荘、アストロパークを会場にこ

の婚活イベントを実施していただいています。ふるさとＵＩ（友愛）会というところが中

心になってされています。そのときは４４名の参加がありまして、３組のカップルが誕生

しています。また、今年度平成２５年度は、佐治町青年団による青年団実践等レベルアッ

プ事業と銘打ちまして、この佐治町内外の若者による佐治地域磨き活動や地域活動の情報

発信、あるいは先進地視察といった事業にも取組んでいただいて、積極的な取組みをされ

ています。 

また、この地域の新たな担い手対策と

いうことで、鳥取市では、来年度平成２

６年度からこの佐治地域を皮切りに、地

域おこし協力隊の受け入れに着手するよ

う現在準備を進めています。この地域お

こし協力隊の隊員は、いわゆる都市部に

住む青年の中から募集選考しまして、例

えば、耕作放棄地の再生活動、あるいは

地域の特産物の販売促進を中心に、この

佐治地域の地域おこし活動に参画してい

ただく取組みです。任期は３年間で、その３年の間この佐治地域内に居住してもらい、地

域のさまざまな行事あるいは活動、さらには地域の住民の方との積極的なコミュニケーシ

ョンを図るなど、３年の任期が終わった後も引き続き定住していただくことを大きく期待
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している事業です。県外の都市部が中心になりますが、そういったところから赴任してく

るこの地域おこし協力隊の隊員の方を、地域の皆さんも一緒になって温かく迎えていただ

いて、地域の後継者の１人として大切に育てていただきたいと考えています。 

続きまして、買い物対策です。鳥取市では、平成２４年度に中山間地域・買い物支援事

業という事業を創設し、移動販売車の導入、あるいは事業の継続を力強く支援していると

ころです。この佐治地域におきましては、この事業の活用第１号となるさじ弐拾壱で、移

動販売を展開していただいています。現在この訪問回数を増やすということ、また新規ル

ートの拡充に向けた準備を進めておられます。引き続き、この買い物支援事業が安定的に

今後も続けていけるよう、あるいは事業を拡大していけるように鳥取市としても支援を継

続していきたいと考えています。 

それから、店舗開設への支援です。地元農産物等の加工品製造販売施設の整備、あるい

は農家民宿の開設につきましては、地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業という

名前で補助を行っています。例えば、手づくり梨工房の取組みもこの事業の一環です。引

き続き地域の皆さんと協働して、この中山間地域の安心な暮らし、賑わいをもたらすいろ

んな取組みを展開していきます。総合支所もそうですが、本庁の中山間地域振興課にも積

極的にどんどん相談をしていただければと思います。 

 

（都市整備部長） 

 鳥取市では、生活交通確保にバスだけ

でなく、他の手段も組み合わせながら取

組んでいるところです。まず、バス路線

維持のためにバス事業者に対してバス路

線の補助金を支給するというのが基本と

なっています。補いきれないエリアにつ

きましては、住民の皆さまの生活交通の

確保を図るために、特に中山間地域では

乗合タクシーや市やＮＰＯ法人によるバ

スの運行、過疎地の有償運送といった特別な法律等に基づいて行うものを運行していると

いう状況です。また、昨年１０月からはさらにこの生活交通をきちんと維持していくとい

うことを目指して、総合公共交通システムと鳥取市では名付けて皆さまと一緒に取組んで

おり、南部地域の実証運行に取組んでいるところです。利便性を高め、効率的で分かりや

すくすることで、現在より不便にならないようにしつつ、利用者を増やす取組みとして、

現状のバス路線、幹になる路線と枝になる路線への再編をし、さらに鉄道、タクシー等他

の交通手段との連携を密にしていくといった取組みを行っています。幹になる線と枝にな

る線に分けることによりまして、個別に運行形態、幹になる路線はいわゆる快速便として

通勤に使っていただける可能性を、また、枝になる路線につきましては鉄道等や幹になる

路線との接続、皆さまの生活に合わせて細かくダイヤの調整等ができるようになるといっ

たところで考えています。 

現在、実証運行をこの秋で一区切りつけまして、その間に皆さまにいただいたご意見、

もちろん１年間の実証運行中も５分早めてほしい、遅らせてほしいといった分単位の調整
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はできるだけ行ってきましたが、さらに本格運行に向けて最後の点検に向かっているとこ

ろです。また用瀬には乗り継ぎ拠点を設けまして、バスと鉄道との乗り継ぎをより容易に

するためにＪＲ用瀬駅と国道５３号線沿いの乗り継ぎ拠点について線路をまたぐ跨線橋の

整備を進めています。今後とも地域の皆さまのご利用実態に即したきめ細やかな交通シス

テムとなるように取組みを進めていきます。 

続きまして、国道の改良促進と市道の改

良及び融雪施設の整備改修です。まず、国

道４８２号線は、佐治町の余戸地内で、現

在１車線道路を２車線に拡幅する事業に着

手されています。現在は測量設計を実施中

とのことです。来年度に用地買収、その上

で一部の工事の着手を予定しており、平成

２７年度には完成に向けて事業進捗を図っ

ているということでした。 

森坪地内については、国の方針としては

２車線の車道が確保されていることから拡

幅までは考えておられないようですが、車

両の減速を促すための路面表示ではどうか

ということを地元と相談しながら取組んで

いきたいと聞いています。 

別府地内の今後の予定として、昨年度に

移転していただいた箇所の工事を本年１２

月に着手する予定です。ただ、用地につい

て１件の未買収地がありまして、今年度に

買収を完了し、来年度は今年度の用地買収

を見込んでいる箇所の工事から着手して

いき、来年度中の供用を目指しています。 

県道小河内加茂線の福園地内の１車線

道路を１．５車線に、幅としては５ｍ～

５ｍ５０ｃｍまで広がる拡幅工事に着手

しています。現在、測量設計及び用地買

収を実施中とのことでして、今後は用地

買収がまとまった箇所の工事に着手して

いき、平成２７年度には完成するように

事業進捗を図っていくと聞いています。

本市としましては今後も引き続き早期整

備が図られますよう、地元の皆さまと連携しつつ国、県にきちんと要望をしていきたいと

考えています。 

続きまして、佐治地区の道路整備につきましては、過疎地計画に基づき順次行わせてい
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ただいていまして、融雪施設は、まず南岸線は整備を継続的に行っているところです。 

津野線についてです。本市の除雪方式に

つきましては機械除雪、いわゆる除雪車や

手押しの機械による除雪を原則としていま

して、消雪装置の新設は基本的には行って

いません。ただ機械除雪による安全性の確

保が難しい場合につきましては、既存の消

雪装置の機能回復等に取組んでいるところ

です。この津野線では既存の消雪施設があ

りまして、機械除雪では対応が困難という

ことで、川の水を消雪に使うときにスクリ

ーンでごみ等を取り除かないと目詰まりを

起こして機能しなくなることがありますの

で、それを防ぐ機械、除塵機を増設し、引

き続きこの消雪装置を活用いただけるよう

にしています。 

津無線については、除雪機による除雪が

困難ではないかというご意見もいただいて

います。既存のポンプがこちらも設置され

ていまして、そのポンプの機能の及ぶ範囲

で新しく整備された道路に消雪装置、水を

散布するパイプなどを埋め込むことで、も

う少しご要望に応えられないか。私も冬場

に１回だけ通ったことがありますが、日が

当たって溶けている範囲の近くまで消雪を

伸ばすことができるんではないか。ポンプ

を設置し直したり、現在通っているパイプ

を一から埋め直すとなると大工事になりま

すが、既存の施設から延長してできる範囲

でおそらく皆さまのご要望にお応えできな

いかと考えています。状態を確認し、協議

させていただきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 佐治町では、用瀬でバスの乗り継ぎになっていますが、その乗り継ぎ場所が、利便が悪

い場所にあるように思います。佐治町の場合、バスを利用するのはほとんど高齢者です。

そこでバスを乗り継ぎしようと思ったら、バス停の中にトイレ等がないので非常に不便に

感じておられるようです。これについての整備をどのように考えておられるのかというこ

とと、関連して、先程ＪＲの用瀬駅の跨線橋を作るという話がありました。跨線橋につき

ましても、高齢者が十分に利用できるような整備の方法を検討していただきたいと思って
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います。 

 

（交通政策課長） 

 跨線橋につきましては平成２７年４月から供用ということで、現在ＪＲさんと協議しな

がら取組んでいるところです。トイレにつきましては、実際の跨線橋ができましたら駅の

反対側にトイレがありますので、そちらを利用していただければと現在は考えています。

お年寄りの方にも配慮をということで、そういう方にも配慮しながら、今、跨線橋の設計

などを行っているところです。１年ぐらいかかりますが、もうしばらくお待ちいただけれ

ばと思います。 

 

（地元意見） 

 現在も年寄りはバス停で待っておられるとトイレに行けないんです。不便なんです。も

う少しその辺のところの利便性を考えてもらわないと、せっかくの工事があんまり良くな

いということになりますので。 

 

（交通政策課長） 

 とりあえずご意見としてお伺いさせていただきました。 

 

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） 

 千代南中学校のバス停は、昨日か一昨日に見たら、下の方がものすごく開いています。

あれだと風や雪が吹き込んで、冬場はあまりよろしくないんじゃないかと思いますが、ど

んなもんでしょうか。座るところもないし、もうちょっと下までいっぱいでも。 

 

（教育長） 

 実は、あれは下まで張っていたんです。そうしたところ、風が当たってこれは危ないと

いうことで、下の１列を外したんです。そこのところをご理解いただけませんか。 

 

（地元意見） 

 子どもがどう言うかは分からないですけどね。 

 

（竹内市長） 

 今のバス停の件は、全部張ると風で施設自身が危ないんじゃないかという議論になって

いるようです。改善については、今後様子を見て、何か考えなきゃならんのじゃないかと

いうふうにも思います。まさに子どもたちがどう感じ、どういう対策が打てるのか。そし

て、椅子がないと言われましたが、バス停は子どもばかりじゃないですから、椅子が欲し

い年配の方もありましょうし、何か考えるべきなのかどうなのかも併せて今後の検討の中

で考えていきたいと思います。状況を確認しながら手を打っていくということで、よろし

くお願いします。 
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（地元意見） 

 現在、流しびなの館から余井の上にかけて、大川にせり出しの工事が行われていると思

います。それができたら、車道の部分で通学路の解除がされるのかどうか。佐治から出た

ら、現在は時間制限で通勤には一切使えませんが、その工事に伴って変更になるのかどう

かを聞かせていただけたらなと思います。通勤にとっても便利になって嬉しいと思うんで

すが。 

 

（道路課長） 

別府美成護岸線というのが今できていまして、その続きに張り出しの歩道を付けて、歩

道の整備も併せて行っています。今年度の事業完成を予定していますが、現在、別府美成

線と別府美成護岸線の両方で時間規制になっていると思います。歩道ができましたら、ど

ちらかの路線の時間規制解除ということも地元を含め、公安委員会とも協議しているとこ

ろですが、実は先日開催した大村地区の地域づくり懇談会で、その点について地元からの

ご意見もありました。その中で、別府美成護岸線を車が通ると中学生が横断をしなければ

いけない箇所が増えるという意見もありました。それぞれ地域のご要望やご意見もあると

思いますが、今後、公安委員会も含めて、学校や地域のかたがたの意見もお伺いしながら、

どうやっていくのがいいのかということを検討していきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 私たち五しの里さじ地域協議会の目的を簡単に言いますと、活動を通じて地域を活性化

させるということです。私たちの事業はいろいろありますが、民泊を主体とした田舎体験

事業が主です。中でも、鳥取市が支援事業で行っている中山間地域田舎暮らし支援事業で

お世話になっています。一般のかたがたの民泊もかなり多くなってきたんですが、やはり

私たちの事業の主体は、鳥取市から受け入れる小学校児童の民泊体験です。アンケートな

どを見させてもらって検証もします。自己満足かもしれませんが非常に好評であると思っ

ています。学校、児童、それから保護者のかたがたの意見もいろいろありますが、悪いア

ンケートはほぼないということです。そういうことで、鳥取市に来年度以降もこの事業を

どうか続けていただきたいということを強くここでお願いしておきたいと思います。自分

たちばかりが自己評価してもいけませんので、もしよろしかったら市当局の評価あるいは

今後のプランというものがありましたら、言っていただいたらありがたいなあと思います。 

 

（教育長） 

 おっしゃるように大変好評です。子どもたちの感想、あるいは保護者のかたの感想で、

大変評価されていまして、私も大変いい事業だと思っています。平成２２年からスタート

して、２泊３日を基本としてやっています。私が今内容を申し上げるまでもなく、皆さん

がたが十分ご承知です。玄関のところにも写真等が貼ってありましたが、私はむしろ大人

のかたもこの事業に参加して好評を博しておられるなあと、実は今日も思いました。外国

のかたもありましたし、それから大学生も来ておられましたし、その他たくさんいらっし

ゃいました。子どもたちも非常に楽しくこの２泊３日の民泊を体験していると思います。

こんなに素晴らしい自然に恵まれたところです。併せて皆さん方の本当に心温かな、まさ
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におもてなしなども十分にいただきながら、子どもたちが大変いい体験をしています。で

すから、この事業についてはまた今後も継続をしていきたいと考えていますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 中山間のふるさと体験事業を継続していただくということでしたが、今の事業年度が平

成２７年までだと聞いています。平成２７年までの継続なのかということと、その体験メ

ニューが十何個ある中で、田舎料理の体験メニューというのがあります。場所は、料理実

習室でやっていますが、ここにはエアコンがありません。夏に子どもを６０人、７０人も

小さいところに詰めて、ガスを使って田舎料理を体験させると非常に熱くて、もう大変な

んです。熱中症以上のものになるんです。以前も要望して、ボツになっているようですが、

エアコンの設置をお願いします。私も鳥取市の受け入れ農家の１軒としてずっと子どもた

ちを受け入れています。しかし、佐治小学校の子どもは、この田舎体験事業の代わりにど

んなことをしてもらっているのかなあと、実は疑問に思っています。佐治の過疎債でやっ

ている事業であれば、過疎の子どもを町に体験に行かせるといった事業を計画していただ

きたいという要望です。今の事業の継続期間の継続ではなく、次の事業期間の期限の継続

をお願いします。 

 

（教育長） 

 平成２７年度以降はどうかというお尋ねですが、先のことを今こうしますとはなかなか

申し上げられない部分があります。ですから今こうやって事業を展開しています。そうい

うものの評価で、これがいいなあということであれば、それを踏まえて考えていくことだ

と思っています。大変いい事業だと私は思っています。 

それから、その逆の方法はないかということは、言われれば確かにそうですね。ジオパ

ークの話が出ていましたが、貸し切りバスなどを利用して、この中山間地域の学校の子ど

もが海の方に回っていくということもあります。まちの中を見たり、海岸沿いのジオパー

クや砂丘、こういうところを訪れている学校もあります。 

 

（市民福祉課長） 

 保健センターの一部の調理実習室は、以前予算要求して落されたということがあります。

地域審議会でも出ていましたし、また再度向かってみようと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

（竹内市長） 

このふるさと体験事業をぜひ佐治の事業として、どんどん拡大できるようにしたら本当

にいいのではないかと思います。受け入れ側の態勢の整備とともに、他にエアコンがある

調理室がどこにもないのかなと思いながら聞いていました。だいたい調理室にエアコンは

あった方がいいというのは公民館などの例でよく我々も経験しています。実態をよく見な

がら支所でよく検討していただいて、エアコンつけるだけのことなら大したことはないの

で、それは優先順位を検討してやっていったらどうかなと思って聞いていましたし、鳥取
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市として、課題として持ち帰りたいと思います。 

 

（地元意見） 

 農作業受託の農業機械更新についてのお願いです。山間地域を抱える佐治町ですが、過

疎化に伴いまして、高齢化の進行や後継者不足、また耕作放棄地の拡大等々で非常に農業

基盤というものが危惧されているところです。このような中に、さじ弐拾壱が第３セクタ

ーで、農林業の受託や除雪、たんぽリ荘の指定管理の受託、それから５しの体験事業等々

を住民の期待と信頼に応えられるように努めているところです。しかし、農業従事者の高

齢化や後継者が不足し、非常に農林業作業の受託ニーズが高まる中、一方では農業機械が

非常に老朽化してきています。耕作地の立地条件が悪いという面もありますし、そういう

ことで採算が取れないということで、財政的にも非常に苦慮しているというのが現状です。

今後、受託事業は続けていく予定にしていますが、そういったことで支障が出ないために

も、農林業機械の計画的な更新につきまして、市の援助をお願いしたいと思います。 

 

（農林水産部長） 

 お話のとおり、高齢化の問題や後継者不足の問題、労力不足といった問題が深刻です。

そういう中でさじ弐拾壱による農作業受託は、この地域の農地の維持や耕作放棄地の防止

に大きな効果を発揮しているということは私どもも認識しているところです。農作業機械

の更新で、今のさじ弐拾壱のような組織が活用できる事業として、規模拡大というどうし

ても条件がありますが、既存の事業で機械導入ができるようになっています。例えば、が

んばる農家プランやがんばる地域プランという県と市とで２分の１の補助という事業があ

ります。こういうものの活用も１つは検討していくべきかなと思っています。ただ、なか

なか規模拡大が難しいということがあると思います。そういうことを踏まえて、市として

も更新に活用できる事業を何とか検討してみたいと現在思っているところです。ＴＰＰの

問題もあります。減反制度の廃止、農政で大転換をするところですし、どのような影響が

出てくるかというのを分析しながら、そういう事業を検討していきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 夜間、無医村になるということが、この地区は今のところ解消されています。しかし、

近年たぐってみますと、内科のお医者さんが１年ずつ変わりましたが、歯医者さんは結構

長く務めてくれていますので、何とか住民同士のコミュニケーションも取れているようで

す。このようなことを考えると、これまでどおりお医者さんはぜひこの地区には置いてほ

しいという要望です。万が一というようなときに、救急車が用瀬から上がってきても、往

復１５分から２０分かかると思います。中央病院の近くにいると、また来たの、また来た

のというぐらい再々にドクターヘリが飛んできます。そういうことを考えるとやっぱりこ

の地区にもヘリポートみたいなものがあればもっと良いかなと思います。お医者さんの件

に関しては、これまでどおりよろしくお願いしたいということを切に要望します。 

 

（福祉保健部長） 

 この地域で安心して暮らすにはお医者さんというのは大変重要なキーポイントだと思い
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ます。合併問題では、佐治のこの地域の診療所を絶対残してくれということで、これが本

当に大きな課題でした。市と町村が合併すると市にある市立病院の医者がいるから、県は

派遣をちょっと考えると言っていました。それはならんということで市立病院もこの合併

をさせていただく村の役場の人と一緒に県に行って、ここは無医地区で、市立病院が側に

あるからとか、市と合併するから市立病院の医者をだとか安易に言わないでくれと。市立

病院は市立病院で市の地域の大きな総合病院としての機能があるということを理解してく

れということで県に直談判に行きました。そうしたら県がそのことを理解していただきま

して、自治医科大学の義務年限内の先生を従来どおりこちらで派遣させていただきたいと

おっしゃられました。今現在も常に毎年数回は、県と協議していまして、この方針は変わ

らないということでお話をいただいています。 

歯のお医者さんは、鳥大の領家教授が口腔外科を担当していまして、従来どおりこの地

区には口腔外科の臨床の場として大変必要であるということを言っておられまして、歯科

医も必ず派遣するという言葉をいただいています。従って、しばらくの間この診療所の経

営と医師の派遣というものは心配ないと私どもも確信しています。 

ヘリポートの件がありましたが、ヘリポートというのは、実際のところは県の救急医療

体制をどうするのかということにかかってくると思います。実際のヘリポートを作らなく

ても何かあれば、ヘリコプターが降りられるところがあれば降ります。実際、常設のヘリ

ポートと言うのは市内でも大変難しい問題ですので、その辺は緊急的な配備、緊急的な輸

送で対応していただくことが常套手段ではないかと思います。 

 

（地元意見） 

 ジオパークが青谷の井手ヶ浜の方に拡大になったということで非常に期待しています。

これからは岩坪や安蔵までも広がるという話がありまして、実は鳥取砂丘の末に、この佐

治谷のＶ字谷渓谷が非常に貢献しています。１，２００ｍ、１，１００ｍの山並みがあり

まして、こういう谷の地形のかなりの土砂が砂丘に流れて、一帯として日本海が出来たと

ころにここも出来ているというような経過があります。次の機会には、鳥取市全体で佐治

や用瀬も含めるような広い観点で行政をしていただくと、未来の子どもたちにも夢が広が

ります。特に交流人口の拡大ということで観光にも役立ちます。いろんな人が来れば、ま

たいろんな刺激になりますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 

（経済観光部長） 

 ジオパークのご意見をいただきました。鳥取市では平成２２年１０月にジオパークの世

界認定を受け、今取組んでいるところで、来年度は再認定の年、世界認定の年になります。

この間新聞にも載りましたが、日本ネットワークの審査を今受けている段階です。ジオパ

ークは京都の京丹後から白兎までで、青谷を延ばして沿線と河原の一部、鳥取市の一部が

入るという格好で１１０ｋｍをこれから取組むこととしています。ジオパークは地質的な

ことや学者の先生が一体的なところも見られますので、専門家のかた等も含めて議論して

いきたいと思います。今日いただいた意見はそういう場で報告したいと思います。 

 

（竹内市長） 
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ジオパークの話は、実は用瀬でもご存じのおう穴群があるので、ぜひここもジオパーク

にという声が大村で挙がっていました。そういうことも含めて、今後の課題として考えた

いと思いますが、まず調査して、学者に理解してもらった上で、正式な機関で認定しても

らえないとできないものですから、これも一歩一歩ということになろうかと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

 大変さまざまなご意見もいただき、意見交換も充実したものとなったと思います。梨シ

ャーベットの説明も本当に地元の皆さんの力が結集されて、あるいは地域の梨を上手く活

用して商品化されたということでも注目するべき事業の１つです。農林水産大臣賞ももら

われたということで、日本中でも注目される優秀な取組みにもなっています。子ども達の

体験学習もそうですし、それを支えている民泊の皆さんの努力、これだけたくさん農家民

泊があるのはこの佐治の地域だけです。本当にもっともっとここの地域で大いに特色を活

かして評価されるような事業に対して、我々も力を入れていく必要があると痛感している

ところです。個別のいろんな要望もありました。この地域懇談会に出た課題については、

記録も残り、対応もできるようにしていますので、我々としてもしっかりと受け止めて努

力をしていきたいと思います。 

この佐治地域はいろんな特色もあり、地域の中でも本当に努力されているということを

十分承知していますが、何か１つ大きな起爆剤になるような事業ができないものか、皆さ

んと一緒に考えられないものかというのは私がいつも思っていることの１つです。中学校

が空いて、あれを利用するということも１つのチャンスです。新しい施設を作るのではな

く、既存の施設を上手く活用して、先程のシャーベットでも給食の施設が、今、事業所に

なって、喫茶店にもなってという状態です。いろいろと工夫ができて、少し人を呼び込め

るような、典型的な例では、非常に規模が大きいですが、福部町の砂の美術館は、５０万

人以上の人が年間そこに入場料を払って見に来てくださっています。そういう施設が大き

な効果を上げたり、鹿野では、合併後に古い幼稚園や小学校の使われなくなった建物を、

鳥の劇場というところが演劇活動をして、発表の機会があるということで、かなり集客力

もあり、大きな取組みとして注目されています。 

人口の絶対数は少しずつ減っていくにしても、新しい取組みの中で交流人口というのか、

人がやってきて滞在をして、そして楽しむというようなことが非常に大きな起爆剤となり

ます。新しい佐治の新しい伝統といったものが、皆の意識の中で考えて出てくれば、これ

が起爆剤になるのではと思っています。アストロパークという少なくとも鳥取市にはない

施設もありますし、いろんなものを組み合わせて、佐治町の中だけではなく、近隣のもの

と組み合わせて人を呼び込む楽しいツアー的なものを常に情報発信していくと違ってくる

のではないかと思います。もちろん鳥取市全体として、これまでも佐治町ではこういうも

のがあるということを、あるいは一律のコースを作って、用瀬の流しびなの館もあります

し、他の町とも併せて紹介をしてみるというようなことを考えて、いろんな可能性を思い

ながら、これだなと閃いたところでがっちりやっていくというようなところにも、これか

らの課題はあろうかと思います。ぜひとも、五しの里で、ぜひ今あることを前提に、これ

から飛躍できるようなアイデア、皆さんの中でよしやってみようというようなことがあっ

たら、南商工会とも連携しながら提案していっていただけたらいいかなと思います。 
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最近、ジオパークが延びたということも１つあり、また、山陰自動車道が整備されると

いうことで、西商工会が気高、鹿野、青谷の３町の地域の中で、今度は海の方に着目して、

新しい観光の魅力を高めるような考え方で、新しいリゾートとでも言いますか、そういっ

たものを考えて提案されています。私からの提案として受け止めていただいたらと思いま

すが、ぜひ、この佐治の地域が持つ潜在的な可能性を発揮できる大きなアイデアを、鳥取

市全体としてもバックアップできたらいいなと思っています。 

繰り返しになりますが、今日提案された事柄については検討して前向きに進められるよ

うにしていきたいと思います。人口減少抑制対策という大変大きなテーマを巡って、説明

も長くなってご意見を言う時間が少なくなったんじゃないかと思いますが、これからもい

ろんな機会に支所ともいろんな話をしてほしいですし、私にいろんな提案があれば、手紙

を書いて送っていただければ、必ず私が見て回答もお届けします。物事によってはちょっ

と遅れてお届けする場合もありますが、お答えしていきたいと思います。 

本日は長時間にわたり、地域づくり懇談会にご出席いただきまして、また、積極的なご

参加をいただきまして、本当にありがとうございました。 


