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勝谷地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２６年１月１５日（水） １９：００～２０：３０   

２ 会 場 勝谷地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  １６名 

市側出席者  ２３名 

竹内市長、羽場総務部長、武田企画推進部長、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、河井教育委員会事務局次長、浅尾農村整備

課長、谷口道路課長、鈴木交通政策課長、綱田都市環境課長、長谷川学校教

育課参事、高橋秘書課長、塩谷秘書課課長補佐 

＜鹿野町総合支所＞中川支所長（司会）、米田副支所長、大空市民福祉課長、

乾産業建設課長、佃地域振興課主幹 

            ＜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 

 元気づくりの会の事業報告です。校舎を壊した後、グラウンドを芝生化しました。そも

そもの芝生化のきっかけは、平成２３年度に小学校５年生以上の住民の方全員を対象にし

たアンケートで、圧倒的な割合でぜひ芝生化をしてほしいという要望に基づいて取り組み

ました。運動広場を中心に、駐車場や緑地帯も整備してほしいという要望でした。 

 「鳥取方式」というのは話には聞いていましたが、芝生化するのは初めてなので、実際

にやるとなるとどんな段取りをすればいいかということで、いろんなところに視察に行き

ました。鳥取市のあおば公園は、都市公園なので、芝刈り機やかん水設備などは市で段取

りしてもらえるということで、若干様子が違ったかなと思いましたが、よく似たところは

豊実地区の芝生です。ただ、費用は地元と保育園で半分ずつ出したということで、ここも

特殊でした。ただ、広さといい、田舎の感じといい、よく似ていましたので、公民館長か

らいろいろと丁寧に教えていただき、非常に参考になりました。 

 芝生化に当たっては、とにかく広いので、どうやって水をまくかということが問題点で

した。これについては、スプリンクラーで何とかやろうという話になり、安いスプリンク

ラーを買っていただき、まいています。 

 補助金が４０万円出るのですが、芝の管理は今後も続きます。管理を誰がするかという

ことがあり、いざやろうというところまで決断するには、ちょっと暇がかかりました。維

持管理については、いろんなやり方があるのでしょうが、協力しようという人が中心にな

ってやらないと続かないということで、有志の方を募りました。 

 結局、有志の会は勝谷地区だけではなく、鹿野地区や小鷲河地区の方にも呼びかけ、４
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２人で発足しました。芝刈り作業、水まきや肥料やりはローテーションを組んで取り組み

ました。 

 資金は、補助金の４０万円ではとても足りませんでした。芝刈り機だけでも４８万円か

かるので、みんなで議論する中でとりあえずクリアしました。 

 ４月に「勝谷元気づくりの会」の総会をして、芝生化を中心にことしは頑張ろうという

ことで、承認を得ました。 

 有志の会のメンバー募集の呼びかけは、チラシで全戸配布しました。芝生の苗を植える

のが６月の末ぐらいだということで、それに間に合わせるように、６月２２日に有志の会

の発足会をやりました。 

 かん水施設は、まだ土のグラウンドのときに、近くの川からポンプで水を揚げて試しに

水をまいたのですが、スプリンクラーから水が出ると、みんなわあっと大歓声が上がりま

した。 

 芝植えつけイベントは６月３０日にやりました。この呼びかけに、予想をはるかに上回

る１２０人ぐらいが集まり、本当に感銘しました。少なくても４０、５０人ぐらいは集め

てもらわないと大変ですよということは聞いていましたが、１２０人も集まり、１時間も

かからないうちに作業を終えることができました。 

 ５０ｃｍ四方にポット苗を植え、その後早速水まきをして、すぐ肥料をやらなければい

けません。まちづくりの会の会長から借りた農業用の肥料まきで十分できるということで、

買わずにあるものを使って肥料をまきました。 

 芝刈り機は３社から見積もりをとり、一番安かったＪＡから４８万円で買いました。 

 約２カ月後の７月２９日には、結構緑になりました。納涼祭で地域の人に初めて披露し、

芝生の上でやりましたが、とてもいい感じでした。 

 １０月１２日の運動会は、今、思えば芝生が一番きれいなピークのときでした。コスモ

スも咲いて、非常にすばらしく、子どもたちが本当に喜んでくれてやってよかったなとつ

くづく思いました。子どもたちは運動会では裸足で走っています。 

 グラウンドのところに、県道に向けて前の町民憲章か何かを書いた看板があったのです

が、もうかすれて読めないので、これを借りてグリーン広場を大事に使いましょうという

看板を掛けました。いい感じなのですが、ちょうど前に緑のネットがあって、でき上がっ

てみたらあまり目立たず、失敗したかなと思います。 

 白兎や泊とは違って、グラウンドゴルフ用の芝ではないので、グラウンドゴルフの皆さ

んには若干不都合な部分もあるかと思いますが、何とかやってもらっています。 

 今後の課題としては、せっかく芝生化しましたので、これをどう利用してもらうかとい

うことと、あとは維持管理です。永久かどうか分かりませんが、一旦やったら当分続きま

す。有志の会でやるにも、高齢化も進みます。１０年先がどうなるか分かりませんが、と

りあえずはやって良かったなと思います。何よりもうれしかったのは、有志の会の皆さん

に、本当に楽しんでこの取り組みをやってもらいました。本当にいい仲間が増えて、本当

に楽しかったです。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 勝谷川の護岸工事について（勝谷地区公民館の裏手付近） 
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＜地域課題＞ 

勝谷地区公民館の裏手を流れる「勝谷川」は台風などの豪雨によりたびたび増水し、氾

濫の恐れがあるので、早急に護岸の整備を要望します。 

●過去の状況 

①平成２５年８月１日の大雨により水位が上昇し溢れそうになり、消防団が出動し土の

うを設置した。 

②平成２５年９月４日の台風１７号の際には土のうをさらに嵩上げし、氾濫を防いだ。

  

③氾濫により旧勝谷小学校のグランドが冠水し、体育館が床下浸水した。 

  （平成２年９月１９日、平成９年７月１７日） 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 勝谷川の改修について、河川管理者である鳥取県に確認したのでお知らせします。 

 浜村川水系の河川改修は、現在、流下能力を考慮し下流から整備を進めているところで

すが、平成２６年度以降は、まず、浜村川本川（鹿野町岡木～中園）の調査から実施する

予定とのことであり、勝谷川の改修は当面着手できない状況とのことでした。 

 本市としましては、引き続き、早期整備が図られるよう鳥取県に対して要望いたします。 

 なお、昨年の出水時に県が現地パトロールを実施したところ、農業用の脱着式取水堰が

河川の通水を阻害している状況が見受けられたとのことです。氾濫防止にあたっては、施

設管理者による適正な堰の管理についてご協力をお願いしたいとのことでした。 

 

【農林水産部・鹿野町総合支所】 

農業用堰が河川の通水の阻害をしている状況がみられましたので、大雨が予想される時に

は堰の高さ調整を農業関係者が対応していただくことが基本となります。 

その場合、大雨の時には現在の角材を利用した堰を人力で撤去をすることは危険をとも

ないますので、簡易に堰板を持ち上げられる方法を地元の方と相談したいと考えています。

また、植生土のうを設置して堤防のかさあげをする等護岸のかさあげ等もあわせて検討し

たいと考えています。 

 

（都市整備部長） 

 県では、勝谷川の向かいの浜村川を、現

在下流のほうから流量を確保する形で向か

ってきており、来年度、平成２６年度もこ

の範囲の調査に入って、さらに事業化に向

かっていく予定であると聞いています。そ

の先の県のスケジュールとしては、まず浜

村川、本流のほうを対応していく。次にこ

の勝谷川のほうへ向かっていくということ

で、スケジュール的にはもう少し先になってしまうということです。下流のほうから攻め
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ていかないと、途中にネックができてしまったら、そこであふれてしまいますので、下流

のほうからという手順は分かるのですが、引き続き今回の状況などを報告しながら、鳥取

市としては、できる限り早くしてくださいということを要望していくところです。 

 県も増水したところで危険な作業をしてくださいということではもちろんないのでしょ

うが、やっぱりこの取水堰があることで、増水しやすくなるという状況があるのも確かで

す。 

 

（農村整備課長） 

 この取水堰は、平成２３年に勝谷でや

ったときに１，６００万円かかりました。

そのときの地元負担金でも、７．５％と

いう額は大きな金額でして、今回、これ

を整備するに当たっても同じぐらいかか

ります。そのぐらいの費用をまず地元が

受益者負担できるかできないかというこ

とは大きなネックになっています。ここ

は川幅が大体３ｍぐらいで、この堰に、

今は角材を９ｃｍ×９ｃｍで３ｍぐらい

の長さものを９本ぐらい横に並べている

と聞いています。大雨のときは、実際、

そこまで来られないし、外れないので、

ワイヤーをかけて滑車のようなもので手

巻きで上げるといった堰板を持ち上げる

方法を検討して、お金のかからない状態

で直せないかという相談をまた地元の方

としたいと思っていますので、よろしく

お願いします。 

 

（地元意見） 

 川の改修の関係で、護岸のかさ上げ工事よりも堰を何とか簡易で安上がりな方法がない

かを検討したいということですか。他に何か例みたいなものはありますか。他がこんなこ

とをやっているとか、あそこを見てみなさいとかありませんか。 

 

（農村整備課長） 

 そこまではありません。この堰のところは堤防が低いので、そこに植生土のうを積んで、

とりあえずは堤防を一部かさ上げしようと。県管理の河川ですので、県と相談しなければ

いけませんが、市側のできる工事が遅くなりますので、土のうでも積んで、まず堤防のか

さ上げといったできる範囲はさせてもらいたいということです。 

 

（地元意見） 
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 大水になってしまったら、堰を操作するのはちょっと危険で無理ですが、本格的な転倒

堰は地元負担も大変です。大雨になりそうだというときに、まだ水かさが少ないうちに何

とかできれば一番安上がりだし、そういうのがあればいいですよね。再々ではないですが、

１０数年に一遍ぐらいはグラウンドまで来るような状況なのです。ここの公民館が避難所

になっていますし、これでは避難所としてもなかなか具合が悪いなというのはみんなが思

っていることです。 

 

（地元意見） 

 その取水堰というのは、宮方集落が、田植えに取水する５０ｃｍの排水管の半分ぐらい

に水がたまるように作っています。秋、９月ごろに田植えが終わりますと、また宮方集落

の者が総事としてその堰を外します。市のほうで何かしていただくという形になったら、

今度は誰が管理をするのでしょうか。その辺をお聞きしておきたいのですが。 

簡易な方法とおっしゃったのですが、どのようなことかよく分からなかったので、手巻

き方式とは、どんなことを考えておられるのかお聞きしたいです。 

 

（農村整備課長） 

 角材に穴を開けて、そこにワイヤーを通して、バレーなど球技などで使う支柱のイメー

ジで、滑車でワイヤーを持ち上げると堰がずうっと上がっていくようなものです。 

 

（地元意見） 

 昔あった農協さんの前の浜村川の真ん中にＨ鋼の杭があります。そのＨ鋼に半分ずつ板

をしていますので、意外と簡単に上がるのですが、これは川幅一本でやっていますので上

がらないのです。だから真ん中に支柱があると意外と簡単になるのです。しかし、そうい

うことであれば、維持管理はどうするのか、誰がするのか、その辺をちょっと教えていた

だきたい。浜村川のほうは、３０ｃｍぐらいの幅で、長さがその２ｍぐらいの板を６枚か

７枚重ねて、真ん中に穴をあけてするようにしてあるのです。こちらのほうに、もし真ん

中にＨ鋼の支柱があれば、そういうことも可能かなと思ったのですが、支柱を立てるとこ

ろがありません。相談したら、河川は県だか市の所有なので簡単にいじれないということ

のようでした。その辺どのようにワイヤー方式をされるのか、具体的なものができたらま

たお話を聞きたいと思います。 

 

（農村整備課長） 

 具体的な話として、まだ専門的なことは考えていません。例えば堰をつくった場合でも、

管理はあくまでも地元です。 

 

（地元意見） 

 そうすると、また水があふれた場合は、今回と同じような問題になるのですか。集落の

者がつくったので、集落が管理して、もし管理ができなくて水があふれたら集落の問題に

なるのですか。 
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（農村整備課長） 

 そういうことになります。もともと原因は、堰があるから水が上がると。県の管理者は、

堰が無かったら水が上がらないと言いますので。 

 

（地元意見） 

 でも、その堰というのは農業のためにするのですよね。 

 

（農村整備課長） 

 本当は集落ではなく、農業の関係者が管理者なのです。堰止めて、水を田んぼのほうに

持っていく方が受益者です。こういう農業施設をする場合は、その集落云々ではなく、本

当はその受益者の方が日常は管理しなければいけないのです。 

 

（地元意見） 

 確かにこれは集落全員が受益者ではありません。基本的には受益者だけがしなさいとい

うのを、宮方はみんなの問題だということで、全体でやろうと堰をつくっているのです。

受益者だけにさせるのはどうかという考え方で今一緒にやっているのです。しかし、堰が

あって、それが原因であふれた。でも農業のためにやっているのだからやっぱり河川をち

ゃんと改修するのが筋ではないのでしょうか。 

 

（農村整備課長） 

 農業施設ありきではなく、河川が最初の優先順位なのです。河川があって初めて水を通

す中で農業の方がそれを使いたいと。だから、農業者中心ではなく、まず河川のほうに占

用させてくださいという許可をもらって、初めて水を取るような工事をやるのです。 

 

（地元意見） 

 立場上そうでしょう。しかし、私たちは農業のためにやっているわけで、それがあふれ

たから農業だというのは違う考えを私は持っています。 

 

（支所長） 

 河川の中に仕切りを立てるというのは、河川断面を阻害するということで県の許可が出

ません。浜村川についているのがちょっと不思議なぐらいです。ですから、河川の中に杭

を立てて板を二分割して簡単に上げるという手法はなかなか難しいと思います。洪水時に

は自動で倒れますので、転倒堰を設置するのが一番いいのです。そうなれば、流れがよく

なってあふれるということは多分防げるだろうと思います。ただ、全体で２，０００万円

という事業費になってきます。その１５％程度は地元負担が要るということになります。

お伺いしたところ受益面積は１ｈａ程度しかないということですが、１ｈａの面積で３０

０万円程度の負担をしなければいけないことになりますので、負担が大き過ぎるなという

ことだと思います。その中で、何とか堰板を外せる手法はないものかということで、いろ

いろ協議しているところです。今の段階でこれがいいですよという案はなかなかないので

すが、ただ、今９ｃｍ角の角材がはめてあります。それを洪水時、水量が増えたときに２



 - 7 -

本でも３本でも外せれば、それだけ水の流れがよくなりますので、護岸オーバーするとい

うことが防げるのではないかと思います。その手法について、地域の方々といろいろ話を

させていただいて、なるべく簡易で外せる手法があればそれに取り組んでいきたいという

ところです。 

管理についても、日常の管理については一旦堰板をすれば、管理する必要はありません。

ただ洪水時、目で見て外さなければいけないということが分かるときもあるのですが、往々

にして夜間等に水位が増えてくるということがあります。緊急時の場合は消防団等の協力

を得ながら取り外しができないものかを地元と協議させていただいて、なるべく経費のか

からない手法で水を流すことを考えていきたいというところで、地域の方々とお話しさせ

ていただければなと考えています。 

  

（地元意見） 

 上流から下流におりるのに、下のほうは河川断面を絞っていますよね。それを何とか改

良して、こういったことにならないようにできないものですか。断面が上流のほうは広い

ですよね。 

 

（支所長） 

 おっしゃるとおり堰の部分が一部狭くなっているという現状があります。これは多分、

その用水路の関係で河川幅が狭くなっているのではないかと考えます。ただ、河川を部分

的には多分改修してくれないので、下流から全体的に改修してきて初めてここも改修され

るということになろうかと思います。現段階では、堰板を何とか外す手法、あるいはこの

公民館の裏側に植生土のうを積んで、３０ｃｍなり５０ｃｍなりある程度の土手を築いて、

洪水時に多少でも被害が出ないように対応していくということが現段階でできる可能性の

あることかなと考えています。 

 

（地元意見） 

 この公民館の裏の堰の話と、下流のほうから川の拡幅をして、将来ずっと上がってくる

という話も出ていますが、下流のほうから改修して広い川をやるというのは、勝谷土地改

良区ができた５９年前の、その後すぐから、これでは川の幅が狭いから何とかしなければ

いけないと、ずっと言ってきた話です。特に岡井集落の公民館の前は、それを当てにして

道幅もそのままで置いているような状態です。その話は３０年も４０年も前から出るので

すが、一向に上がってこないというのが現状だと思います。堰は堰として、逆に公民館の

ほう側の土手のかさ上げをするだけでいくらでも解決できると思います。一番いいのは堰

をつくることですが、実際問題として、予算もかなりかかります。現在、中園と木梨で可

動式の堰をやっと２つつくりましたが、それでも、中園の堰では２０年も前から計画を立

てて、やっと去年つくったようなところです。なかなかそれも難しいと思いますし、現状

からすると鳥取市も予算もそんなにたくさんないようです。せめて公民館のほう側の土手

のかさ上げをしたら、この公民館に水がどんどん入ってくるようなことはまずないと思い

ますから、一番それが手っ取り早くて現実的な話ではないかと思います。 
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（支所長） 

 おっしゃるとおり、河川改修については従来から懸案の課題となっていますが、ただ、

現実的に２６年度に調査に入るということのようですので、一気にはなりませんが、少し

ずつは形に見えてくるかなと考えています。 

 公民館側の土のうの設置についてはまちづくり協議会である「元気づくりの会」なり、

地区公民館等といろいろお話しさせていただきながら対応策を考えていきたいと考えてい

ますので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 勝谷川の護岸工事は、確かに堰があるということで問題を難しくしています。護岸をつ

くるのは大体河川の管理者なのですが、この堰が原因ではないかということでなかなか話

がうまくいかないので、堰の側の努力と安全措置として公民館側に土のうを積もうという

ことをミックスして解決を図っていこうと思います。 

 

（地元意見） 

 県は平成２６年度分で河川の何を調査される予定なのか。この平成２６年度の河川区域

で、まだ何を調査されるのだろうというほど護岸もしっかりしています。私どもはこの近

くですが、これから上の浜村川をずっと上がっていくとちょうど公民館前の辺の川になり

ます。スクリーンの２番の上の辺から、ちょっと折れて直線的に下に行くでしょう。あの

辺まで私どもの村が、毎年、後期高齢者みたいな６０代、７０代の年寄りや女性の方も参

加して、草刈りはもとより、川掃除もやります。各回り番で区長さんが毎年これは懇願事

項だということで市にいつもお願いして陳情しています。でも市のほうは、これは県の管

轄だから県のほうに陳情していますということばかりの返答がもう１０何年続いています。

一向にらちも明かないし、そのうちに護岸も大雨ごとにだんだん崩れていきます。この２

６年度の調査予定地の管轄よりも我々のところのほうをもっと早く手を掛けてもらわない

といけないのではないかという切羽詰まった現状に来ています。大体２６年度調査予定地

で何を調査されるのですか。 

 

（都市整備部長） 

 川幅のところの流量が確保できているかどうか、川の横の高さと底が本当に邪魔なもの

がないかということを調べて、実際、改修の必要がなければそこを飛ばしてさらに上流の

ほうに向かってこられます。下のほうから調査をして、事業をしてというのが追いかけて

きている状況です。本当に整備をしなくて大丈夫かというところは、今、責任を持って申

し上げられないのですが、川幅を広げるとか、整備の必要がなければ、この調査がどんど

ん上のほうに来て、そこに事業がついてくるという手順で、ここで何をするかが決まって

いるわけではありません。何をするかが決まっていて、その工事のための調査をしている

のではなく、何かをする必要があるのか、そこを掘ったり、側面を補強したりする必要が

あるかを調べて、その調査がどんどん上に上ってきて、そこに事業がついてくるという形

になっています。 
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（地元意見） 

 素人が見た感じでも、あの辺は河床整備も大体いい具合にできています。大水が出ても、

法面の天端よりまだ上の安全基準水位ぐらいまではブロックが接いであるでしょう。とこ

ろが今、私が申し上げた周りは、下まで法面、土羽のりです。辛うじて昔、昭和５０年代

ちょっと初めに、土地改良でここらも全部改修されましたが、杭が打ってあって辛うじて

初めのころはまだ法面もいい具合に土羽が残っていましたが、河床がだんだん浅くなると

いうか、堆積物が多くなって、今度は横の土羽を洗い流していくわけです。私たちのとこ

ろは、そういう状態が毎年続いています。ある部分では、堰が埋まってしまって、とんで

もないところから大水が出て、夜中に支所のほうに上がってどうだこうだ、消防だ何だ、

大きな声を出さなければいけないことになるのです。２６年度調査予定の辺は、そういう

時代から考えたら、調査するべき場所でないと思います。 

 

（竹内市長） 

 浜村川の平成２６年度の県の調査は、必要がなければさらに上流部分に、同じ平成２６

年度でもやってもらえばいいとも思います。危険なところがあれば、この公民館に近いと

ころというご指摘もありましたが、再度それも指摘して、この辺がより緊急な整備が必要

だということを、県にももちろん伝えて、我々も強力にそれを言っていくことは当然のこ

とだと思います。下流からやっているからずっと待っていろという話にはならないわけで、

そこをある程度広げて、本来あったその川の流下能力を確保したり、今の護岸の整備をし

たりというのはできるだろうと思います。予算が補助事業でできるかとか、事業実施主体

側である県側の管理者の判断とか、算段があるとは思いますが、我々もどんどん地元の実

情を伝えていますし、管理者も一応見ているということになっています。また県とも話し

合いをしたり、お願いをしたり、県が、優先順位をあまり高く感じていないというのが私

もよくないと思いますので、これは言っていく必要があると思います。お互いの理解が少

し深まったということで、我々も持ち帰ってまた県と話し合いをしたいと思います。 

 

２ 市道今町下石線（旧鹿野大橋から鹿野温泉病院付近交差点）の道路改良について 

＜地域課題＞ 

市道今町下石線の旧鹿野大橋から鹿野温泉病院付近交差点までの間（L＝６５０ｍ 車

道Ｗ＝３．６ｍ～４．０ｍ）は、小・中学

生の通学路（小学生：１６人 中学生：６

人）ですが、道幅が狭く歩道もないため、

歩行者や自転車が、車両とすれ違う際に危

険な状況となっています。 

 この路線は付近の住民だけでなく、気高

地域の住民も利用する生活路線であり、通

勤時間帯はかなりの交通量となります。 

また、積雪時は道幅が狭くなり、さらに

危険度が高くなります。 

このため、平成２４年の通学路点検では、
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鹿野小学校、中学校から改善要望が出され、

平成２５年度は、鹿野小学校から、再度の

改善の要望が出されています。 

小・中学生をはじめ、歩行者や自転車利

用者の交通安全確保のため、この区間の道

路改良をお願いします。  

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

通学路の安全対策は、通学路点検を平成

２５年１１月６日に、鹿野小学校、鹿野

町総合支所及び西工事事務所により現地

確認を行ったところです。 

 河川堤防であるため通学路の一部変更

も視野に入れ、安全確保していきたいと

考えていますが、当面の対策として 

(イ) 路肩が狭く、通行に支障を来し

ている箇所がみられることから、

隣接地との高低差がある個所は

転落防止柵の設置の検討 

(ロ）車との分離を進める目的で、外

側 

   線を設置し、路側帯のカラー舗装化を検討 

(ハ）地元の協力のもと、時間規制、通学路標識設置の検討 

(二）道路法面に擁壁等を設置し、歩道のとれる幅員を確保することも検討 

などさまざまな対策をしながら安全の確

保をしていきたいと考えています。    

 

（都市整備部長） 

 昨年１１月に小学校と一緒に現地に入

らせていただいています。状況としては、

比較的歩道が確保されているところもあ

りますが、反対側は歩道がなく、カーブ

のところの見通しが悪いという状況があ

ります。小学校との間では、通学路が今

のままでいいのかという話もさせていた

だいていますが、できることを提案して、

まずできる安全確保に向かわせていただければと思っています。 

 実はこのエリアに、道路の敷地ではあるのですが、舗装されていない空間があります。
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ここのカーブを外側に線を振れば、少しカ

ーブが緩やかになって見通しがよくなりま

す。スクリーンでは、写真の上にイメージ

で加工していますので、少し正確でない部

分がありますが、車の走る道路の外側の線

を引っ張ってきて、かつ、今、舗装されて

いないところを歩道空間としていってはど

うかと。そしてそこにつながる、カーブに

向かっていく手前についても、今、車道に

支障がないので舗装していませんが、用地

買収の必要のない空間があります。こうい

ったところを舗装して、舗装した側にずら

して、歩道の空間を確保する。外側線だけ

ではなくて目立たせる必要があるところに

は舗装に着色して、ここは歩道だからここ

に踏み込んで走らないでくださいというこ

とでやっていくことを検討できればと思っ

ています。 

 さらに、段差があるところについては、

白い線から黄色い線に寄せつつ、一方で段

差がありますので、脱輪の危険等がないよ

うに転落防止柵を設けて転落の危険なく、

少し車に寄っていただき、歩道の空間を確

保するといった形で、手早くできる対策を

できる限り早期にやっていくということを

今後提案させていただければと思います。

それで足りない部分等ありましたら、これ

は地元のご協力、ご同意が必要ですが、例

えば時間規制、あるいは、そこまでいかな

くても、路面だけでなく通学路の標識で注

意を喚起するといったことについても警察

との協議の仲介役を市としてさせていただ

ければと思っています。引き続き取り組ん

でいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（竹内市長） 

 通学の子どもたちも歩く道路の安全確保ということですが、地域の皆さんとよく話し合

って、ここをこうしよう、ここをこうしようと個別に決めていって、かつ警察の協力が得

られるかどうかとか、物によってはそのようなことを判断して決めていく必要があります。
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引き続き話し合いを要しますので、こうしますからこれで解決しますというはっきりした

答えになっていませんが、我々も事前に検討して大分悩んだ末、少しずつでも良くしてい

こうという決意はしています。通学路の改善はとても大事な仕事ですので、地域の皆さん

と話し合いながら我々も熱意を込めていろいろ細かいこともやっています。どういう方法

で解決していくのか、地域の皆さんの協力や、場合によっては同意などもいただきながら

進めたいと思います。 

 

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） 

 この前の雨でも、浜村の勝見のところは満タンになります。国のほうは何ｍｍぐらいの

雨が降ったら、国道が浸かると想定しているのか。相当な水が出たら、浜村の周りは浸か

ってしまいます。ピーヤを１０ｍの川につけると聞きました。業者の人も言うし、部落の

人も言います。そんなに慌ててしなくても、県や国が１０ｍの川を道のほうにつけると言

っているのだから、それを市は頭を下げて国にお願いしたほうが早くないでしょうか。一

本なら一本ずっと工事をしてもらったほうが早いのではないでしょうか。 

 

（支所長） 

 鳥取西道路の重山部分の浜村川で、現状は農業用の排水路程度の川幅、水路敷しかない

のですが、そこに県が１０数ｍの橋梁をかけるという工事を現在着手されています。将来

的な改修計画なのでしょうが、それが、そのままこの地域まで真っすぐの川がつくという

のはなかなか難しい話だろうと思います。ただ、県が、浜村、勝谷川の河川改修計画を持

っておられますので、極力、早期改修をしていただくように市として要望していくことが

重要ではないかと考えています。 

 

（地元意見） 

 この間、越路ケ丘で家を壊すのに、２０ｃｍほどコンクリートが下がって、石で詰めて

ある家がありました。以前、越路ケ丘で調査をしてもらったのですが、うちのところの調

査をまたやっていただきたいのですが。 

 これでは屋敷や家が持てないからといって売って逃げられました。すると、解体して更

地にして売るために業者が買われました。２０ｃｍぐらい下がって石が詰めてありました

が、そんなのが多分越路ケ丘はたくさんあると思います。 

 

（支所長） 

 個人の屋敷が沈下しているから、それを調査してくださいという話ですか。 

 

（地元意見） 

 全体的にしてくださいということです。 

 

（支所長） 

 それは、個人の所有する土地を調査してくださいという話でしょうか。 
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（地元意見） 

 全体的な調査を、前もボーリングか何かをしていただきました。 

 

（都市環境課長） 

 多分平成１９年か２０年頃に大規模な斜面の関係で鳥取市が調査をしています。その中

で、確か越路ケ丘は安全性の確認ということで、ボーリング等も含めて調査を行っていま

す。その目的としては、谷を埋めたところが全体的に滑ってくるという可能性があるかど

うかの調査です。越路ケ丘はかなり傾斜がきついところですので、個々の宅地ごとに石積

みののりがあったりしますが、そういった個人さんの所有物の調査を目的とするものでは

なくて、地区全体の谷なりを埋めたところが滑るのかどうかという調査を実施させていた

だいたということです。調査はそういう趣旨のものですので、その結果、鳥取で想定され

る地震が仮に起きたとしても、越路ケ丘の谷筋の盛り土が大きくずれ込むという可能性は

少ないというのが、その調査の結果です。これについては調査後に地域の皆さんに説明会

をさせていただいて状況報告をさせていただいた経緯があります。 

 

（地元意見） 

 日ノ丸バスが、今、鹿野から鳥取まで走っています。ここから、鳥取市内の医者に１０

時に行くのに、ここを何時に出たら間に合うと思いますか。 

 

（交通政策課長） 

 ８時４０分です。 

 

（地元意見） 

 それで１０時までに鳥取に着きますか。 

 

（交通政策課長） 

 鳥取駅に１０時６分に着きます。 

 

（地元意見） 

 私は医者に１０時に来いと言われて、見たら、浜村駅まで行く１番のバスがないんです。

それで、タクシーで浜村まで行って、電車に乗って、着いたのは１０時前です。タクシー

代と電車賃を入れて２，０００円を超えます。だから、バス会社に朝の１番だけでも、鳥

取市に９時ぐらいには着けるようなシステムを作ってほしいのです。若い人は行きますが、

年寄りになったらわざわざ車を使って行けないのです。その辺のことを一度調べてほしい

と思います。日ノ丸などのバス会社に大金を払って運行してもらっていますよね。空バス

が走るのを助けるのか、実際住民が有効に使えるようなバスにしていただくか、そのこと

をお聞きしたいのです。 

 

（交通政策課長） 
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 今、日ノ丸バスの時刻表を持っていますが、鹿野発を７時２５分に乗られますと、鳥取

駅には８時５０分に到着します。鹿野線は鹿野の営業所から鳥取駅まで直通で走っていま

して、次の８時４０分発でしたら、１０時６分に鳥取駅前に到着する便があります。 

 

（竹内市長） 

 どのバス停から乗られますか。 

 

（地元意見） 

 私の場合、社協のところからです。 

 

（交通政策課長） 

 社協のところでしたら、多分山紫苑のほうから回って出てくる形になりますので、今町

からご利用いただける形になると思います。 

 

（竹内市長） 

 交通政策課長が詳しく知っていて、説明できると思います。 

 バスに乗るときに、どこで乗って何分にどこに着くということを問い合わせるときはど

うしたらいいですか。 

 

（交通政策課長） 

 時刻表がありますし、あとは日ノ丸バスさんのほうにご連絡いただくのが一番です。そ

れから、携帯電話でバスネットというものがあります。 

 

（地元意見） 

 ここからバスで浜村駅まで行って、それから汽車に乗りたいときに、浜村駅に着いた途

端にもう列車は出た後で、大体がそういう時間の段取りになっているのです。朝だけでも

いい、夕方だけでもいいので、その辺の接続をうまくしてもらったら、年寄りでも乗り物

に乗って行けます。 

 

（交通政策課長） 

 基本的には朝の便については、鳥取行きの列車に合わせてありますし、午後については、

鳥取から鹿野のほうへ帰られる列車に合わせてあります。バス事業者の方はできる範囲で

接続を行っているということです。 

朝でも２０分以内とか、１０分以内とか、時間によってはありますが、大体接続できる

ような形にはなっています。３０分以内というのもあって、バスの運行の都合によってな

かなか接続できない場合もありますが、朝や夜の遅い便は接続されるような形になってい

ます。 

 

（地区会長） 

 グラウンドは芝生を植えさせていただいて、いいグラウンドになったのですが、その北
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側のプールがあったところに、太陽光発電の施設にするというお話がありました。具体的

にはいつ頃になるのか。太陽光発電だったら、体育館が大きな屋根ですから、体育館にと

言ったら、その時点では、まだ耐震の調査が済んでいないので、体育館は使えないという

お返事を聞きました。その後、体育館の耐震は大丈夫だとお聞きしましたので、プールは

あくまで当初の計画どおり駐車場とか、遊具を設置する場所にしていただいて、太陽光発

電は体育館のほうに持ってきていただければ一番理想的かなと思いますので、その辺の所

見をお聞きできたらと思います。 

 

（支所長） 

 １点確認ですが、体育館の耐震は駄目です。耐震診断の結果で大丈夫だったのはこの公

民館のほうです。体育館のほうは耐震化する計画になろうかと思います。 

 太陽光発電については、昨年でしたか、地域の関係者にお集まりいただいて説明させて

いただいたところです。その段階では可能であればできる限り早い時期にというお話をさ

せていただいたと思います。当初、民間業者を募集して、用地を提供して民間施工でとい

う考え方で進んでいたのですが、売電価格が落ちてくるということもあって採算性が難し

いというのが一つ結果としてありました。現在の方針では、市が直営でパネルを設置して

はどうかということで検討しています。ただ、県の補助金を受けてやるということで、従

来予定していた発電量が５０ｋＷから１２ｋＷ程度まで落ちてきますが、災害時にはこの

公民館や体育館に供給可能だということになります。また余剰電力については売電してい

くということで、一応計画を進めていきたいなと。実施時期については、予算等の関係も

ありますので、私の段階では明確には答えられませんが、地域の方からフェンスの安全性

云々ということもありますので、できる限り早い段階で取り組んでいきたいと考えていま

す。 

 

（地元意見） 

 高速ができたのはいいですが、５０ｃｃのバイクは青谷までは乗れるのですか。 

 

（支所長） 

 高速道路では５０ｃｃは一切乗れません。 

 

（地元意見） 

 青谷までは坂があるので、今は通れるようにしてあるのです。完成したら、浜村におり

るのだけは通れるということを聞きました。どっちが本当ですか。５０ｃｃでもエンジン

はエンジンだから、通行できるのが本当ではないかと思いますが。 

 

（支所長） 

 高速道路は１２５ｃｃ以下のバイクは一切どこも通れません。 

 

（地元意見） 

 青谷までおりるのは、旧道のほうが危ないので通れるということを聞きました。 
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（支所長） 

 今の青谷のインターまでは一般道ですので、あそこは可能ですが、青谷のインターから

先は通れません。一般道は通れるでしょうが、高速が接続されたら高速のインターとなり

ます。そこについては整備後でないと、今の段階では言えませんが、一般道であれば通れ

ます。高速だったら通れません。 

 

（地元意見） 

 市報は、市のほうが配るのか、わざにもらいに行かなければいけないのか。 

 

（支所長） 

 それは越路ケ丘の自治会と、自治会加入者とそうでない方については、また支所のほう

に来ていただければお話しさせていただきます。 

   

８ 市長あいさつ 

 皆さんからいろいろなご意見を承りました。 

地域課題のほかバスの問題とかいろいろご質問がありました。あるいは市報をどうやっ

て配るかということもお話に出ていましたが、それぞれ引き続き総合支所を通じて、本庁

で答えをどんどん出していこうと思います。皆さんのご苦労されている点など、必ず我々

も連携をとって疑問に答えたり、解決の道筋を出させていただこうと思っています。その

意味で支所長初め支所の職員もたくさん同じ話を聞いていますから、きょうで終わりとい

うことではなくて、この問題を引き続き本庁と支所とが一緒になりながら地域の皆さんと

話し合っていきたいと思います。 

 芝生ができて良かったということですが、グラウンドゴルフも盛んになったのですか。

参加される方が増えたとか。子どもたちも喜んでいると思います。さらに広げるにはどう

したらいいか私も聞きましたら、同じ補助金は２回同じところに出しにくいようです。芝

生はご存じのように、苗をつくって植えれば伸びていきます。芝刈り機もいいのを買われ

ましたから、また動員していただいて、もっと広げられるのは私もいいアイデアだなと思

います。ますます利用が盛んになると思います。グラウンドゴルフも８ホールできて、倍

ぐらいにしたいんですよね。やっぱりフルのコースにしたい。芝生化はやってみると意外

と簡単にできるなというのが鳥取の取り組みの、全国で非常に注目を集めている点です。

またいろいろと検討されて、この間は１２０人出てこられたようですが、どんどん仲間を

増やして、ぜひとも地域の力で、我々も別の形で支援できればまた考えていこうと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 また防災のほうでも、３年のうちに１回ですが、まちづくり協議会ごとに１０万円の上

乗せを考えています。ご活用になっているかどうか分かりませんが、土のうを積むときに

当然使ってもらっても構いません。水害が起こるのを防ぐということであれば、現物は支

給できると担当課も言っていましたので、何か工夫してやっていただいたらどうでしょう

か。何に使われるか、勝谷のまちづくり協議会でまたご判断されたらどうでしょうか。 

 いろいろと課題は多いと思いますが、高速道路ができて、鳥取市の西部地域となる旧気
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高郡の地域の新しい活性化に期待が集まっているし、夢や希望が膨らんでいる状況です。

この鹿野町においても、そして隣接の気高町においても青谷町においても、一緒になって

やろうという機運が高まっていますので、ぜひこの地域でもそういった大きな動きをうま

く捉えて、この地域の活性化につなげていただけたらなと思います。 

 最後に、今、鳥取市の抱えている防災上の課題の一つは市庁舎整備です。合併して全体

的に見ると、鳥取駅周辺は、鉄道、バス、道路交通上便利がいい場所と考えています。現

在の本庁舎、第２庁舎のある場所は、またまちづくりで有効活用するとして、市立病院跡

地に新しいきちっとしたまとまった市の本庁舎をつくっていく。そして駅南庁舎と一緒に

活用するという案を全体構想として出しています。年がかわって改めてまたこういったこ

とが大きな関心事ともなっていますので、ご覧いただき、ご検討いただけたらと思います。 

 きょうご参加の皆様方に地域づくり懇談会へ貴重な時間を割いて参加をいただいたこと

に感謝を申し上げまして、私の締めくくりの挨拶にさせていただきます。どうもありがと

うございました。 


