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宝木地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２６年１月２１日（火） １９：００～２０：５５   

２ 会 場 宝木地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２０名 

市側出席者  ２２名 

竹内市長、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、井上農林水産部次長、河井教育委員会事務局

次長、鈴木交通政策課長、綱田都市環境課長、谷口道路課長、橋本学校教育

課課長補佐、高橋秘書課長 

＜気高町総合支所＞山田支所長（司会）、安藤副支所長、村上市民福祉課長、

山本産業建設課長、茅山地域振興課課長補佐 

       ＜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 

 宝木地区まちづくり協議会を通称で「コミネット宝木」と言っております。 

市からの話があり、平成１９年に準備会を立ち上げました。設立総会を開催して住民ア

ンケートを平成２１年に実施し、その結果によりこのような組織にしました。 

順調に進んでいる取組みとして、いろいろ事業はやっていますが、２つ取り上げさせて

もらいました。昭和３４年は、今の天皇が皇太子のときに結婚された年ですが、伊勢湾台

風が来て、この河内川の土手が決壊しました。昭和の初めに植えられた桜が非常に元気よ

く育って、立派な桜土手ができていたんですが、その伊勢湾台風によって流されてしまい

ました。土手を大きくするために少し残っていた桜もみんな伐採されましたので、宝木の

人たちは、これを復活させたいという非常に強い気持ちを持っておられました。しかし、

河川法によって土手に木を植えることはまかりならんということだったようです。ただ、

世の中はだんだんと変わってきまして、河川法もまた変わりました。環境をよくしましょ

うという格好になったのをインターネットで見つけたもんですから、何とか植えられるん

じゃないかという思いがしてきました。それで、植えられるかどうかは分かりませんでし

たが、もし植えるとしたらどこがいいかなということで、宝木校区内を見て回りました。

同時に、桜を土手に植えるには、どのように植えて、どのような注意が必要なのかという

ことも知っていないとうまくいかないと思い、先進地の南部町に行きました。南部町は土

手にきれいな花を植えたりしておられました。いろいろ考えて、宝木小学校のグラウンド

から見える鉄道から冨吉部落のところまで、およそ２００ｍありますが、ここに植えよう

というふうに話し合いました。勝手に植えるわけにはいきませんので、東部事務所に相談
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に行きましたら、川の反対側には植えていいということになりました。 

平成２３年１１月１９日に１０ｍ間隔で２０本植えました。植えっぱなしというわけに

はいきませんので、草刈りをしたり、肥料をやったり、小さな枝を剪定したりして育てて

います。水をやったり肥料をやったりして、植えた翌年には少し花を咲かせました。今は

この時よりは花が多く咲いています。 

また、どうしても皆さんに知っていただきたいことがありますので、それをお話したい

と思います。平成２５年４月にまちづくり協議会、健康づくり地区推進委員会、食生活改

善委員会、それから宝木地区公民館らが協働で、「宝木地区民健康を考える会」を立ち上げ

ました。そして、気高総合支所の保健師さんに入っていただいて、宝木の健康を考える場

合にどういうことがいいだろうかということでアンケートを取ってみようという話になり

ました。夜７回ぐらい話し合って、ようやく出来上がりました。宝木地区の人には配りま

したので皆さんご存知ですが、作ったアンケートを配布して回収しました。ただ、回収し

てもちょっと欲張ったので集計するのが大変です。間もなくコンピューターで集計はでき

ると思いますが、これをまとめて、今後どういうふうに活用したらいいかということを、

また何回か話し合って、宝木の人の健康を考えていきたいと思っています。 

次に、思うように進んでいないこととして、事業というよりは問題点という意味で聞い

てください。参加者がどうしても固定化しがちだということです。公民館事業でもいろん

なものをやっていますが、何をやってもそういう傾向があります。それから、後継者の問

題といいますか、 初からなった役員がそのままずっと行っているような状況です。私た

ちも結構年をとってきましたので、退職したらすぐ役を引き受けてもらえるには、どうい

う工夫をしたらいいんだろうというのが、とても大きな問題ではないかと思います。市の

人にいい知恵を出していただければいいと思いますが、どうしても６５歳よりあとの者が

物を考えますので、固定観念のようなもので事業は進んでいくんじゃないかなと思います。

いろんな人材発掘のために、この間は２０歳の同窓会が行われていましたが、ここでは２

１歳の宝木小学校を卒業した子どもたちと言いますか、青年を集めて同窓会をやります。

宝木のいいところを見つめようとか、仲間意識をもう一度強く持とうとか、そういう意味

での同窓会です。 

啓発活動では、ビラを作って駅前で配ったりします。ホームページや口コミあるいはコ

ミネット便りというものを作って住民の方に配っています。まちづくり協議会の知名度を

上げて、もっともっと関心を持ってもらうようにという意味でこういうことをやっていま

す。それをやったからすぐ皆さんが理解して、すぐ協力というわけにいきませんが、諦め

ちゃ何もできませんので、ずっとやっていこうと思っています。 

平成２４年１１月１９日に鳥取県頑張る住民自治活動表彰の知事表彰を受けました。よ

うやっとるぞと言ってもらったんではないかなと思います。ですから、中途半端にするわ

けにいかんなと、嬉しいと同時にある意味では気の重いことだなとも思いますが、頑張っ

ていこうかなと思います。額にも入れてあります「やすらぐ住みよい元気なまちづくり」

ということを考えながら、このまちづくり協議会として努力していきたいと思います。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 山陰道の瑞穂ハーフインターへの宝木地区からのアクセス道路の整備について 
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＜地域課題＞ 

 瑞穂ハーフインターへ現状の道路から進入すると仮定すれば、いったん国道へ出て瑞穂

線から南下して入るか、上光から瑞穂線に入り北上して進入する方法しかない。 

 改善策として、宝木菖蒲橋から工業団地を西進して瑞穂線に直結する道路の新設と冨吉

橋の南に河内川を跨ぐ道路を新設する方法が考えられるが、どちらかの施工をお願いした

い。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 山陰道瑞穂ハーフＩＣへのアクセスについての提案内容を実現するためには、下記事項

の整備が必要となりますが、現時点で具体的な計画はありません。 

① 道高浜８号線の未接続区間の解消 

② 河内川への新設架橋 

 

平成２９年度に見込まれる瑞穂ハーフＩＣの供用開始に向け、 

① 浜工業団地と高浜団地を接続する場合の地元同意 

② 河内川を新設架橋する場合の費用対効果の検証 

などの基本的な検討を計画的に進めていきたいと考えています。 

 

（都市整備部長） 

 瑞穂ハーフインターへのアクセスについ

てです。ハーフインターというのは、この

山陰道に乗るのに対して東向きに乗る道路

が接続され、降りる側については、西向き

に接続されます。比較的近い距離に浜村の

インターがありますので、こちらはハーフ

インターということになっています。アク

セスについて県の方では、既に周辺に国道、

市道がありますので、これ以上道路を県と

して増やす予定はないということを聞いています。そういう背景のもとで市道の改良につ

いて、ご意見をいただいていると認識しています。２つの案をいただいていまして、１つ

は高浜の工業団地から団地の方へ、接続がきちんと接続できていないという状況がありま

す。それで、神社線と坂本７号線の間に橋をかけてはどうかというご意見をいただいてい

ます。市としても平成２９年度中に開通ということを県から聞いていますので、そこまで

に計画的にこの両方ということは、なかなか難しいかもしれませんが、まずこちらについ

て、ここをもしつなげていくと、ここにかなりの通行量が出る可能性がありますので地元

の皆さんに事業と通行量等の合意が得られるのかというところと、また橋をかけるとなる

とかなり高額の事業になりますので、こちらについて費用対効果がどんなものであろうか

ということを平成２９年度のこのハーフインターの供用開始に向けて計画的に検討してい

きたいと考えています。 



 - 4 -

 

（地区会長） 

 宝木は歌にもありますけど、宝木三角

また来て四角というような具合で、まあ

るく半円を描くような道路がないんです

が、このアクセス道路の関係でここから

工業団地で行き止まりになっています。

これを開通していただくと、工業団地か

らずっと瑞穂線に入ってすんなりとアク

セスできるのではないかと思うんです。

と言いますのが、ここの三叉路が、工業

団地から出る車の右折、左折で結構傷みまして、周辺の家が揺れるんです。どうしてもカ

ーブで轍ができるんで、県道ですが、数年に何回かはいつも補修をしていただいています。

そういったことを防ぐためにも、一つここの瑞穂線につながる工業団地からというのはぜ

ひ検討していただきと思います。 

 

（都市整備部部長） 

 ハーフインターチェンジがオープンまでの課題であろうと認識していますが、地元の方

や土地の状況がどうか、また事業に協力いただけるかといったところは、まだ我々も地元

に入れておりませんので、今後計画的に調査に入っていきたいと考えているところです。 

 

（竹内市長） 

 意見交換という機会に私の方からお尋ねするのをお許しいただきたいんですが、ハーフ

インターへのアクセスで、これは宝木の地域から外になると思いますが、市道高浜８号線

のところで、高浜工業団地の中を通れるようにするには、実際これがすんなりいくのかど

うかということを我々もちょっと気にしています。都市整備部長もその了解が得られるな

らば、そこを市道として整備して、通りやすくして通れるようにする。あそこは通行止め

になっています。これについては、どういうふうに考えて行ったらいいか。もちろん市は

市として確認をとったりしていくこともできますが、宝木の皆さんはあそこを通れるよう

にしてほしいという意見だということで良いのですか。それとも、あそこは通れないよう

にする従前の何らかの取り決めや合意があったんだと思いますが、それを何とか解消でき

るとか、どういうふうにお考えなんでしょうか。それは市の方で地元に話をすれば、話が

付くよという考え方なんでしょうか。このあたりが今の時点でちょっと分からないので、

教えていただける方、あるいは総合支所の方であればお願いしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 昔聞いたことがあるのは、あそこの工業団地から先については、西側の分譲で家が建つ

ので、静かなところがいいということと、工業団地からトラックなどが走ると、騒音の問

題があるということで止めたように思っていますが、その辺でかなりネックになるんでは

なかろうかとは思います。 
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（産業建設課長） 

 工業団地が出来たときの担当をしていました。工業団地の方が昭和６０年代前半、高浜

の住宅の方が５０年代の後半に造成されたものですから、工業団地の方が後に造成されて

います。その当時に、道路を開通したいということで、町長初め、３役等が高浜住宅の方

に行ってお願いをしましたが、危ないということで、大反対を受けて道がつかなかった経

過があります。先日、地元の区長さんが気高支所に見えられていたので、宝木地区の方か

らこういう要望が今回出ますが、現在でも地元の方は反対でしょうかと聞いてみました。

すると、絶対反対するだろうというような言い方をされていました。 

 

（地元意見） 

 河内川に橋を架ける案ですが、もう少し南の方に持ってきたら、他の部落に対してもも

っともっと利用価値が増えると思うんです。敷地が全部田畑ですので、買収は田畑になる

と思いますし、その道が今、ハーフインターの近くにまで持ってこられれば、一番利便性

があるんじゃないかなと思います。ましてや、宝木小学校と瑞穂小学校は、合併する、一

緒にする、なんて話まで聞こえてくる昨今ですが、そうしたら、その方がもっともっと利

便性が上がるんじゃないかなと思います。 

 

（都市整備部長） 

 承りました。もともとある程度の太さのある市道同士を結ぶかなというふうに考えてい

ましたが、このハーフインターに乗って、旧市内に出やすくなるということを考えたとき

に、これ以外の渡し方についても、計画案を練ってみたいと思います。 

 

（地元意見） 

 ひとまず、冨吉部落もすぐ利用できますよ。 

 

（都市整備部長） 

 おっしゃるとおりですので、この２つに限定せずに、少し幅広に検討をしてみたいと考

えます。 

 

２ 宝木駅への進入道路の拡幅について 

＜地域課題＞ 

 ＪＲ山陰本線宝木駅への国道から侵入路の拡幅をお願いしたい。 

 現状、大型バスはカーブのため入ることができず、宝木駅へのアクセスが不便となって

おります。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 県道宝木停車場線について、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。 

 ご要望の県道については、現時点で整備の予定はありませんが、今後、整備の可能性に



 - 6 -

ついて検討したいとのことでした。 

 本市としましては、宝木駅へのアクセス改善が図られるよう、引き続き、鳥取県に対し

て要望いたします。 

 

（都市整備部長） 

駅への進入道路の拡幅について、現在

県道が１回折れ曲がって、さらにもう１

回折れ曲がるというかたちで駅前にアク

セスします。すごい折れ曲がり方になっ

ていて、大型バスが入ることができない。

こちらは今、県の方に整備の可能性につ

いて検討を要請しているところです。早

めに検討をしてほしいということを県に

伝えていきますが、さらにこの場でも、また別のかたちでも結構ですので、県に対して単

にここを改良してくださいという要請だけでなく、ここにバスが入ることで地域がこうい

うふうに良くなるんだというストーリーを、市も例えばバス会社さんに何かを要請するこ

とで、この地域のこちら側からバスが入れることで、こういうふうに良くなるんだという

ようなことが言えましたら、県に対する説得力も増してくると思いますので、そういった

県に対する要望の説得力を増すまちづくりの意見交換も積極的にやらせていただき、県に

働きかけていきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

このＪＲ宝木駅はやっぱり地域にとって

アクセスできる宝なんです。地区公民館も

ありますし、山陰道から宝木に入ってきて、

宝木駅に行って、地区公民館で催しがある

ときには、すっと大型バスが入れるといっ

た宝木駅をなんとか活かすためにも、やっ

ぱりバスが入れるような道路を希望したい

というお願いなんです。 

 

（都市整備部長） 

駅を中心に公共交通をうまく接続させていくというのは、市内のどの地区でもまちづく

りの課題だと思っていますので、そういった点を強調しながら、県に働き掛けを強めてい

きたいと考えます。 

 

（竹内市長） 

 宝木駅にバスがアクセスしやすいような県道整備などを考えてという声ですが、どうい

うルートをお考えなのかとか、どこをどう改善するのが良さそうだとお考えなのか、そう

いうご意見はありませんでしょうか。 
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（地元意見） 

 道路拡張しようと思えば、全部住宅がありますので、今の段階ではどうしても住宅が障

害になります。工場がありますし。確かに道路を広げる余地は今の段階ではないんですが、

例えば、逆に南側は田畑ですから、こちらを開発することもあり得る。そうすれば、将来

的に住宅が増えるかもしれないと思います。 

 

（地元意見） 

 まちなかですが、道に側溝が掘ってあります。排水のための道ですが、それに蓋をして

いただくと道も広がりますし、そんなに費用をかけずにできるんじゃないかと思います。

できたらそういうようにした方がいいと思います。 

 

（竹内市長） 

 グレーチングですね。どの部分か示していただけませんか。 

 

（地元意見） 

 どの部分と言われたら、とりあえず、まち全体。 

 

（都市整備部長） 

 どういったところが特にというのを教えていただいて、危険な箇所から広げていくとい

うところで、対応させていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 宝木駅にはバスが来ていないということになるわけですよね。それで、この点について

は、交通政策課長がおりますので、その辺を説明したいと思います。 

 

（交通政策課長） 

 皆さんご存知かもしれませんが、宝木の方につきましては、宝木から上光を通って、河

内に行くバスが、今運行しています。今、国道９号線は、鹿野線が通っていますが、大体

９～１０ｍのバスで、ここは狭いですので、ここのカーブはなかなか曲がりにくいという

ことになります。どこかまた入口を考えるというかたちなるのではないかと思います。 

 

（地元意見） 

 スクリーンの１番のところは、昔は今のように階段がついていませんでした。ちょっと

山になっていて、そこを駆け上がって横断歩道に上がっていました。今はセメントできち

っと鋭角になっていて、階段がついているんです。以前はそれよりもちょっと緩やかでし

た。子どもたちの通学路になっていて、横断歩道を通るにあたって、階段が整備されてい

ませんでしたので、駆け上がってきて、南の方から来る自動車に、急にパッと子どもが出

るもんですから、セメントで階段にしていただければ、子どもたちもゆっくりと上がって

いけるし、車の方もきちっと見えるだろうということでしてもらっているんです。その階
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段がかなり鋭角になっています。あそこがもう少し緩やかになれば、曲がり具合も少しは

いいのかなと思います。結構朝の交通量が多いんです。踏切の方に行く自動車も結構いい

スピードで走りますし、そういう点から言ったら、かえって鋭角の方がゆっくりと回って

県道の方に出たり、市道の方に入ったりということができるのかなという安全面では、そ

ういうところも見え隠れしますが、確かに入りづらいです。自動車に乗っていても入りづ

らいし、出るときは、ちょっと坂になっています。そういう点で、道路の表面と言います

か、そういうものの整備と、その鋭角になっているところが改善されれば少しぐらいは、

改善される部分もあるかなという気がしています。ただ、やはりバスなどは通りづらいと

思います。 

 

（都市整備部長） 

 分かりました。ご意見ありがとうございます。通学路としての安全面は、今、深く調べ

られておりませんでしたので、改めて支所と現地確認をしまして、歩行者動線と車の動線

が今どうなっているのか、どういう提案が県に対してできるかを考えたいと思います。 

 

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） 

 宝木の海岸が、グーグルでも浜村海岸になっています。ジオパークもさることながら、

やっぱり宝木海岸という名前はアピールして残していただきたい。浜村海岸がなんでこん

なに伸びてきたのか、誰かその責任のある方はおられませんか。グーグルでなんでこうな

ったのか、よくその経緯は分からないんですけどね。 

 

（竹内市長） 

 山陰海岸ジオパークは青谷の西の端まで入っていますので、その海岸名で指定している

ものでもありません。現在のグーグルの地図でこの宝木の海岸も浜村海岸と名付けられて

いるんですね。手元の地図を見ると、日光や矢口のあたりも浜村海岸と書いてあることが

多いんでしょうか。正確な呼び方として、宝木海岸という言葉があるんですね。そこをま

ず確認しないといけません。地図上の名称は国土地理院などが地名を現地で確認して入れ

ています。それを基に作った地図だろうと思いますが、ときどき違った地図が作られてい

ますので、それぞれに誤った内容になっていることがあります。グーグルの地図を確認し

てみたいということが１つ。それから、どこからどこまでが宝木海岸なのかというあたり

は、地図上の表記の問題なので一番手っ取り早くは国土交通省の国土地理院の２万５，０

００分の１の地図や、５万分の１の地図などで確認をして、それに反するような内容は変

えてもらうように、鳥取市としても申し出るといったことは可能だと思っています。宝木

地区の海岸線については従来、宝木海岸という言葉が常に言われているということの認識

でいいわけですか。 

 

（地元意見） 

 はい、昔はね。昔はあそこで砂鉄を取って、貨物列車でここから出発させたような経緯

もあるんです。海浜清掃も宝木がやっています 
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（地元意見） 

 私の見ている限りは、気高町は今の冬の気圧配置と一緒で、西高東低の政治が続いてい

ます。浜村に原資を投げれば、気高町が全部潤うような、そういうニュアンスさえ覚えま

す。余談になりますが、アシアナ航空に税金を入れる分ぐらい宝木に入れてくれないのか

なと。今、ツイッターでは韓国は嫌だと嫌韓が流行っていますし、向こうも攻撃してきま

す。なんであの辺の税金をもっとこちらの方に回してくれないのかなと、そんなことさえ

思います。これからずっと宝木も未来永劫につながっていかないといけませんが、もっと

もっと宝木の方に原資を投入していただきたい。カバーだけの投入じゃなく、心底投入し

ていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 県のことは置いといても、私自身は、市の行政においては西高東低だと感じているとい

うことはないのですが、やっぱり地域の方がどう感じていらっしゃるかということも重要

なことです。今のお話を踏まえまして、これからも均衡ある発展ができるようにしたい。

合併してから１つあるとすれば、以前は宝木支所がありました。これを支所はやめて行政

事務を郵便局にお願いしたというようなことがあります。１つの町の中に、役場の支所の

あったところというのは他にありません。ただ、これは気高町が合併するとき以来の懸案

事項を鳥取市になってから大きい目で見て、やはり統合できるところはすべきだと、ただ

住民の皆さんの利便性も考えて郵便局に業務を委託し、例えば住民票をそこで貰うという

ようなこともしている実態があります。これは全市的な目で見てバランスを取ったという

ことで、決して、気高町の中の西と東をアンバランスにさせたとか、西高東低の考え方で

進めたとかいうことでないことはご理解いただけたら幸いだと思います。 

 

（地元意見） 

 昔バスの通っていた道路で、駅からまっすぐずっと行くと、旧９号線と通称新町の道路

がぶつかります。せめてそれぐらいは、グレーチングと言うか、蓋をしてもらうとありが

たいなと思います。ここも点々と個人でしておられますから、統一規格のものできちんと

やってもらうとありがたいです。県道でも、してないところはいっぱいあります。新町の

方なんかは、もうぼこぼこです。 

 

（竹内市長） 

 今、示されたあたりを整備するというのは１つの案で、そうすると、バスがそこから昔

は入っていたんだから、少し小さめのバスなら今でも入れるということなんですか。 

 

（地元意見） 

 いや、昔バスが通っていたところを、まず重点的に初めにやっていただきたい。私たち

が車を利用して、宝木の中を通るときに、旧９号線や古町のようなところというのは、す

れ違いができないんです。浜村を通ってみればグレーチングがしてありますし、青谷に行

ってもしてありますが、宝木の方はしてないんです。 
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（道路課長） 

 側溝への蓋がけというのは、鳥取市内中狭い道路というのはたくさんありまして、必要

なところは年次的に整備しています。ただ、全市的な問題でして、この気高地域の中でも

必要性、優先順位を付けてもらって、地域としてよく話し合っていただきながら、年次的

に進めていくしかないかなと思っています。 

 

（竹内市長） 

 側溝につきましては、道路課の方で見てもらって、ここの重要性や必要性を再度確認し

て、検討結果を出すということにしたいと思いますんで、それは支所の方も連携を取って

ほしいと思います。 

 

（地元意見） 

 地域に寄り添った緊張感を持った仕事をしていただきたい。何でこんなことを言うかと

言いますと、実は私、小さい組織のごみ当番を１年間することになりました。ごみ当番を

するなら、盆、正月の日程変更を調べてみようと思って、市報を読んでみたら、ごみの出

し方の変更が書いてありました。分かった、分かったと思って、１月第２週のペットボト

ルの日に出したら、いつまで経っても取りに来られないので、地区の皆の家の分を持って

帰りました。第２週と第４週は集めるというのに、どうも来られないので支所に電話した

ら、１６日が第２週ですと。それだと第３週なのに、第２週だと。ですから、１月は第２

週と第４週の３０日に集めるんですよと。それは書いてあるんですかと言ったら、書いて

ありますということで市報をもう１回読み返してみたら、確かに書いてありました。詳細

は支所にお尋ねくださいって、一番最後に１行小さく書いてあったんです。聞かない人が

悪いでしょうが、何と不親切だなと思いました。 

 

（支所長） 

 分かりやすく丁寧な業務に努めたいと思います。ありがとうございました。 

 

（竹内市長） 

 市報のごみの収集日は、各総合支所の区域では支所だよりに支所の管内の分をお願いし

ていると思います。休む、休まないとか、この日は収集するといった大まかなことは書い

ていても、複雑になったり、それだけで多くのページを使ったりするので、なかなか全部

の地区ごとの分を書き切れない事情があるんだと思います。この場合ですと、気高町内、

あるいは宝木の地域の皆さんの状況をみながら、必要なことは紙で張り出すとか、何らか

の連絡をするとか、町内会を通じて連絡を取るとか、何か手があればそれをしていくとい

うのを、支所としてもお願いしたいし、鳥取市としても全体として努力したいと思います。 

 

（地元意見） 

ここの隣にも体育館がありますが、１０月頃から電球が３つほど切れています。ようや

く１２月頃に１個直してもらって、１月に１個直してもらう。１個ずつではなく、一度に
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直せればいいなと思います。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 今の体育館の状況を個別には把握していないんですが、一般的には体育館の球が１つ切

れてもなかなか換えないというところは、数がまとまれば足場を組んで、例えば、３つで

あれば３つを換えるというやり方を基本的にやっています。基本的にはそのようにやって

いますが、実際そういう１個１個ということでしたので、これは確認をさせていただいて、

今言われましたとおり、寄り添ったかたちで対応させていただこうと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

（地元意見） 

 体育館の電球交換について、足場を組んでというのは、私も体育館の管理を以前してい

ましたからよく分かります。足場を組むために５、６万円かかります。ですから、５，０

００円ぐらいの球を換えるためにそうするというのは不経済だというのはよく分かります

が、今言われた体育館は、自動で降ります。そういう場合には、予備に２つ、３つでも置

いといていただければ自分たちで換えることができますので、重なって３つも４つも切れ

るまで待つということにならないようにお願いしたいと思います。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 学校の体育館などでもオートリフターと言いまして、ボタン１つで操作できますが、球

だけを交換できるということでしたら、今言われたような対応も取れると思います。担当

課にも十分話をしまして、事前にお配りするのは難しいかもしれませんが、ご連絡を受け

たら速やかにその部分をお渡しするというようなことは対応させていただこうと思います。 

 

（地元意見） 

 気高町あるいは宝木の防災マップは、消火栓がどこにあってというのは出ていますよね。

ところが避難場所というのは出ているんですか。それをはっきり示していただきたい。そ

れと、宝木の小学校はたぶん３階が一番逃げやすい。あそこに行ったら首の辺まできても、

まだ助かるかもしれません。ただ、休日や学校が終わった後は鍵がないんです。それは、

どうするんですか。その辺を教育委員会と学校と住民と、どういう連携を取ったらいいん

ですか。例えば、浜村でしたら浜村の高いところにある公園に上がれば一安心だと思うん

ですが、宝木の場合、全くないんです。なんとかしてください。防災でどこに逃げたらい

いのか。あるいは作っていただけるのか。小学校に逃げろと言われれば、小学校の鍵はど

うするのか、真剣になって考えていただきたいんです。これは地域の今年の課題です。遅々

として進んでないんです。市長の鶴の一声で、何とかならないんですか。 

 

（竹内市長） 

 避難場所というのは市の発行している防災マップでも出していますし、宝木地区も防災

マップを作られましたね。 
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（支所長） 

 市の防災マップは年末にお配りして、説明会を開いて、とりあえずの周知はさせていた

だいています。 

 

（竹内市長） 

 避難場所等は防災マップの必須項目ですから必ず載っています。それが１つです。地域

の中で、さらに詳しい防災マップを、まちづくり協議会やこちらではコミネット宝木、そ

ういったところで作られるようなケースも、他地区でもいろいろあります。それもまたご

紹介して参考にしてもらえたらと思っています。 

それからもう１つ、避難場所です。学校については基本的に、休日だから夜間だから学

校が開けないということにはなってなくて、必要なときは電話連絡をするとか、場合によ

って、台風が来るといったようなときにはちゃんと学校の鍵を預けるようなことも可能で

す。教育委員会が防災の取組みで、ルールを決めて近くの方に持ってもらうみたいなこと

もあります。いざ鍵がないが、ここに避難したいというときにどうしたらいいかというと、

通常、窓でも壊して入ってくださいというのが我々の１つの答えです。ですが、危ないと

なれば、避難場所に指定されているところには職員を派遣したりといったこともしますし、

公民館なども避難場所になっていますから、公民館もすぐ開けて利用できるようにします。

そういった体制で考えています。ですから休日、夜間も必要に応じて開けます。開ける責

任は市の方にありますが、地域の皆さんにお願いしているときはその地域の皆さんがやっ

ていただくことになります。なお、市民が逃げる避難場所ですから、指定されているとこ

ろが開いてなかったら、避難の必要があれば窓を壊してでも入ってほしいというような考

え方でいます。 

それから、例えば浜村にはヤサホーパークという丘になったかたちの公園があります。

あれも１つの避難場所になりますが、宝木の地域でも、１つは津波だとか、あるいは河川

の浸水だとかあれば、水の浸からない安全な場所、高いところに避難するということはあ

ります。それについては新たに避難場所を作るといった考え方よりも、日頃から自分の近

くで、少し高いところに避難しなきゃいけないときはどこに行くのかということを考えて、

できるだけそういうところに目星をつけておいていただいて避難していただく。町内会の

中でもそういう防災の話し合い、あるいは避難する場所が、手近にある場合、ない場合が

ありますから、民間施設やなんかでも利用できる高いところがあれば行っていただくとか、

少し丘に上がればそういう浸水の心配はありませんので、高いところを考えていただくの

が基本になると思います。それはあくまで一時避難のことであって、本格的に被害を受け

て、何日か、場合によっては何週間かといった避難の場合は、公共の建物が避難場所にな

っています。学校、公民館、その他の公共の建物を避難場所にしていますので、そういう

ところに行っていただくというようなことになろうと思います。そういったところに対し

て、市の方も、寒いときであれば暖房だとか食糧だとか、いろいろな生活用品を供給する

というようなことになりますし、対応させていただくことにしています。 

テレビなどを見ていると、津波避難ビルみたいなものを指定したりとか、いろんなこと

がありますが、まだまだ足りないということもあるかと思います。そのあたりはまた研究

もさせていただきますが、差し当たりいつ来るかわからない災害でもありますので、これ
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から避難場所を作ってというよりは、今ある状況の中で避難するところに目星をつけて避

難していただく。公共施設はその対応も積極的にしていきますといったところが基本です。 

 

（支所長） 

 体育館の鍵は地元の方にお預けしている部分もあると思うんですが、校舎については支

所で保管していますので、支所にあります。水害や予測できるものについては事前に避難

所を開設します。ただ、地震のときやなかなか公的な力がすぐさま投入できない場合は、

地元の方に緊急に対応していただくということは致し方ないと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（地元意見） 

 緊急避難場所として、津波の場合は小学校の３階しか、もう、宝木は対応能力がないん

です。日頃からいろいろ考えてみても、高さ的に言ったら小学校の３階ぐらいの高さが必

要なんです。あとはみな、さよならです。 

 

（支所長） 

 とりあえず防災マップでの浸水予想では堤防を越さないということですが、自然のこと

ですので、本当にご心配ということは当然です。地元の方でまたいろいろ検討していただ

いて、緊急の場合の避難場所も含めて、災害弱者というか要援護者をどう避難させるかと

いうことも含めて、地元と一緒に検討させていただければと思います。 

 

（地元意見） 

 避難場所は、グリーンバンク、小学校、地区公民館の３ヶ所あります。地震による津波

がどの高さまで来るのかは、誰も分かりませんが、台風のときには河内川の下の方に流れ

てくる程度しか上がらない波も、地震が来たら、見に行かないといけないほど大きな波が

くるかもしれない。もしかしたら調査するような話もあったので、どういうふうになって

いるかお聞きしたいと思います。 

 

（支所長） 

 調査というのは、県が土を掘って、昨年度古い津波の痕跡を調べたものですね。まだ私

どもの方には結果が届いてないので、調べまして地域にその結果を返していきたいと思い

ます。 

 防災マップは、県の検討委員会の専門家による検討の結果の浸水予想ですので、何ら根

拠がないということではありません。地震の想定がかなり大きなものを予想した上でのも

のですので、根拠がなく、全く理解できないようなものじゃないと思います。ご理解いた

だきまして、現実的な、本当に心配なものも対応できるような地域を作っていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（地元意見） 

 私は仕事柄、ヨーロッパ、アメリカなどに長く駐在していまして、子どもの教育はほと
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んど海外で過ごしました。そのときに、ハリウッド映画に限らず、話題になった映画は子

どもたちを連れてよく見に行っていました。島根県で現役の仕事を終えましたが、ちょう

どアパートの近くにシネマコンプレックスというのがありました。定年退職して暇な時間

は何をするんだろうと思っていましたが、映画があると。映画館にちょっと行って、１本、

いい映画を見て帰る。これは、これから私たち後期高齢者の非常に人生の助けになるんじ

ゃないかなと常々思っていたんです。 

鳥取に帰ってきて、皆さんに映画を見たって聞くと、ほとんどの方が、見たい映画は米

子に行って見ています。今、世の中でシネマコンプレックスというのが非常に流行ってい

ます。いろいろ調べてみますと、その地域の商業施設の中の売上の５％ぐらいはシネマコ

ンプレックスで稼げるんじゃないかというようなことも言われていました。鳥取の市民の

方が見たい映画は米子に見に行く、これが残念でならない。もし、今日みたいに雨が降っ

てどこにも行くことができない、じゃあ映画館に行っていい映画を１本見てみよう。こう

いう生活が非常に必要じゃないかなと考えています。 

イオンが出来た頃に、私はこちらにいなかったので、どんな議論があったのか分かりま

せんが、その当時には必ず鳥取市にもシネマコンプレックスを作ろうという意見が出てい

たんじゃないかと想像しています。世界中がいい映画を作っていると思いますので、若い

人、壮年、高齢の方も、きっといい映画だったら見に行くと思います。今流行りのシネマ

コンプレックスは何か条件があるそうで、スクリーンが５つ以上だったでしょうか。それ

から、心地よい椅子が必ず階段状になって、前の人の頭は見えず、全画面が綺麗に見える

ということが条件になっているそうです。イオンにシネマコンプレックスが実現できなか

ったときに、どんな意見が出たか、どうしてできなかったかも踏まえて、この機会に、こ

れから将来、文化都市鳥取市の一端として、できるだけ誰でも行ける健全な映画館、シネ

マコンプレックスを実現していただきたい。 

 

（竹内市長） 

 実は若い人からもそういう声がありました。若い人ばかりじゃないですね、映画ファン

は中高年にもやっぱりおられますので、ぜひ映画館を作ってほしいという声があります。

鳥取市内も、 近までは街中に２館あったんですが、今現在１館しかありません。それも

スクリーンが１つです。映画は大体系列になっているんでしょうか、確か東映のシネマで

この映画館が契約をしていて、系列のところしかなくて、ちょっと遅れて人気がある映画

のいくつかがくるというような状況です。不満のある方が多いということは、私も承知し

ています。これはまちづくりの課題でもあると思っています。日吉津のイオンモールには

シネマコンプレックスがあり、６つぐらいの映画館がそれぞれ別の映画を同時に見せてく

れます。もちろん私も行ったことはありますが、同じ大きな建物の中にあって、確かに鳥

取市内からも行ってみる人が多いことも承知しています。 

鳥取市の千代水地区の晩稲にイオンが進出したとき、あるいは進出した以降もそのシネ

コンを作りたいというような意向を示されたことはあります。要は郊外の大型店にシネコ

ンができると、まず市内の映画館にとっては 大の驚異です。ですから、反対はもちろん

ありましたし、大きな商業施設が出ること自体にも大きな反対があったぐらいです。シネ

コンについてもそういう利害関係が既に存在したということと、日吉津でできるのは米子
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市内とは別の公共団体なので、日吉津は日吉津の判断が利きます。千代水地区の晩稲と鳥

取市内の映画館の存在しているところは同じ公共団体ですから、いろんな意味で別の判断

はできません。１つの判断しかできませんので、そういうことが背景にあります。 

もともと千代水の今のイオンがあるところは、商業施設のために作ったものではなく、

流通団地として区画整理された地域なので、初めは商業施設そのものに反対で、あそこに

立地させるべきではないという議論もあったようです。あそこもあのまま持っていてもな

かなか土地が売れないという状況もありますし、利用できないという状況もありましたの

で、 終的には商業施設の進出を認めました。普通は商業地域には映画館は認められます

が、鳥取市として映画館は建てられないという用途制限をしました。ですから、あそこに

は用途上できないんです。それは決して鳥取市民が映画館を作りたくなかったからではな

く、あの場所には作りたくないという判断をしているんです。どこに作りたいかというと、

やっぱり駅周辺や街中にできるだけ作りたい。鳥取市としてはそういうふうに判断して、

あちらの方には映画館はできないという制限をかけているんです。実はシネコンは設備や

運営に費用がかかって、単独では赤字です。従って、その後シネコンを作るという人がな

かなか出てこないのです。鳥取市としても、何とか映画館はできないかといろいろと思い

は巡らせていますが、いまだに実現できないでいるというような状況です。都市計画制限

を変えて、今、果たしてあそこにできるようになるかどうかは、私は事業者でありません

ので分かりませんが、いずれにしても今の場所にはできないという制限がかかっていると

いうことを申し上げておきたいと思います。 

駅周辺に作ってはどうか、作れないかというような声も聞かなくはありませんが、今の

ところまだ実現できていません。映画館の可能性は無くなったわけではありません。自主

的に、市内のいろんな場所、ホールみたいなところで昔の映画を上映してみたり、あるい

は市民会館で上映したりといったことも行われています。少人数の１００人、２００人ぐ

らいが見に来ているという状況がありまして、鳥取市も補助金を出したりして、市内での

映画の上映を応援しています。 

おそらく鳥取市にシネコンができたら日吉津の方がちょっと心配になるかもしれませ

んね。人が行かなくなって、一層採算が悪化すると思います。いずれにしてもどうしてい

ったらいいのか難しい問題です。映画を見られるようにしたいというのは私も同じ気持ち

でいますのでよく分かります。 

 

（地元意見） 

 ぜひ引き続き検討をお願いしたいと思います。 

 

（地元意見） 

 河内川は２級河川なので管轄ではないかもしれませんが、私たちのところに大きな川と

して流れています。今、異常気象でゲリラ豪雨とかいろいろあります。気高町では今のと

ころそういう災害はありませんが、河内川を毎日散歩していらっしゃる方から、河内川の

川幅が狭くなっていると聞きます。すなわち堆積だとか、笹が密集してきていて、津波等々

になれば当然遡上してきます。それが結局妨げになって河川の氾濫ということも考えられ

ますので、管轄外といえどもそういう状況をしっかりと見ておいていただきたい。 
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（都市整備部長） 

県の方でパトロールをされた結果について、情報共有は常に行っていますが、今の時点

では県からこの河内川につきまして特に危険な状態だという情報はいただいていません。

ただ、念押しはしたいと思います。もう一度支所と特に気になる箇所があるかということ

は情報共有して、県のパトロールの際に特にこういう場所を見てほしいと伝えるのは、も

ちろん市役所の役割の一部だと思いますので、積極的にやらせていただきたいと考えてい

ます。 

 

（地元意見） 

気高中学校改築で安心安全を優先してくださいましてありがとうございます。それに伴

って、平成２６年度設計等にかかられるということですが、気高中学校は風光明媚な学校

です。校庭の上に校舎がありますが、その校庭から校舎までの法面をぜひとも補強も兼ね

て観戦できるような階段にしていただけるとずっとずっと利用価値が深まると思います。

気高町も中学生の活躍がとても目覚ましい学校ですので、そういうところをご検討いただ

けたら大変ありがたいなと考えています。 

 

（教育委員会事務局次長） 

 気高中学校の改築にあたって、平成２６年度に行う設計は、この校舎の建て替えにあた

っての設計です。平成２５年度末には学校や地域の方の意見を学校が中心に取りまとめて

いただいて、これから業者を決めて設計ということになっています。今のご指摘のありま

した法面の部分の設計というのは現在のところは入っていませんが、ご意見として伺わせ

ていただきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 気高中学校の土手を階段状にするというのは、中学校を出発点に気高のウォークを私も

やった経験もありますが、大変いい考え方だなと思ってお聞きしました。特に、貝殻節の

踊りなど気高中学校の生徒がやっていますが、大変見事ですし、多くの人に見てもらうに

は、いい考えだと思います。 

昔、鳥取市の久松山のふもとに公設グラウンドがありましたが、そこには、階段状の観

覧席があってグラウンドを見られるようになっていました。そういうのを考え合わせても、

どこまでするかは別にしても、上から見るだけじゃなくて階段の段々を使いながら観覧席

にするというのはいい案ではないかなと、非常に納得して聞いておりました。建物の配置

やいろんなことを今計画していますので、そういったご提案も、ちょっと持ち帰らせてい

ただくということでお聞きしたいと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

今日、宝木の皆さんとともに、地域の道路の課題を中心に、防災や安心・安全に関わる

いろんなお話をたくさん聞かせていただきました。宝木地区の中だけでは完結しないよう

なお話もありました。瑞穂インターとの関係などで、この宝木地区だけで取ってみればイ
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ンターがその区域内にありませんので、言わば通過するだけのことになってしまう。だけ

ども、近くのインターを使いたいというのは当然の思いですし、使ってもらわなきゃ道路

の意味がありません。何とか便利に使えるような道路網というか、道路のネットワークを

作っていかなければいけません。ただ、簡単にできることと、相当費用と時間がかかるこ

ととありますので、どこをどうやっていくのか。今日も少し、私からも逆に質問したりし

て理解を深めさせていただきましたが、なかなか困難な課題もそこにはあるようです。し

かし、高速道路が出来て皆に喜んでもらうためには必要なことだということも併せて理解

しました。第３の提案もありましたし、どういうかたちが一番いいのか、高速道路のプラ

スを地域全体に享受していただく、受け止めていただくための考え方を、引き続き課題と

して、支所も含めて検討させていただきたいと思います。 

皆さんのおかげで、大変有意義な機会にしていただきましたことに感謝を申し上げまし

て、今日の地域づくり懇談会を締めくくらせていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。 


