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逢坂地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２６年１月２４日（金） １９：００～２０：３０   

２ 会 場 逢坂地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２４名 

市側出席者  ２３名 

竹内市長、羽場総務部長、亀屋庁舎整備局長、山本防災調整監、武田企画推

進部長、山根農林水産部長、久野新市域振興監、国森都市整備部次長、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、北村生涯学習課長、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＞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 

 協働のまちづくりについて、比較的うまくいっている事業とやっているがなかなかうま

くいっていない事業の２項目について、説明の要望がありましたのでやらせていただきま

す。 

 まず、うまくいっている事業ですが、平成２２年に、地区内の魅力を再発見しようと、

その魅力を次世代へ伝え残していくために、名所、史跡や風物を題材に手づくりの逢坂か

るたを作成しました。この逢坂かるたに詠まれた地区内の名所、史跡をめぐり、地元の魅

力を再発見、そして交流と健康増進を図ることを目的に、平成２３年度から逢坂かるた健

康ウォーク大会を始めました。このウォーキング大会は地区内を、１つは大堤コース、も

う一つは阿弥陀の森、亀井公コース、３つ目が木喰と名水コース、この３つに分けて毎年

１コースずつ、３年をかけて地区内を一巡しようという取り組みです。 

 第１回目は平成２３年１１月３日、４５名の人が参加して、睦逢集会所を起点に大堤コ

ースで開催をいたしました。第２回目は翌年の１１月３日、２６名が参加して、逢坂地区

公民館を起点にあみだの森、亀井公コースで開催をいたしました。第３回目のことしは、

同じく１１月３日、過去２回より距離を延ばした７．２kmの木喰と名水コースに、地区外

８名を含めた４７名が参加をして開催をいたしました。 

 ことしは、この逢坂かるた健康ウォーク大会をより魅力あるものとするために幾つかの

新たな取り組みを加えました。１つはノルディックウォークの導入、２つ目は出発前にジ

ュニアの逢鷲太鼓の演奏、３つ目が中間地点での布勢の清水でコーヒー、お茶サービス、

４つ目が終了後、お楽しみ抽せん会の開催、５つ目として、過去２回は地域内だけの参加
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呼びかけでしたが、今回は隣接する他地域への参加も呼びかけて開催したところです。 

 逢坂かるた健康ウォーク大会はことし３回目で地区内を一巡したこととなりますが、地

区内に住んでいてもふだん行ったことのない場所をめぐり、新たな発見や参加者同士の交

流も図られて、地区の行事として定着しつつあると思います。 

 課題、今後の方針ですが、秋は各地でウォーキング大会が開催されますが、できるだけ

同日開催を避けるために、一定エリア内での日程調整ができないものかと考えています。

また、来年は地区内外からより多くの参加者があるように、魅力あるコースの設定や、１

１月３日文化の日ということで過去３回やってきたわけですが、例えば春の花のシーズン、

大堤にはシバザクラも植えられています。そういった春の花のシーズンでの開催も検討し

ていきたいと考えています。 

 次に、ごみの不法投棄ということですが、以前からポイ捨てやごみの不法投棄防止に取

り組んでいますが、各集落では総事などによって空き缶の回収や環境美化に取り組んでき

ました。平成２４年からは各種団体と協力をして、大堤の清掃活動に取り組みましたが、

農業用ビニールに加え、ペットボトルや空き缶などの多さに驚かされました。平成２５年

度は１０月２７日に、ボランティアの鳥大生を含めて３３名で大堤の清掃を実施し、前年

に比べてペットボトルや空き缶が減少し、改善されつつあることを実感しました。しかし

一方では、古いタイヤが投棄されていました。また、１０月２７日に一旦きれいにしまし

たが、１２月１９日にはまたごみが散乱しており、ポイ捨てや不法投棄は逢坂地区の住民

のみがするわけではありませんが、さらに啓発活動に努めながら、不法投棄やポイ捨ての

ない地域づくりを進めていきたいと考えています。 

 以上でむらづくり協議会としての取り組みについて発表を終わります。ありがとうござ

いました。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 「緑の郷」の活用について 

＜地域課題＞ 

 昨年、逢坂むらづくり協議会が主催して京都造形芸術大学と地域住民の交流会が開催さ

れ、学生たちは浜村の旅館に宿泊して参加した。このような行事の際に、会下地内「緑の

郷」の建物を宿泊研修施設として活用できればありがたいし、今後の地域活性化活動の中

心的な場所にもなり得る。 

 現在の施設は、下水道が整備されておらず、そのままでの活用には無理がある。施設を

整備して活用できるよう検討をお願いしたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会・企画推進部】 

 ロッジ緑の郷は、昭和５５年に農家経済の向上を図るため、都市住民との交流活動を推

進する拠点施設として整備されましたが、採算がとれないなどの理由で一時期閉鎖されま

した。その後、利用目的を生涯学習の充実をはかる施設に変更して教育委員会が管理する

施設として利用していただいていますが、便所等の新たな改修整備は費用対効果の面から

も現状では困難です。 
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 なお、逢坂地区・気高町地域においては、うぐい突きや砂像・芸術、黒ぼこ・オーガニ

ック・生姜等をキーワードに様々な活動が展開されており、「緑の郷」を交流・地域活性化

の新たな拠点として活用することはたいへん効果的であると考えます。 

 新たな活用策については、地域の活性化に協力いただける民間事業者等への譲渡・貸付

も視野に検討していきたいと思いますが、地域にとってどのように活用するのが最も良い

のか、まず地元のみなさんで充分話し合っていただくことが重要です。 

 地域住民のみなさんの主体的な検討・議論を尊重しながら、総合支所・関係各課が連携

して新たな活用プランを策定し、地域の皆さんと協働してプランの実現を推進していきた

いと考えています。 

 

（企画推進部長） 

 ロッジ「緑の郷」は昭和５５年に農業構造改善事業の一環で、逢坂地区会下に建設され

ています。できた当時は、テニス場２面も備えて、梨狩り等の観光客などが来られて、そ

れなりに活気を呈していましたが、だんだんとお客さんが減ってきたということで、平成

になりましてから、採算がとれないので一旦閉めようということで休館しました。その後、

平成５年に、今度はまた別の形で、青少年の健全育成等々を目的とした生涯学習の施設と

して、もう一回ここを使おうではないかということで再度オープンしています。 

 現在も教育委員会が所管して管理をしていますが、現在は利用者が非常に減っていまし

て、ほとんど利用がないというのが現状です。ここをもう一回きちっと整備して、いろん

な地域活性化の拠点として使えないだろうかという話です。 

 建物の経過は、ご説明のとおりですが、冒頭、竹内市長の挨拶にもありましたが、大堤

のウグイ突きですとか、あるいはここら辺は大変いい土地といいますか、黒ぼこで畑作物

も非常にいいものがたくさんとれて農業が盛んであるとか、また布勢の清水に代表される

ように非常にきれいな水もあるということで、地域を活性化するにはいろんなネタといい

ますか、資源がたくさんあるところです。去年、京都造形芸術大学と地域住民の交流会を

開催されたということもありますので、「緑の郷」を何とか使いたいということの大前提と

して、まず地域住民の皆さんが主体的に、どういう使い方ができるのか、支所も交えて活

用の検討をしていただきたいと。それには私どもも当然入って、一緒に検討していきたい

というのが現状です。 

 その中で、建物を民間事業者の方が、では、自分のところで使おうかという方があれば、

例えばそういった方に譲渡ということも十分検討できます。まずは地域の要望といいます

か、どういう使い方が地域として一番望ましいのかということを考えていただいて、それ

に合うような、例えば民間事業者の方を募集するといったことで何とか建物をもう一回生

き返らせるような使い方ができたらなという思いです。そういった検討作業について、皆

さん方のご協力をまたよろしくお願いしたいと思います。 

 

（地元意見） 

「緑の郷」は逢坂の上のほうからいったらむしろ浜村のほうに近いのです。逢坂として

ももちろん考えるのですが、もう少し広域で、浜村、逢坂地区を含めてどうやって有効に

活用するか、そういう視点で考えるべきではないかなと思います。 
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また、単に研修施設としての機能だけではなくて、万一に備えた安全な避難場所として

の機能を持たすような、もうちょっと広角的に考えた利用のあり方を検討すべきではない

かなと思います。例えば、３０年以内に７０％の確率で起こると言われている南海トラフ

大地震では、鳥取県にも避難民の人がたくさん来られることも想定されると思います。 

 

（防災調整監） 

公的施設について、一度災害基本法の避難所としての基準が見直しをされています。こ

ういう建物はしてはだめとか、こういう災害についてはこの建物はだめですよということ

で、その見直し作業にようやく手をかけたところです。その中で本当に「緑の郷」の建物

が公的施設として使えるのか使えないのか、その辺も含めて少し時間をいただきたいと思

います。 

 

（企画推進部長） 

 逢坂地区だけでなく浜村地区も含めて、もっと広い地域、広い視点で活用方法を考えて

はどうかといお話で、まさにそのとおりです。したがいまして、避難所としての活用とい

う例も出されましたが、どういった活用が一番いいのかということをいろんな方の意見を

お聞きして、支所も交えて検討を重ねる中で、ある一定の方向性が出せたらいいなと考え

ていますので、協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（竹内市長） 

 私のほうからも少し補足といいますか、説明をさせていただこうと思います。 

 まずこの地域課題について一番関係が深いのはやっぱり逢坂地区の皆さんだと思います。

まずこの活用について、きょうも提案されていまして、交流の場になるようにしてはどう

かということです。宿泊研修施設として活用できればありがたいというご意見を地元から

出していただいています。ただ、本当にそういう活用が一番いいのか、そしてそれは一定

の費用をかける必要があるわけですから、下水道の整備だとか、あるいは下水処理の浄化

槽の整備なども必要だという現状です。これを公的に整備して、どういう利用にするのか

ということも一方では考える一つの方向性ですが、他方で、例えばこの施設をほかの民間

の団体、企業、市民団体でもいいですが、そういう人たちがこういうふうに使って有効活

用したいという考え方もあり得るわけで、そういったことを考えてみると、いろんな可能

性があるという前提で地元の皆さんのご意見をお聞きして、集約してみたいというのが、

まず鳥取市の思いです。 

 広域的に考えるということも当然いいことだと思います。これは気高町の時代につくら

れていますし、総合支所も含めて浜村のほうにも近いという話がありました。どういう利

用がいいのか、総合支所の中でも検討組織でもつくっていろんな関係者と議論をしていた

だく。余り時間をかけていてもしようがないのでできるだけ早くと思っています。中には、

この逢坂地区に出てこられて農業を始めておられるという企業の関係の皆さんもあると聞

いていますが、そういう団体がみずからの事業のためにうまく地域の皆さんにも利用でき

るような形で利用してみようかということがあれば、そういうことも考えられるのではな

いかということも話題になっているような現状です。 
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 鳥取市も施設の有効活用ということは大いに関心のあるところであります。ただ、それ

は公の施設として公共に使うということで、待ちの姿勢で整備しておいて何かに使っても

らおうという、そういう悠長なことを言っておられません。この活用の問題提起を受けま

して、早目に方向づけをしたり、とにかく有効活用してこれだけの資産を投げておくよう

なことはいけません。利用の状況から見て１００人とか、多い年では４００人、近年過去

３カ年で２件から６件ぐらいの方々が利用するとか、青谷高校の生徒が利用されるとか、

一部こういったスペースを使っておられますが、本来の十分な利用の姿ではないですよね。

これだけの施設ですから、少し改修したらこういう使い方になって地域のためになるぞと

か、そういうことになれば非常にいいなという認識です。地域振興課あたりで音頭をとっ

て、いろんな方の意見が集約できるような検討組織をつくるというのはどうですかね。 

 

（支所長） 

 「緑の郷」は、私も青谷に住んでいるときに、子ども会で来たことありまして、本当に

なじみ深いところですが、やはり地域の大事な資産ですので、その活用の可能性について

は今後検討していきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 特に合併した地域を新市域と呼んでいますが、新市域の地域振興監というのは久野さん

がなっていますから、音頭をとって、広い範囲の視野で考えていくというのは適任者がこ

こにいます。それから総合支所もしっかり頑張っていただく。基礎を今年度のうちに築い

ていただかないといけない。 

 

２ 土砂災害時の避難場所について  

＜地域課題＞ 

 東日本大震災後、地震・津波等の対策がなされるようになった。また、大雨などによる

土砂崩れの危険箇所等も市ではマップ等を作成して住民への周知を図るなどされており、

大変良いことである。 

 逢坂地区は東西が山になって平野部が比較的狭くなっており、土石流警戒区域が多数あ

る。特に上原集落より南は、集落が川の流れる山すそにあり、集中豪雨があれば危険度は

高いと思われる。避難所として地区の中心に逢坂小学校、逢坂地区公民館が指定されてい

る。警戒区域が多数ある地区南側の上原公民館及び地区北側の会下多目的研修センターは

避難場所として指定されているが、各集落の公民館であり、危険度の高い地域の避難場所

としての整備、避難場所の表示などの整備をお願いしたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【防災調整監】 

 逢坂地区内に土砂災害の危険区域は３６箇所(Ｈ２５．１．１現在)ありますが、土砂災

害時の避難は、早めに危険区域から離れていただくことが基本ですので、危険区域外に避

難所を開設します。 

 平成２５年１月に配布した鳥取市総合防災マップには、災害の種別による避難所の適用
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性を示しており、上原公民館は、土砂災害の発生のおそれがある場合は避難に適していま

せんので、逢坂小学校に避難していただくことになります。 

 また、気象庁のウェブサイト「土砂災害警戒判定メッシュ情報」、鳥取県のウェブサイト

「土砂災害警戒情報システム」により、地域の危険性が分かるようになっています。こう

した情報と併せて、山鳴りがする、石が落ちてくるなどの前兆現象がある場合は、市へ連

絡をいただくとともに、早めに安全な所の知人の家に避難させてもらうことなどを考えて

いただきたいと思います。 

 そのため、避難訓練や地区防災マップの作成などを通して、避難路の点検・見直しなど

も行っていただきたいと考えます。マップの作成や避難路の点検等については、地区の防

災リーダー、自主防災会と連携しながら、本市の防災コーディネーターがお手伝いさせて

いただきます。 

 

（防災調整監） 

実は、この逢坂地区は、土砂災害の危険箇所が平成２５年１月１日現在で３６カ所あり

ます。土砂災害の場合は、まず早目に危険区域から逃げることが基本ですので、災害時で

必要が生じた場合は、鳥取市としては、危険区域外に避難所を開設することになります。 

 平成２５年１月に配付した鳥取市の総合防災マップでは、災害の種別による避難所の適

用性を示していまして、上原公民館では土砂災害の発生のおそれがある場合は避難所とし

ては適していないと、その場合は逢坂小学校に避難をしていただきたいということです。 

 また、気象庁のウェブサイトで「土砂災害警戒判定メッシュ情報」それから鳥取県のほ

うのウェブサイトで「土砂災害警戒情報システム」というものがありまして、地域の危険

性がわかるようになっています。こうした情報とあわせまして、具体的には山が鳴るとか、

ぱらぱらと土が落ちてくるとか石が落ちてくると、そういう状況があればいち早く支所ま

たは鳥取市のほうに連絡していただいて、まずは早目に安全な場所に逃げる、例えば知人

の方を頼って安全なところに逃げていくと、そういうことをやっていただきたいというこ

とです。 

 そういうことをするためにも、ふだんから避難訓練とか地域の防災マップの作成などを

通しまして、避難路の点検の見直しも行っていただきたいと考えています。マップの作成

や避難路の点検については、地区の防災リーダーがいらっしゃるのですが、それから自主

防災会、これらと連携しながら、私のほうにも防災コーディネーターがいますのでお手伝

いをさせていただきますので、その際にはよろしくお願いします。 

 それから、平成２０年６月に、災害対策基本法が変わっています。平成２５年９月に、

国が避難所について新しい基準を示しています。法律名で言いますと、指定緊急避難場所

とか指定避難所というのがあるのですが、こういうものの基準が示されていますので、今、

鳥取市が避難所として定めている避難所が適正なのか、もう少し何か加えないといけない

のか、そういうことも含めて、避難所の見直しの作業について今後進めていこうと考えて

います。 

 

（地元意見） 

 防災マップを見まして、会下多目的研修センターも避難場所になっていることは知って
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いたのですが、ここは会下の避難場所だとずっと思っていましたが、逢坂地区の睦逢、郡

家、高江の集落もみんな含めたところの避難場所ですか。 

 

（防災調整監） 

 会下の多目的研修センターは、周辺の方がそこで何かあったら避難をしていただくこと

になります。ただ、会下の多目的研修センターですが、実は全ての災害に対応していると

いうわけではありませんで、洪水とか土砂災害にはいいのですが、建物の構造的にはもし

地震災害が起こったときはここに逃げないで、ほかのところに逃げてくださいということ

になっています。 

 皆さんのご家庭に防災マップを配っていると思います。その中に、適用性といいまして、

洪水と土砂と地震と津波というものが書いてありまして、その災害に応じて、自分がどこ

の避難所に逃げるといいのかということは日常から考えておいていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 その避難場所ですが、会下と逢坂公民館と上原の公民館、逢坂地区公民館とあるのです

が、これは全部、そういう指定場所には適用しないということですね。どこに逃げても一

緒ということですね、適用しないということは。 

 

（防災調整監） 

 全てに適用しないというわけではありません。さっき言いました会下であれば、洪水と

か土砂の災害であれば逃げていただいて結構ですが、地震が起こったときに構造的な耐震

性の問題があるので、そこは避難場所として逃げないでください。例えば、逢坂小学校は、

洪水でも土砂でも地震でも津波でも耐えられる避難所として指定をしています。一度ご家

庭に帰って、防災マップに洪水とか土砂とか地震とか津波という適用性をあげていますの

で、日常的に、もし土砂災害が起こったら、ここではなくて学校のほうに逃げようといっ

たことをご家族の中で話し合っていただいたり、子どもさん方にもそういうことを徹底し

ていただきたいと思います。 

 全てがだめというわけではありません。その災害ごとにいろいろ適性がありますので、

日常からそういうことを話し合っていただきたいということです。 

 

（地元意見） 

 この間の福島みたいに、津波が来て、地震が来てということになったらおれないという

ことですね、下のほうの人は。結局、どの程度の災害が来るかわかりませんが、みんな、

想定外だと逃げられている感じがして、そんなものが来ないから大丈夫だという観点で述

べられたら、結局逃げた人は土砂災害で逃げたのですが、地震が来て倒れてしまったとい

うことになったら意味がないし、結局逃げ場所がないということになるのではないかと思

います。災害が起きたときにすぐ逃げ込めるというか、がっちりしたところでないと、こ

こから会下まで上がろうと思ったら、車で１０分や２０分かかるし、車は危ないし、歩い

ても危ないということになって、結局間に合わなくならないかなと思いますが、どうでし

ょうか。 
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（防災調整監） 

 例えば洪水とか土砂災害については、相当雨が降ることになりますので、ある程度気象

庁の情報とか県の情報とか私のほうの情報とか具体的には支所のほうの現場の情報で、比

較的早く避難勧告を出すことはできると思います。 

 ただ、地震の場合は、昨年も鳴りましたが、Ｊ－ＡＬＥＲＴが鳴りますので、その間に

少なくとも２０秒ないし長ければ３０秒鳴ってから地震が来るということですので、地震

の場合はいつ来るかわかりませんが、ただＪ－ＡＬＥＲＴが鳴った後若干の余裕はありま

すので、例えばたんすの前から逃げるとか、火の元を消すといった作業ができると思いま

す。 

 地震の場合はもう起こってしまったら仕方がないのですが、先ほど言いましたように、

水関係の災害については何時間前には危ないという予測ができますので、そのときは支所

なりを通しながら、ここの避難所を開設しましたからこの地区の方はここに逃げてくださ

いということは、市のほうから行います。実際に昨年度も吉成地区で、大路川が氾濫する

ということがある程度予測ができたので、吉成地区１万５，０００人の方に対して、ここ

とここに避難所を開設していますから近くのところに逃げてくださいということをしてい

ます。災害でもやはりいろいろ種類があります。洪水とか土砂については、ある程度事前

に推測予測ができますので、いち早く避難所の開設場所も市がやりますし、皆様にどこど

こへ逃げてくださいという指示はできるのではないかと思います。 

 

（支所長） 

 私どもは災害の危険性が高いときには支所に徹夜で泊まっていまして、ずっと情報をチ

ェックしたり、かなり危ないなというときには、消防団に協力をいただいて、パトロール

をしていただきます。それに従って、例えば避難準備情報を出したり、もっと危険性が高

まれば避難勧告を出して、本当に差し迫った危険が発生するということが予想されれば避

難指示を段階的に出せる体制をとっています。予測できるものについては、私どもと一緒

に、地域の方も災害による被害をなくすように努力していただければと思います。 

 

（地元意見） 

 災害が起きるのは起きるのですが、日ごろというか、事前にそういうシミュレーション

はやっておられるのでしょうか。震度５とか７の地震が来たらここら辺がおかしくなると

か危ないとか、災害が起きやすいというのは全部そういうことをされて決めているわけで

すね。 

 

（防災調整監） 

 地震ということになると、この防災マップは鳥取地震を想定にできています。ですから、

昭和１８年のときの震度６、マグニチュード７．２程度の地震だったらという前提でこれ

はつくっています。 

 それから、土砂災害についても土砂災の図面を全部つけていますので、もし何かあれば

この地域には土砂災害が発生するよという可能性は書いています。具体的には、実際雨が
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降り出しますと、気象庁のウェブサイトの中に土砂災害警戒判定メッシュ情報というのが

ありまして、気象庁がこの辺が大体危なくなるよということを事前に公表します。それか

ら、鳥取県の土砂災害警戒情報システムも、そろそろこの辺がひょっとしたら危ないよと

いうことをその災害ごとに時間雨量を見ながら判定していきます。私どもも警報が出たら

２４時間体制で職員が待機しますので、それらを見ながら、この地区はちょっと危なくな

る、そうなったら最初に避難勧告を出そう、もうちょっと危なくなると避難指示を出そう

と、そういうことを支所と共同作業でやっています。その場、その場の災害に応じて情報

判断をさせていただくというのが実態です。 

 

（竹内市長） 

シミュレーションできる部分はシミュレーションして、さっきの地震ではこの避難所が

比較的弱いよというところは頭に置いておいていただいて、この逢坂小学校の校舎を活用

してもらうとか、そういうようなことで考えていただくことが安全な避難につながると思

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） 

 逢坂地区は３年前に災害時の要援護者支援制度を申請して、その当時、地区内全ての対

象者を調べて、リストをつくって市に出しました。あとは地区が現行化することだと言っ

てしまえばそうだと思いますが、現実はなかなか現行化ができていない。そういうリスト

は本庁か支所が持っておられるかわかりませんが、いざとなったときに、何年も前の非現

行のものを頼りに確認ができるかどうか。これはやっぱり行政がもっと前面に出て、毎年

現行化しろという指導が必要ではないか。そのことで万が一災害が起こったときに、被害

を減少させる一つの大きなポイントになるのではないかと思います。 

 そういう意味では、４月からたしか法律が変わって、国が各市町村に義務づけられるの

ですよね。そういう名簿をつくって、自治会とか民生委員の人に持っていただくと、その

ように聞きました。だとしたら、これを契機にいま一度鳥取市として、せっかくある制度

を、形だけつくって中身が伴わなかったら意味がないと思いますので、ぜひ万一に備えた、

常に現行化されたリストになるような取り組みをやっていただければと思います。 

  

（防災調整監） 

 ご指摘のようにこのたび災害対策基本法が変わりまして、実は要援護者と言われる方は、

どちらかというと６５歳以上の高齢者の方とか相当大くくりになっています。今回、法律

が変わりましたのは、そういう方はいらっしゃるのはわかっているということで、国のほ

うが今回リストアップをしなさいというのは、その中で自力で逃げられない方をきちっと

リストアップしなさいと。実は今まではネックになっていましたのが、その方の情報を第

三者に渡すことについて非常に制限がかかっていた法律になっていました。そうはいって

もフリーに渡せるわけではありませんから、基本的には行動ができない方、寝たきりの方

とか、そういう方には基本的には情報を事前に第三者に流すときには断りなさいというこ

とになっていますが、災害が起こったときは、職権でこちらのほうが全部流すという法律
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になっています。新しく法律が変わって、そういう形になっていますので、今、福祉関係

のところと新たに名簿をつくろうという作業に入っています。そういう意味では、おっし

ゃった要援護者名簿はもう少し広い範囲の方が対象になっていましたが、本当に自力で逃

げられない方に対しての名簿づくりをしていくことになります。 

  

 

（防災調整監） 

 さっき名簿のリアルタイムというのですか、そういうお話がありましたが、私どもで今、

作業を進めていますのは、今おっしゃったように、直近の状況を絶えず把握ができるよう

なシステムを考えていまして、福祉関係部門と詰めていますので、もう少しお時間をいた

だきたいと思います。 

 

（竹内市長） 

例えば、もともと要支援者、要援護者の名簿は１年たったらまた見直すとか更新すると

いうのは地域でやってもらいたいというのは我々の意向です。なかなかできないと言われ

るかもしれませんが、支所とも連携をとりながら、貴重な労力をかけてつくられた要援護

者名簿ですので、これは地域にもあるし、支所にもあるし、本庁にもあるのですね。３カ

所にあるのでしょう。だから、更新に関してもそれぞれの取り組みを通じてはっきり確認

できるようにしたいと思っています。地域の中にも、地域の代表者のもとに管理されてい

るわけですね。 

 

（支所長） 

 はい、区長さんに渡しています。 

 

（竹内市長） 

 地域の区長さんに保管してもらい、かわられるときには引き継いでもらうということで

す。新しい法制度に基づく要請については、政府の指示なども確認しながら、また恐らく

同じような名簿をつくることになります。前の名簿が基礎になりますから、それでつくっ

ていこうと考えています。 

 防災に関しては、あらかじめ防災マップ、それから地域でのいろんな防災の自主防災組

織で、年２回ぐらい防災訓練とか避難訓練をしておられるはずですので、そういったこと

を中心に地域と支所、それから本庁の危機管理課から防災のコーディネーターを派遣しま

すので、ぜひとも引き続き、よりよい防災が地域の中で進められるように、あるいは避難

とか、そういうことができるようにしていただきたいと思っていますし、我々のほうも資

金的あるいは人材的なご支援はいたしますので、ぜひこの逢坂地区の中で話し合いを進め

ていただきたいという気持ちでいます。 

 

（支所長） 

 要援護者の関係で支所の取り組みを補足させていただきますと、ようやく全地区の名簿

が完成してお届けできますので、それを受けてちょうど考えていた時期で、今、お話があ
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ったから考えたのではなくて、春に新しい区長さんのもとに新しい体制ができますので、

要援護者の名簿を使った更新の方法だとか活用の方法だとか、地域での取り組みについて

の呼びかけだとか、そういう内容の説明会、研修会的なものを予定しています。今、日程

調整中ですので、集落の方にはぜひともご参加いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

（地元意見） 

 会下多目的研修センターというのは、我々は会下公民館と言わずに会下研修センターと

言っていまして、本名は会下多目的研修センターだと思っています。「緑の郷」とは全く違

うということでいいですね。 

 今のいろんな話の中に、ウグイ突きという話も出ていましたが、ウグイ突きについては、

国の歴史博物館にも展示されています。これは千葉県にありますし、２６年度には島根県

からも展示したいので貸してくれという要望も出てきています。非常に知名度が上がって

きて、今、非常に困っているのはその周辺の環境をまずは整備していかなければいけない

のではないのかと。来てみても、何だこれはというのではいけないので、昨年からシバザ

クラを植えたり、ごみ拾いをしてもらったり、いろいろ取り組んでいるのですが、なかな

かうまくいかないというか、非常に苦心しているところです。このことについての支援な

り助成を今後力強くやっていただきたいなと思います。 

 また大堤については、あんな大きな池があって、その周りを整備されていないというと

ころは、恐らく鳥取市の中にないではないかと思います。山のほうにあるとか、池がある

とかという、結構あるのですが、中心地にああいった状況の中で環境が整備されてないと

ころというのは逢坂だけではないかと思っています。とても自分たちだけというのではな

くて、市のほうで力いっぱい考えてもらって、逢坂の顔になるような環境にしていただき

たいと思います。 

 

（新市域振興監） 

 確かに私個人としても環境整備をしたいところです。どこのどういうことで進められる

か、検討しなければいけませんが、大堤のウグイ突き行事とかソフト的なことでしたら、

ソフト部分での施策を持ってくればいいのですが、今の話は環境整備の話だと思いますの

で、どこが当たるか、研究してみたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 例えば駐車場をつくってほしいとか、そういうことですか。あるいは休憩小屋みたいな

屋根のかかっているような上屋をつくってほしいとか、具体の中身がちょっとわかりにく

いのかな、実際のところ。 

 

（地元意見） 

 ウグイ突きも支援していただきたいし、周辺環境も本当によくないので、そこも何とか

しないといけない。昨年ようやくシバザクラを植えたのですが、それはほんの道沿いで、

そうではなくてもっときれいにするべきではないかということです。ウグイ突きは、それ
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はそれでまた支援をしていただきたいのは当然ですが。 

 

（竹内市長） 

 確かに大堤、そしてウグイ突きの関係は保存会も地元にありますし、これを支援してい

くというのは大変重要だと思います。注目されている地域の歴史ある取り組みで、亀井公

由来だということで理解していますので。 

 輝く中山間地域創出モデル事業を使ってシバザクラを２，０００本植えられたと。まだ

まだ第１歩だと思いますので、そういう環境整備の次の一歩はどうしたらいいのかと。私

がさっき申し上げましたように、周辺の一部に休憩できる施設だとか、駐車できる施設だ

とか、この池の解説の看板をつけたり、見に来られる方も多いと思いますので、ぜひそう

いった展開について地域の中で話し合ってもらいたい。その上で鳥取市としてどういった

支援ができるのか、さっきから何回も名前を出して恐縮ですが、担当の有力メンバーがい

ますので、ＣＳＴというコミュニティ支援チームもいるわけですし、ここで出たからには

何か方向づけをしたいなと私も思っています。保存会のメンバーを中心として６０人ぐら

いが参加してシバザクラを植えられたということからも、本当に地域挙げての取り組みが

感じられるわけですし、鳥取市内でも著名な場所に今なってきているわけですので、おっ

しゃるように環境整備を何かするというのは非常に重要だと思います。 

 それは１年で全部やることはないわけで、一つ一つ順次やっていくこともできるわけで

す。それから参加した人たちのある程度作業奉仕も含めて、それも水利組合の人だけでや

る必要はないのですよ。呼びかけて、気高町全体、あるいはこの３町の中でどうだろうか

と、亀井公由来ということも考えると、鹿野の人も協力してくれる人もあるかもしれない

し、いろいろ呼びかけてやれば、いろんなことができると思います。そういったことにつ

いて、支所にも考えてもらいたいし、本庁の中でも考えていきたいと思いますので、これ

は大事な問題提起として、検討課題にさせていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。地域の意見だということで位置づけて検討したいと思います。 

 

（支所長） 

 大堤という地域の宝を活用して、よく育てていく方向で歩み出したいと思います。 

 

（地元意見） 

 大堤については、逢坂地区のこのあたりから上のほとんど９９％と言ってもいいのでは

ないかと思うほどの水が、全て大堤に集まってきます。それで大雨のときは非常な水量に

なって、そのために大堤の入るところが、今既に崩れています。それから、出口も非常に

危険な状況になっています。これを水利組合で直せということになると、高額になって、

こんなのを水利組合で直すのかというちょっと不信感もあります。逢坂から流れてくる水

を引き取ってためているというのではなくて、逢坂から流れてくる水を全て受けています。

そういう状況ですので、市として何とか対策をしていただけないものかと思っています。 

 

（農林水産部長） 

 ため池の入り口、出口あたりの話です。昨年でしょうか、２４年度かもしれませんが、
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ため池のパトロールといいますか、点検をしていると思います。支所のほうから聞いてい

ますのが、もっと危険度の高いため池が鳥取市全体の中にありまして、直す優先度が低い

というのはちょっと聞いていますが、状況を私ども十分把握できていません。 

 

（地元意見） 

 去年からことしにかけて、一気に壊れています。多分去年見たときは、さほどでないと

いうことですが、現在見ますと、ダムのようにもう全部、壊れています。 

 

（農林水産部長） 

 わかりました。そのパトロール以降のお話だということですので、私ども農村整備課の

技術者もいます。現地を見させていただきながら、例えば国の事業も県の事業もあります

ので、どういう方法で修繕できるのか、どの程度までしたらいいのか、そしてどうしても

補助事業になりますと、地元の受益者負担も出てまいります。市の単独もありますが、こ

れも受益者負担というのがありますので、そのあたりも含めて、ご一緒にどういうふうに

対応していったらいいかというのを相談、協議させていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 それと関連して、大きな水路というより、大堤の上のほうは川と言ったらいい、逢坂で

いったら多分一番広い川だと思います。水利組合でその土砂の堆積や何かも全部取れとい

うのは、とてもできません。この間も気高町の担当者に聞いたのですが、大堤から上側で

も大堤の関係でないのかなということですが、さっきも言いますように、非常に大きな川

ですので、やっぱり市のほうで何とかきれいにしていただ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） 

 あわせて、その土砂の堆積も、ため池あたりのしゅんせつというのもありますし、川の

ところもあわせてどういうふうに対応すべきか、協議させていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 ここの近くで、多分県の建物だと思いますが、交番が空き家になっています。逢坂は農

業地帯ということで、この黒ぼこで農業をしたいという移住者が何軒か入ってこられてい

ますが、せっかくこっちで畑をされても、移住された方の住まいは瑞穂だということで、

本当は逢坂地区に人をふやしたいということがあります。それから、ここの前に農協がず

っと空き家になっていて、それは民間に活用しろといえばそれまでの話ですが、そういう

ことも含めて、この辺のことの環境と言ってはおかしいですが、そういうことも市のほう

で、我々と一緒に考えてもらないでしょうか。よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 まず、交番が空き家になっているという、駐在所でしたか、もともと警察官が住んでお

られた建物があるわけですね。まず調べて、ここは気高の警察署が所管していると思いま
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すので、ちょっと相談してみます。 

 農協の建物は鳥取市内でも方々で空き家状態になっているのです。いろんなケースがあ

って、何らかの形で市が活用するケースもありますが、本来は活用してほしいですよね。

地域の中でも、ＪＡ鳥取いなばのほうにいろんな声を上げていただくこともできようかと

は思います。何か使ってくださいと言っても、具体の計画がないと余り話が進展しません。 

 先ほどの「緑の郷」もそうですが、やはり有効活用して地域振興に結びつける、あるい

は自分たちでできなければ他の民間の方にでもやってもらって、何らかのプラスが生まれ

るようにする、そういうことを考えるべきだろうと思います。ほっておくのはそういった

施設を無駄にしているところもあるわけですので、有効活用しなければならないというの

はおっしゃるとおりだと思います。これはＪＡ鳥取いなばのほうとまた持ち出してみたい

なと思います。 

 

（支所長） 

 交番については情報を調べてみます。 

 

＜補足：地域振興課対応方針＞ 

山宮駐在所用地（鳥取市気高町山宮367-4）は鳥取市有地であり、鳥取県（県警本部刑

務部会計課）と賃貸借契約を締結している状況です。県警本部へ地域活性化施設としての

活用が可能か照会を行ったところ、活用方法によっては貸付・譲渡も検討したいとのこと

でした。 

今後は、地元と県警本部とを交えて活用について協議していきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 以前からずっと市庁舎の整備問題で、何かずっとごたごた言っていますが、結局これは

どうなるのですか。新しいのを建てて、全部を変わるということですか。なしにというこ

とですか。 

 

（庁舎整備局長） 

 この庁舎問題については、平成２１年、耐震診断を行い、庁舎についての方向性がいろ

いろ議論されてきました。それで、２４年５月、住民投票が行われまして、耐震改修、現

地でやるのかということで、数の上では耐震改修という方向性で来たのですが、議会の特

別委員会で住民投票の結果についての内容の審議、それから検証作業を行いまして、それ

で住民投票で行った２号案の耐震改修と出された案のままでは実現できないということで、

このたび再度執行部のほうで検討し直したところです。 

 そこで、最終的に出されています案ですが、耐震改修していくのがいいのか、それとも

新たに新築していくのがいいのかということについて、整備案の中で４つ上げさせていた

だきました。それは現在の駅南庁舎についてはそのまま有効利用するということと、それ

から庁舎整備についての機能についてこれを強化していく、それは災害の対策、その拠点

としての整備と、それから市民サービス、これは住民に直結したサービスですが、そうい

った窓口業務、こういったものを適正にやっていくにはどこでやったらいいのかというこ
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とを総合的に判断して、ここで整備案１から４まで上げていますが、市として現本庁舎は

庁舎としては活用しないと、そして新たな施設としまして７つの庁舎を整備して、駅南庁

舎はそのまま活用し、さらに防災等窓口の拠点を新たに市立病院跡地に整備していこうで

はないかということで、全体構想をこのたび提案させていただいたところです。 

 そこで、最終的に素案を取りまとめましたので、市民の皆さんにパブリックコメント、

市民政策コメントということでご意見をいただきまして、議会としてその案について今後

内容を検討いただいて、どの案がいいのか、いわゆる市が推し進めています整備案１とい

うことでやっています内容について、今現在、審議していただいているところです。この

結果については議会のほうで検討いただいて、最終的には市のほうで判断をして、事業に

取り組んでいくというところで、今現在は議会の中で審議をいただいているというのが実

態です。 

 

（地元意見） 

 それと、もう一つ気になっているのは、これはたしか入札か何かするのだと思いますが、

ずっとこの問題が出てから、１社さんと話をしているみたいで、ほかの業者とは競争など

はしていないわけですか。それだけ聞きたいのですが。 

 

（庁舎整備局長） 

 業者については、今まで、市が新築統合という計画を立てる段階では日本設計に業者委

託して積算をしました。それと、次のステップの段階で住民投票の２号案についての検証

作業、議会の特別委員会で２０億８，０００万円でできるのかということの検証作業にお

いても、結局手を挙げられたところが日本設計だったと、たまたま一緒になったわけであ

りまして、結果として一つの業者に限定して委託業務をやったということですが、議会が

公募をして選択したところです。 

 それともう一つ、議会が住民投票を行うときに、２号案について事前に検証したという

ことがあります。まず、議会のほうで提案するに当たって、２０億８，０００万円ででき

るかどうかということを、これは議会の決議を得まして選択したのですが、これは鳥取県

の建築事務所協会が手を挙げまして、そこに委託をして、２０億８，０００万円でできる

かどうかという検証作業をやったという経過もありますので、そのたびに各業者をプロポ

ーザルなり、入札なりで決定しています。 

 

（地元意見） 

 結局ほかに業者がなかったということですね、手を挙げたのが。 

 

（庁舎整備局長） 

 これについてはプロポーザルということで公募したのですが、手を挙げた業者が１社だ

ったということですので、こちらがその業者を指名したという形ではありません。 

 

（地元意見） 

 議会で承認されて、結局これでいくということですね。これ以上、もう住民投票はしな
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いということですね。 

 

（庁舎整備局長） 

 はい。今後は議会の中で、執行部が提案したこの全体構想の素案を審議いただいて、方

向性を決めるという形ですので、住民投票というものは今後行う予定はありません。 

 

（竹内市長） 

先ほど局長が説明したように、我々はずっと議会の取り組みを踏まえながら、住民投票

の結果とかそのほかの議会の検討結果などを踏まえながら、市のほうで再度検討するよう

にということになって、ボールが市のほうにありましたので、昨年の１月からの議論をさ

らに深めまして、１１月には全体構想を出しました。ＰＲをしているところで、きょうも

お配りしているのはそういう趣旨ですが、決定権が市議会のほうにありますので、市議会

の中で執行部が市議会に働きかける、説明をするなどを尽くして、決定をいただきたいと

思っています。いつまでも時間をかけているのは防災対策上も、市民サービス上も問題が

あると、財政的には市民の皆さんに負担をかけないで、合併特例債等を利用して、あるい

は既に用意できている公共施設整備の基金などを使って、新たな負担なく整備できる問題

ですので、鳥取市全体のまちづくりを進めていく上でも、この庁舎問題にはっきりとした

結論をまず議会に求めていきたいと、私は１２月市議会の中でも申し上げております。皆

さんのご意見も引き続きお聞きしながら、市議会の議員の皆さんに会われたときは、早く

結論を出しなさいと、皆さんからも言っていただきたいなと実は感じていますが、そうい

うことで議会での議論が促進できるように私自身努力していきたいと思っています。 

 長い時間かかって、皆さんにご心配、ご迷惑をおかけしていると思っています。また、

検討に時間ばかりではなく、費用もいろいろとかかってきているのも事実ですので、早く

結論を出して具体に事業が進むように、その場合には地元の企業に発注するということを

私は申し上げているわけですので、地元の経済や雇用にもつながるように、そしてまちづ

くりの新しい展開につながるようにこの事業を進めていきたいと思いますので、どうぞご

理解、ご支援をお願いしたいと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

 一言お礼を申し上げたいと思います。７時から始めまして１時間半の予定で行いました

逢坂地区での地域づくり懇談会ですが、皆さんにお出かけをいただき、地域の課題、そし

て関連してそのほかのご質問、いろいろと意見交換をさせていただきました。冒頭に申し

上げましたように、例えば「緑の郷」の話にしても、土砂災害等の避難場所等についても、

ある程度今お答えできることは申し上げたと思いますが、答えが最終的に、なるほど、そ

ういうふうにやるのだなというところまではいっていないと思います。いずれも地域の皆

さんが提起された問題を我々も受けとめて、一応の検討はしましたが、さらにこの答えに

あるように、皆さんと一緒になって「緑の郷」にしても、避難場所にしても、しっかりし

たものをつくっていかなければならない、方向づけをしなければならない状況であると思

います。引き続きご協力をいただきながら、必ず議論を絶やさないようにして、「緑の郷」

についても、まず取っかかりの検討の委員会というか、協議会というか、地域の皆さんが
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参加できる形の、地域の代表の方になろうかと思いますが、話し合いの場を立ち上げて進

めていきたいと思います。今、公共的につくられた施設を無駄に朽ち果てさせてはいけな

いわけで、細々とした利用だけではもったいないと思いますし、新たな利用の可能性につ

いて幅広く検討していくべきだということをまとめとして申し上げておきたいと思います。 

 以上をもちまして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。皆さん、

どうもありがとうございました。 


