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酒津地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２６年１月２８日（火） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 酒津地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２２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、大島都市整備部長、久野新市域振興監、河井教育委員間事務局次長、

植村林務水産課長、鈴木交通政策課長、綱田都市環境課長、谷口道路課長、

長谷川学校教育課参事、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 

（まちづくり協議会会長） ※スクリーンに基づき説明 

 酒津まちづくり協議会の概要につきましてご説明させていただきます。 

酒津まちづくり協議会は４つの部会を設けて、それぞれの目的に沿って活動を展開して

います。１つが防災防犯部会ということで、安全・安心なまちづくりを推進していこうと

取組んでいます。 

２つ目は生活環境部会で、地域を住みよい綺麗な町にしていこうと花壇の手入れや生活

環境の整備、清掃作業などに取組んでいます。 

また、教育文化部会では、地域の歴史・伝統文化を継承していくということで、今月は

酒津のとんどさんという、国の重要無形民俗文化財という行事も行われていますが、この

ような地域文化をしっかりと継承し、また発展させていこうという取組みです。 

４つ目は健康福祉部会です。当地区もやはり高齢化が進んでいますが、健康で楽しく皆

が仲良く地域づくりをしていこうということで取組んでいます。 

それぞれの部会の具体的な取組みについてご紹介させていただきます。酒津地区は三方

を山に囲まれて、前が海ですので、東日本の大震災以来、やはり津波などには非常に地域

の方の関心もあります。また急傾斜を抱えた地域でもありますので、そういった災害に対

しても非常に敏感な地域です。災害に対して、自ら取組んでいこうということで、まちづ

くり協議会で昨年１２月８日、防災訓練を初めて実施させていただきました。対策本部を

設置しまして、各組から代表の方に集まっていただいて、避難するというかたちで行いま

した。私たちの活動は、よく言われます自助、共助、公助という取組みの中でも、自助ま

たは共助の部分で、どうやって連携を取っていくかという取組みの１つです。地域の第５
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分団の消防団の皆さまにも協力をいただきながら、全地区民が一斉に村の放送の後に、具

体的に避難をしていくというようなシミュレーションで行動していきました。終了後、課

題をいろいろと確認しましたが、各組によって参加者が少ないところや全所帯対象で取組

んだところがありました。やはりこれは具体的に、実際こうなった場合はこうなるんだ、

どういうふうに逃げるんだというようなシミュレーションも加えながら、現実的な避難を

考えていかないといけないかなというようなことも出ておりました。これは継続して、忘

れないように毎年取組んでいこうかなというところです。 

住みよい綺麗なまちづくりでは、酒津から宝木に向かう通学路周辺、坂の周辺の草刈り

や公園の清掃を行っています。このまちづくり協議会では西の公園を芝生化するというこ

とで、初年度に取組みを行いましたが、今年度はここからすぐ近くの東の公園も芝生化し

ていこうということで、皆で取組んで植付けをしたところです。 

地域の歴史・伝統文化を継承していこうということで、村の中に幾つか石碑や灯篭、い

ろんな石造物もあって、そこにはいろんな歴史が集まっていますが、全然知らない方もあ

り、特に子どもは全く知らないという状況だと思います。こういったものに対して、過去

にこのような偉い人が村の中に居たんだというようなことを説明した解説板の設置にも取

組みました。 

また、これも長年取組んでいる行事ですが、岸壁に絵を描こうということで、小学生を

中心に、保護者と一緒になってペンキで岸壁に絵を描く取組みを継続しています。 

中山間地域との交流では、平成２４年度に佐治地域と交流しまして、お互いに行き来し

ています。佐治の方に出かけて佐治谷話を聞いたり、酒津からはしめ鯖作りに取組んでい

ますし、今年は神戸地区と交流を行ったところです。 

健康で楽しく暮らせる地域づくりということで、近日中にも開催予定ですが、生活習慣

病の講演会の開催やニュースポーツの体験を通して、健康な生活、まちづくりを推進して

いこうと取組んでいます。 

効果の１つとして、防災訓練を初めて行いましたが、地域の方にも、安全安心に対する

意識が向上したんじゃないかなと思います。皆で助け合いながら取組んでいくことで人的

な交流が深まり、地域に対する愛着も育まれていくんじゃないかなと期待しているところ

です。スポーツも含めたいろんな活動やこの協働のまちづくり事業を通して、健康で明る

いまちづくりをやっていこうという意識を涵養していく効果が深まっているんじゃないか

なと思います。 

課題としては、やはり若い方の参加がどうしても少ないという部分があります。また、

防災訓練等も実施していますが、現実に避難場所がありません。例えば、津波が来たとき

にどこに逃げるかというと、宝木小学校だったりするわけです。その辺のハード面の問題

をどうクリアしていくかということが課題です。鳥取市の行政の力も公助の部分としてお

願いしたいと思います。 

特に今回の防災訓練は津波ではなくて、土砂災害を想定した避難訓練ということでさせ

ていただきましたが、今後は津波が来た場合にどうやって逃げるのかということもシミュ

レーションしながらやっていきたいと思います。そのためには、やはりまちづくり協議会

だけでは難しい部分もありますので、行政のお力、あるいはご助言等もいただきながら今

後は進めていかないといけないなと思っています。 
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それから、ご多分に漏れず少子化ということで、伝統のとんど行事も大変苦労していま

す。小学生が中心の行事ですが、最近は中学生の応援をいただきながら事業を継続してい

るような状況です。今、１６０世帯程度の数になっていますが、以前は２２０、２３０世

帯あった時期があります。その空き家対策も含めて、この地域がどういうふうに近隣と密

着しながら、お互いに助け合いながら進めていけるか。これは１村だけの努力ではどうに

もならない部分も結構あります。定住対策、少子化対策も含めて、そういった課題にも取

組みながら、若い人が、本当に住んで良かったと言えるような、またずっと住みたいと思

っていただけるような地域にしていかないといけないなと思っているところです。 

まだまだ効果についても課題についてもたくさんあるかと思いますが、この協働のまち

づくり事業を通して、しっかりと地域の一体感というものを作りながら今後も取組んでい

きないなと思っています。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 酒津トンネル東側の市道改良について 

＜地域課題＞ 

酒津トンネル東市道 

⇒海が荒れたとき、波が市道に打ち上げられ、交通事故の恐れがあるため波が市道に

上がらないように部分改良をお願いしたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

市道宝木酒津水尻線の酒津トンネル東側は、海岸線を通る市道です。市道に上がらない

ようにする対策は、費用対効果の観点などから、対応は困難だと思われます。 

海が荒れ、波が市道に打ち上げられた時は、酒津交差点の改良を平成２２年６月２６日

に完了しておりますので、通行が危険だと判断された時には、そちらの交差点の利用をお

願いします。 

 

（道路課長） 

 酒ノ津トンネルの東側というのは、市道

宝木酒津水尻線と呼んでいます。ここに奥

沢見川の出口がありますが、この西側と東

側が海岸線に沿った市道ということで、波

の高いときに波しぶきが上がってきて危険

だということでのご要望だと思います。こ

の波しぶきを解消しようとすれば、対策と

しては海の方に消波ブロックを設置すると

か、波返しがあるパラペットを設置するというようなことが考えられます。しかし、いず

れも多額の費用が掛かるということと、併せてこういう構造物を海岸線に作るには、他の

海岸線への影響や、景観のことも考えますと対応は現在困難であると考えているところで

す。 
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海が荒れて、波が市道にかかって通行が

危険だと思われるときには、平成２２年に

酒ノ津トンネルの西側の交差点を改良して

いまして、乗り入れの安全性も高まってい

るところです。少し遠回りにはなりますが、

こちらを使っていただいて鳥取方面である

とか、あるいは水尻方面ですと母木坂線や

水尻ビーチのあたりの市道を使っていただ

いて、水尻の方に入っていただくようなこ

とをお願いしたいと思います。 

当面の安全対策としては、波しぶき注意という看板を設置して注意喚起を図っていきた

いと思います。状況を見ながら安全に通行していただきたいと思いますし、様子を見なが

ら本当に通行止めが必要な状況が確認されるようであれば、通行止めができるような措置

についても検討をしていきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 市道改良の関係で、バイパスを鳥取方面から帰ってきたときに水尻を通過せずにそのま

ま宝木方面に向かって右折をするというのは非常に危険なようですが。 

 

（地区会長） 

 あそこは右折禁止になっている。道交法にひっかかる。 

 

（地元意見） 

 この回答の文言を読むと、そこで帰ってこいみたいなことが書いてありますが、非常に

危険ですし、正直言いまして、物理的に難しいような気がします。 

 

（地区会長） 

あそこは２車線のときから、トンネルが近いからということで右折禁止なんです。今は

改良されて中央分離帯みたいに境界がありますので、なおさら物理的に右折はできません。 

 

（道路課長） 

 確かにここは右折できないということですが、どのぐらいの頻度で海が荒れてここが通

れなくなるかということがあります。本当にどうしても通れないということであれば、一

度宝木の方に回っていただいて、Ｕターンしていただくという方法もあろうかと思います

ので、その辺は判断していただきたいと思います。 

 

（地区会長） 

 そういう状況になったときに誰がそれを指示するんですか。９号線まで出て、この道は

今通れませんよと。バイパスを真っ直ぐ行って、宝木の方からＵターンをして西の入口か

ら入ってくださいという指示は誰がするんですか。朝であろうと夜中だろうと、なったと
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きには区長の私がするんですか。 

 

（竹内市長） 

 交通の問題は警察にやってもらわないと。 

 

（道路課長） 

 道路が通れないという状況であれば、我々もバリケードなどの通行止めの措置はやって

います。 

 

（竹内市長） 

 そのときは必ず警察などに連絡をとって。 

 

（道路課長） 

 通行止めになるときには、当然警察とも連携しますし、例えば、区長さんなどにも連絡

します。 

 

（地区会長） 

 朝７時半や、夜の７時、８時頃までにそういう状況が現実に現れれば、対応できる可能

性はあります。しかし、商人さんなど朝２時や３時に起きて出られる方、帰ってこられる

方たちに、現場に来てからＵターンしてグルッと回って帰りなさいというときは、もう自

己判断に任せないといけないということですよね。 

 

（道路課長） 

 そういうことになります。すべてに対応できる整備というのはなかなか難しいので、周

囲を確認していただきながら判断していただくということになると思います。 

 

（地区会長） 

 分かったような、分らんような、対応がいいような、悪いような感じですが、それしか

方法がないですか。 

 

（竹内市長） 

 元々の議論は東側の波しぶきで通行が危険になる場合があるということですが、私が聞

いたところでは、年に３、４回は、上がった砂をさらえたりする必要があるということか

ら見ると、回数的には年３、４回ぐらいのことなのかなと。その３、４回が多いと見るか

少ないと見るかは人によりますが、そういうときは砂も含んだ海水を被っていますから、

やはり避けてもらった方が安全だと思います。事故につながりかねませんし、恐らくヒヤ

ッとされるでしょう。相当波浪が激しくて、ここは危ないというような場合には、市道の

管理者は市ですから市の道路パトロールでも出して、通行止めをするということも考えら

れます。そうなったときは、その路線に入る入口のあたりで、これから先通行止めになり

ますというようなことになるわけです。直ちにここを波が被らないようにするという方策
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は、その実施がなかなか困難だということを判断していますので、やはり危険なときはそ

この通行を避けていただくようにお願いしたい。ご希望の気持ちはよく分かりますが、今

のところそのようなことで考えています。 

実際にこの道路はもう何十年も使われてきて、今に始まったことではないと思われます

が、実際に重大な支障が起きるようであれば再度考えなくちゃいけないと思います。自然

は人知を超える場合もあります。津波なんかいい例ですが、対策と言ってもそれが不十分

で、東日本大震災でも高い防潮堤を建てたらそれを超えてどんどんきて、かえって安心し

ていたのが仇になったというような話もあります。そういう意味ではやっぱり自然にあま

り逆らわないで、危険なときは身を守る方向で行動してほしいと思います。地域の中で具

体的にこうしてもらえたらいいなというのがあればまた考えていきたいと思います。 

 

（地区会長） 

 波返しみたいなものをつけていただければいいだろうと思って要望を出しました。そう

すると、コスト的に採算が合わないとかいったような答えで返ってきた感じです。 

 

（竹内市長） 

 公共事業ですから、儲け仕事でもなんでもないので、採算ということはないんです。し

かし、現状から見てどういうふうに対処したらいいかを市として全体的に考えてみて判断

をしたところです。今後、状況によって、また検討していくことは十分あると思います。 

 

（地区会長） 

 私の書き方が悪かったのかも分かりませんが、ここじゃないんです。荒れたときには、

波が伝ってトンネルを出た近辺が特に多い。前が開けているところは上がらないんです。

トンネルの出たほんの３、４０ｍの間隔です。岬みたいに島が出ていますが、それに当た

って、大きい波になるわけです。だから、全体をしてくれというわけじゃないんです。ト

ンネルを出たところの１０ｍか２０ｍ程に波返しをつけていただければ、確率が非常に下

がるという意味です。 

 

（竹内市長） 

 具体的なお話がさらに分かりましたので、どういう方法が具体的にあるのか。最初にお

話を聞いたときの検討結果と、さらに検討の余地があるかどうかはちゃんと確認して、ま

た最終報告をこちらの議事録とともに出しますので、そういう段階で答えを書かせてもら

いたいと思います。 

 

（地区会長） 

 費用がかかることは分かりますが、よろしくお願いします。 

 

＜補足：道路課対応方針＞ 

波返し擁壁を設置する場合、背面土圧との関係より、道路縦断も上げる必要が生じ、ト

ンネルとの取り合いが困難なため、設置ができません。施工の方法としては、四方を囲い
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込むＢＯＸ工法が考えられますが高額となるため、設置困難です。 

※ＢＯＸ工法での概算工事費  

１ｍあたり、４００万円 ２０ｍ×４００万円＝８，０００万円 

 

２ 地区内避難施設の設置について 

＜地域課題＞ 

現在、地区内では公の避難場所がなく、宝木小学校が指定されているが、宝木小学校ま

では約１．７ｋｍも距離がある。 

 地区内は土砂災害のおそれがあるが、現在は急傾斜など改良され、避難場所も設置でき

る環境があると思われる。現在の地区公民館の耐震などを検査し、避難場所として指定し

てはどうか。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【防災調整監】 

 酒津地区については、平成２３年度に地域防災計画を見直し、酒津漁村センター（酒津

地区公民館）を避難所として利用する施設に指定しています。 

 また酒津漁村センター（酒津地区公民館）の標高は３．５ｍであり、避難所としての適

用性や災害想定等については、平成２４年の市報１月号とともに総合防災マップを全戸配

布しておりますので、ご確認ください。 

 なお、地区内においても、避難訓練の実施や平成２０年度に作成された地区防災マップ

を見直すことなどを通して、具体的な避難場所や避難経路を地域で考えていただくことが

重要です。地域の防災の取組みについては、地区の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。 

  

【企画推進部】 

 酒津地区公民館につきましては、平成２

４年度に耐震診断を行った結果、現在適用

されている耐震基準を満たしており、耐震

補強工事は必要ないこととなりました。 

 なお、施設の老朽化による修繕等につい

ては、適宜対応していきます。 

 

（防災調整監） 

 酒津地内につきましては、平成２３年度

に地域防災計画を見直しまして、この酒津地区公民館、酒津漁村センターを避難所として

利用する施設に指定しています。また、避難所の適用や災害想定等につきましては総合防

災マップを各戸にお配りしています。平成２４年の市報１月号と併せて全戸配布していま

すので、ご家庭に帰られてもう一度確認していただけたらと思います。また、昨年は防災

ハンドブックもお配りしていますので、今一度見ていただいて防災に活用していただけれ

ばありがたいと思います。 
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（企画推進部長） 

 この公民館につきましては、平成２４年度に耐震診断を行いました。結論から言います

と耐震診断の結果は良好で、別に補強しなきゃいけないということではないということで

す。この建物は、昭和５３年の建築ということですが、鉄筋コンクリート造り２階建とい

うことで頑丈な建物にできているようです。ＩＳ値というものがあり、０．６を下回ると

危険で、耐震補強をしなきゃいけないということですが、その値が０．８１で大丈夫だと

いう結果が出ています。 

 

（地元意見） 

 避難施設にこの地区公民館が指定されたということが書いてありますが、これは前々か

らずっと出ている話です。宝木小学校が避難場所に指定されているが、宝木の小学校まで

どうやっていくのかという話になっていて、これがなかなか進んでいなかったんです。未

だに地区公民館が避難場所に指定されている認識が私にはないんですが、間違いなくそう

なっていますか、資料も何も含めて。 

 

（防災調整監） 

 はい。間違いなくなっています。手元に防災マップを持ってきていますので、実際に見

ていただいて確認をとっていただけたらと思います。お配りの資料には付けてないんです

が、各戸に平成２４年末から今年の１月にかけて配らせていただきました。 

 

（地区会長） 

 確かに今見たら防災マップにはっきりと書いてあります。平成２３年度の１０月か１１

月頃に、市長さんも交えてこの懇談会をしたんですが、私が質問したその時点では、そう

いう結果が分かってなかったんです。それで、今年度これをお聞きしたいということで課

題として出したところ、危機管理課さんから地区公民館には連絡していますという返事が

あったようです。私は直接聞いていませんが、公民館にそういう連絡をしていますという

返事があったんです。こういうことを要望するのは区として要望しているのに、なぜ、地

区公民館にその回答があって、地区の代表者にその回答がないかということもお聞きした

い。地区の代表者というのは公民館ではなく区長ですよね。その辺の連絡のやり方もおか

しいのではないかと思うんですが、それについてのご意見をお願いします。 

 

（協働推進課長） 

 今のお尋ねは、公民館が避難所の指定ということではなくて、耐震結果ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

（地区会長） 

 避難所としてここは指定されてないから、していただけませんか、再検討いただけませ

んかということを今回要望したわけです。そうすると、防災マップを平成２４年１月にお

配りしていて、耐震などについてはどうですかと聞いたら、耐震については大丈夫ですと
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いうことを公民館には連絡しましたということをお聞きしたわけです。地区要望として地

区で出していて、公民館が出したわけではないんです。その返事が、なぜ公民館の方にい

って、地区要望を出した私の方には来ないのかという連絡のやり方に疑問を持っているん

です。旧市は地区公民館に連絡しておけば、地区の区長さんや世話役の方に連絡がとれる

ような体制になっているのでしょうが、旧町村は以前から言っていますように、組織的な

体制が違うんです。旧郡部を旧市と同じように考えた体制をとってもらうと困ります。こ

れまでも言っていますが、未だに改まってないということはどういうことでしょうかとい

うことです。 

 

（協働推進課長） 

 公民館の耐震診断の結果についてですが、多少行き違いになって受け止められてしまっ

た観があります。公民館の耐震診断の結果につきましては、２回ほど口頭でお伝えしてい

ます。まず、西地区の公民館長さんが集まられる機会がありましたので、その場で、今後

どうするかは決まっていませんが、何処どこの公民館の耐震補強が必要ですというような

ことは、口頭でお伝えしてきています。それは昨年の夏と秋頃です。耐震補強の必要がな

かった地区公民館さんが、酒津を含めてこの西地域で４館ほどありまして、その後改めて、

その公民館さんに公民館の係からメールでそのことを送らせていただいています。たぶん

その時期がちょうど１１月の下旬頃だったと思います。それが、この地域づくり懇談会の

地域課題を出していただく時期とちょうど前後していたと思います。それで、その地域課

題の回答のために公民館さんの方にお伝えしたのではなくて、ちょっと遅れてしまったん

ですが、耐震補強の必要のない公民館さんにも必要がなかったということを公民館の係の

業務としてお伝えをさせていただいたというのが実情です。たまたま時期が前後してそう

いう状況になってしまったことと併せて、地区会長さんにもきちんとお伝えできていなか

った部分については、この場を借りてお詫び申し上げます。 

 

（地区会長） 

 他の面でもそういうことがあります。何でも地区公民館に話をしておけば、区長さんや

責任者に通るというお考えにならないようにお願いいたします。 

 

（支所長） 

 支所も含めて情報の的確な伝達に気をつけたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 

（地元意見） 

 こちらの防災マップを見させていただくと、酒津地区が茶色く塗ってあります。土砂災

害についてはこの公民館に避難しなさいということだと思いますが、津波に対しての色塗

りが全くないんです。津波が起きた場合にはどこに避難したらいいんですか。この公民館

でいいんでしょうか。どのように考えておられますか。 

 

（防災調整監） 
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 防災マップの４６番の解説を見ていただいたら、そこに洪水や土砂災害などいろんな災

害表示をしていると思います。津波予測もこの時点ではしていまして、今のところ津波に

ついて、ここは大丈夫だといいますが、なにぶんにもこの高さです。津波については、Ｊ

アラートが鳴ったらとにかく早く高いところに逃げていただくというのがまず一番です。

そのときには、今の耐震結果が出ていませんでしたので、不適切とまではいきませんが、

その時点での地震についての評価はあまり好ましい状態ではないと表示をしています。今

は耐震結果が出ましたので地震については大丈夫だということになります。ただ、土砂災

害はある程度雨が降ってくるという状態があります。今、鳥取県内を含めて気象庁なり鳥

取県が降雨量の予測や土砂災害の予測をできるようになっています。気象台にもホームペ

ージがあります。この間の吉成の大路川でもそうですが、降雨につきましては、事前にこ

ちらは予測ができます。危機管理課では、警報が出ますと２４時間体制で職員が待機して、

警報関係もずっと確認をとっています。そういう意味では土砂災害については事前に逃げ

てくださいということをお知らせして、避難所を設置します。そういう事前に設置する場

合はできる限り、できればここよりも安全な場所、例えば小学校の方に避難所を設置して、

そちらの方に逃げていただくというような安全側の方に立って警報や避難指示をやってい

こうと思います。また土砂災害については、ある程度時間がありますので災害予測はでき

るものだと思っています。 

 

（地元意見） 

 酒津は、全体に土砂災害避難地域などの色が塗ってありました。それで、ここに避難場

所ができないということで、去年も同じような話をしたような気がします。そのときは、

土砂災害では全体が避難地域になるので、やっぱり宝木の小学校にという話だったんです。

だけど、逃げる道も避難地域になっているのに、どうするのかという話でごちゃごちゃし

ていましたが、防災マップを見るともう決まっていますよということです。我々は認識し

てなかったので、どういうかたちで、いつの間にどういう格好になっていたのかがすごく

疑問です。酒津全体がとにかく色がべったり塗ってあって、土砂災害の避難地域になって

いますので、その辺のところをどういう具合に整理をしたらいいのか。 

 

（防災調整監） 

 土砂災害の場合は、気象台や県の方で降雨の関係を、土砂災害警報は気象庁の方から出

してきます。ですから、雨だと警報を出すのに少し時間的余裕があります。職員が２４時

間体制でそういう警報値などを全て見張っていますので、できる限り早く、その警報で避

難勧告とか避難指示を出すように時間を持っていたします。そのときは、ある程度時間の

余裕がありますので、学校の方に避難所を開設しまして、そちらの方に逃げていただく段

取りを市でさせていただきます。１時間、２時間というようなことではありません。今回

吉成でも、２時間、３時間の余裕を持って警報を出して、皆さんに周知報告を図っていま

す。吉成の場合は、１万５，０００人が対象でしたが、ここは吉成とは違って連絡網がよ

いと思っていますので、各戸に呼びかけたりして、土砂災害が実際に起こりそうだと分か

れば、早い時点で今のように学校の方に逃げていただく段取りをさせていただきます。そ

ういう意味で、学校の方に逃げていただく段取りをするということです。 
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（地元意見） 

 それはいいですよ。これは言葉だけの話でちょっと変なやり取りになりますが、逃げる

道が避難地域にかかっていたので、その行ってはいけない道を通って宝木に行かないとい

けないというような理屈になっています。だから、道路に問題ないのであれば、別に土砂

災害避難地域にする必要はないので、色を塗る必要もないんですが、色が塗ってあるとこ

ろを通れという話になっているから、それはちょっと矛盾があるなというだけの話です。 

 

（地元意見） 

 先日、石がごろごろ落ちてきて崩れたんです。ここを塞いだら、宝木の方への行き場が

ありません。こういう場合はどうするかということも考えていただかないと。金網を張る

のか、削るのか。ここを逃げて宝木小学校へ行ってくださいと言われても、肝心なここが

崩れたら、どうされるかということです。その辺のことを考えていただかないと。 

 

（竹内市長） 

 災害時の対応については、我々も万全を期して、あらかじめ警告的なことで、避難準備

のお願いもやりますし、また地域の方でも消防団の皆さんも監視をして回って、この辺は

ちょっともう危なそうだと、通りにくいとか、通ると危険だとか、いろんな判断も鳥取市

消防団で全体的に集約もできます。いろいろと方法はあろうと思います。なければ、それ

こそ困りますので、この色塗りというのは、一応こういうところは危険性があるというこ

とで書いてありますが、色を塗っているところ全部が危険だと確定しているわけではなく

て、危険の可能性が高いということです。だけど、普段は十分通行していますので、あま

り土砂災害の危険が迫ってくるようであれば警戒しなければいけないという意味であって、

ただちに危険だということでもないところがあるんです。警戒区域の指定ですから。この

状況を見ながら早め早めの判断で避難するのが、必ず必要なことだと思います。そのため

に、避難訓練などを地域でもされるのは、我々も奨励しています。現に、まちづくり協議

会でももっとやっていこうとしておられます。色が塗ってあるから危険だなんて言ったら、

自分らが危険なところに住んでいるということとイコールでして、住むこと自体それじゃ

危険なのかというと、そんなことはありません。一定の悪い条件が重なると危険性が高ま

りますよ、警戒してくださいよということだから、そういうことでの判断対応が求められ

ます。 

地区公民館の避難場所の指定がどうも十分に地域の中に知られてなかったようだとい

うことを今感じました。もちろん、公の総合防災マップで明らかにしていますし、その前

に鳥取市としては地域防災計画を見直しました。東日本大震災が起こったのは平成２３年

３月で、平成２２年度の終わり頃でしたので、我々も見直ししてこちらには指定していま

す。だから、避難場所の身近なところとしてはここがあって、恐らくこういう鉄筋コンク

リートで耐震性もある避難場所ですので、第一次的にここがいいし、避難場所とお考えい

ただくのが一番だと思います。その上で、さらに情報によっては、避難場所として、今、

宝木小学校が例に挙がっていますが、宝木小学校に限らなくても、これから大きな災害が

起こる恐れがあるときは、一番近隣の安全な場所に移動するということを考えていかなく
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ちゃいけないと思います。 

津波の話も出ていましたが、こちらは標高が３．５ｍぐらいあるようです。２階建てと

なると、かなり高いんですが、それでも心配になるような大きな地震であれば、山の方を

通ってもっと高い９号線の方に出ていく方がさらに安全であろうと思います。その辺はや

っぱりそのときの災害に応じた判断でいくしかありません。危機管理課に防災コーディネ

ーターという人がおりまして、地域の中で今、どうしたらいいだろうかというご相談やこ

ちらの防災訓練のときなど、いろんなことのお話を具体的にさせていただけると思います。 

今日の時点になってしまって、甚だ恐縮ですが、地域課題として出されたことに対して、

避難場所としてこの場所に耐震性があるという点、それから防災のマップなどで避難場所

に指定されているという点を、改めてこの機会にお知らせしたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

（防災調整監） 

 平成２４年１０月に、実は災害対策基本法の見直しがかけられまして、避難所につきま

しても、基準が国の方からこの平成２５年９月に示されています。それで、従来指定して

いました避難所について、もう一度、適正なのかどうかこれから見直しをかける作業を行

います。 

 

（地区会長） 

 急傾斜地が県や国の補助でだいぶん整備されてきています。防災マップに書いてある土

砂の崩れる範囲は整備前の予測です。これが決められた当時は、上の道路がつくまでの山

を想定して作られた災害の予定です。今、バイパスの道路ができまして、山の形態も変わ

っていますので、もう一度、そういったところを再検査していただけないかということを

私、以前に言ったことがあるんですが、再検査されるお考えはありませんか。 

 

（防災調整監） 

 急傾斜地は市が指定するものではなく、県から情報をいただいて、市がそれについて、

書いていくということです。何度かは増やしたり減らしたりされていますので、まだ県の

方の情報をしっかり捉まえていないですが、マップの作り直しをする際には、きちっとし

たかたちで県の方とお話をしていきたいと思います。ただ、県の権限でやっておられます

ので、今、私がこれを見直すとか、見直さないというはっきりしたことをお答えすること

はできないということです。 

 

（竹内市長） 

 会長も要望しているんだから、働きかけたら。 

 

（防災調整監） 

 市長から見直しについて、働きかけをということですので、都市整備部の管轄の部局も

ありますので、そちらの方を通しながら私からもお話をさせてもらおうと思います。 
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（地区会長） 

 一昨年の１月に防災マップを気高、宝木で配布されたと書いてありますが、一昨年に出

たのは、鳥取市全域で集落の目に見えないような地図は記憶がありますし、現在、私も持

っています。申し訳ないですが、これ自体を見たのは今日が初めてです。どういう経由で

酒津と宝木に配布されましたか。 

 

（支所長） 

 このマップは、確かに年末から１月にかけてお配りしました。こちらで説明会をしたと

きも、これの元を使って説明させていただきました。 

 

（地元意見） 

 あのときは、大きい鳥取市全域のマップだった。 

 

（支所長） 

 お配りしたものの元を使って説明させていただきました。これは確かに全戸に配布させ

ていただきました。それで、区長協議会の総会のときにもお配りして、話はさせていただ

きました。これは確かですので、よろしくお願いします。 

 この地域の防災については、総合支所が担当していますので、皆さんが地域で、防災訓

練等をされるときはぜひとも私共も関わらせていただいて、情報伝達の方法だとか、皆さ

んとの協働の方法だとか、確かめたいと思います。地域振興課に一言言っていただければ、

いろいろ私共も汗をかかせていただきますのでよろしくお願いします。 

 

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） 

 ジオパークの範囲が拡大されるというお話がありましたが、酒津の西の岬と言うか、港

山と言うんですが、その下が崩れてしまっています。これは市の方でなんとかしてもらえ

るものですか、それとも地区の者が努力してというようなことになるんでしょうか。二次

災害ということがありますので、素人が手を出していいものかどうかという点もあります

し。 

 

（地区会長） 

 以前に言いましたが、４、５年前の大雨のときに西の降りたところの土砂崩れです。 

 

（地元意見） 

 何年も経ちますので、ご検討いただきたいと思います。 

 

（産業建設課長） 

 船磯でも似たようなところがあって、要望があったんですが、近くに畑や道路、それか

ら漁港施設があるというようなところではないので、今のところはそういうものを直す制

度がないんじゃないかなと思います。 
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（地区会長） 

 災害費用で直す。 

 

（地元意見） 

 ジオパークとなれば景観でしょう、景観が悪くなる。 

 

（産業建設課長） 

 確かに景観は悪いですが、一般の方が通るということもありませんし、なかなかそうい

う事業もないのかなということで。 

 

（地区会長） 

 あれは、市の関係ですか。国の関係だとあのとき聞きましたが。 

 

（産業建設課長） 

 あの辺は確か漁港区域ですから、市の管轄になると思います。ただ、用地が国なのか、

個人なのかは調べていませんが。 

 

（地区会長） 

 根がついたまま、立木がポンと折れて倒れています。春になるとそれに芽が出ます。だ

から通るのに邪魔になるので切ってしまってもいいですか。 

 

（産業建設課長） 

 切るのはいいと思います。 

 

（地区会長） 

 こっちが切らないといけませんか。 

 

（産業建設課長） 

 お手伝いします。 

 

（支所長） 

ジオですから自然の移り変わりというのは仕方ない部分がありますが。 

 

（地元意見） 

 鳥取県の海岸は、浦富みたいな岸壁の海岸、鳥取砂丘のような砂浜の海岸、赤崎の鳴り

砂浜のように礫の海岸と３種類あって、それがこの地区には凝縮されてすべてあります。

非常にコンパクトにその自然地形があるという典型的な区域でして、これを西因幡のエリ

ア拡大地域の売りにしたいなと思っています。 

先日の日曜日も、気高町内のジオスポット巡りの案内をさせていただきました。マツカ
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ゲ山という山も白兎円礫層と言って非常に特異な地質を持つ地層があって、非常に地形的

にいい場所です。今は漁港になっていますが、以前は砂浜の海水浴場で鳴り砂の浜でもあ

りました。そういった地域資源をもう少し大事にしていただいて、ジオパークという側面

で売り出していきたいと思っています。先程の件も、行政のご支援がいただければ、非常

に心強いなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 岩戸の方でも、岩戸の港の海に近くて崖みたいなところで、松の木がガーンと傾いてき

て、それこそ倒木するぐらいの感じになっていて、なんとかなりませんかという話もあり

ます。当面は鹿野城跡の松みたいに、アンカーを落としてワイヤーでぐっと引っ張るとい

うようなことぐらいはやらないといけないかな、倒れてしまって、岩みたいなところが大

きく崩落するようなことになってもいけないと思ったりもして、岩戸漁港に行ったときに

話したことがあります。 

現在の酒津でのご指摘の場所は、私も現場を見ていないのですが、ジオパークという観

点からこのままにしておけないなと、危険性があるだとか、あるいは景観上なんとかしな

いといけないじゃないかというようなことであれば、やっぱり鳥取市でそういう事業でも

興してやっていく、修復をしていく。ただ自然現象で起きたのは、ジオパーク自身が自然

の摂理でいろいろ出来たものですから、それも自然の姿だと言ってしまえば、ほっといて

も、それがジオパークなんだということで済むかもしれません。しかし、人間が指定した

ジオパークですし、みんなが観賞したり、楽しんだり、学習したり、そういうことがジオ

パークなので、自然のままにしとけばジオパークだということで済まされないことがある

と思います。 

今、お話のあったように土砂崩れそのものが、直接、人家や田畑に危害を及ぼすという

場合なら、災害復旧的な事業というのは有り得ますが、要素がないと、災害復旧というこ

とに当たらないということになります。それは自然の変化だ、みたいなことになって、お

金をつぎ込んじゃおれないというような判断に、国県市町村が陥ります。ジオパークとい

うエリアに指定されて、それがそのままにしておけないようなものであるということにな

れば、やっぱりなんか手を打たなきゃいけないという気持ちでいますし、他にもいろんな

類似の案件が出てくるんだと思います。ただ、それをどのようなかたちでするかというと、

今、制度がないんです。だから新たに制度を作って行うような場合に、例えば、国の支援

を要請するとか、そういうようなことを経て、事業としてはやっていくようになると思い

ます。ただ、緊急に必要で、大した費用も掛からないというようなことであれば、市で取

組んで措置することもできると思います。支所の方でも研究して、またお互いに相談して

みましょう。現場を見て、また内部で議論してみたいと思います。 

 

＜補足：産業建設課対応方針＞ 

 崩落地は個人用地ですが、一部保安林指定されており、鳥取県に治山事業での対応がで

きないか確認しましたが、保安林区域は一部であり、また保全等の緊急性も無いので対応

困難であると回答がありました。 

なお崩落地周辺には市道・農業施設・漁港施設・住宅等の建物もないので、災害復旧事
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業に該当しません。また、崩落地付近の海岸は一部釣り人が通ることはありますが、一般

の方はほとんど通ることはなく緊急性や費用対効果の事を考えると、ジオパーク認定区域

内とはいえ景観が悪いというだけで構造物等による復旧は鳥取市としても出来ません。 

 

（地元意見） 

 新聞情報ですが、地震が日本海で発生した場合は、６ｍ５０ｃｍくらいの津波が発生す

るんじゃないかということですが、市の方としてはどれくらいという数字を持っていらっ

しゃるんでしょうか、お聞きしたいです。 

 

（防災調整監） 

 防災マップに色がついています。だいたい緑色ですから、１ｍから多いところで３ｍ未

満というような色になっています。東側の浜のところで一部５ｍ程度が来るという表示を

していますが、だいたいその程度のところで収まると予測しています。これは国なり鳥取

大学なりが委託を受けられまして、予測数値を日本海海岸全部でしています。新聞報道等

ではいろんな数字が挙がっていますが、一応、これが今現在の海岸線の予測の津波の高さ

です。だいたい緑色が中心で、ちょっと一部黄色が残っていますが、その程度のところで

収まるだろうという予測をしています。この予測は、日本海側の沖で地震が発生したとい

う前提ですので、鳥取沖の地震と佐渡側、向こう側から地震があったら向こうから津波が

来るという２つの想定をしています。 

 

（地区会長） 

 我々は行政にお願いするということは総合支所が頭なんです。それで、総合支所に何事

もお願いするんです。総合支所の方が、これは本課に問い合わせしてみないといけないと

か、なかなかその場で決断とか返事が貰いにくい面もあるんです。総合支所の課長さんも

本課の課長さんに気を遣っておられて、本課の課長さんの承諾を得てからの方が返事がし

やすいといったような遠慮が多少あるのではないかなと私、見ているんです。同じ課長さ

ん同士で、同じ課長と名前が付きながら、支所の課長さんと本課の課長さんがどう違うの

かという疑問も出てきます。だから、もっと総合支所の便利性を今まで以上に付けてほし

いんです。何でも本課にお伺いしないといけない、本庁に電話しないといけないというよ

うなことが往々にしてあります。そういったことのないように、できるだけ支所内で対応

をもう少し早くできるような組織と言うか、機構を望んでいます。それをお願いしたいん

です。今まで以上に総合支所の機能を落とさないという前提で上げてほしいんです。 

 

（竹内市長） 

 支所の関係で、遠慮があるというのは、また、支所の皆さんにも聞いてみたいとは思い

ますが、いずれにしても支所と本庁は一体となってやっています。地域の課題でも、県道

に関わる問題もあれば、国道に関わる問題もありで、例えば道路１つとっても、国の制度、

県の制度等々に関連して、市としては本庁、支所が連携を密にしながらやることが重要で

す。地域の皆さんの要望は、支所が即判断してできることばかりなら、もう判断してちゃ

んと回答しておられると思います。制度に関わる問題であったり、あるいは全市的な調整
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がいるようなお話だったり、支所だけでは判断できない問題は常に有り得ます。私が一番

言いたいのは、支所と本庁は連携を密にして、地域住民の皆さんにご不便やご不自由がな

いように、できるだけやっていく必要がある。そのための人間関係や連携プレーはしっか

りとるようにしなきゃならないと思っています。頻繁に本庁と支所が話をしていますが、

支所の担当者とは、テーマ別に担当者会議などを開いて連携を取るように各部局のそれぞ

れのセクションがやっていると思います。繰り返しになりますが、これからも円滑にその

間の意思疎通を図り、皆さんにご不自由やご不便がないように努めていきたいと思います。 

支所自身は地域振興、市民サービス、あるいは防災という役割を担っているので、地域

の皆さんが必要ないとおっしゃることが将来にわたってあるとすれば、そのときは別です

が、鳥取市としては支所をずっと存続させると言っていますので、機能面でも強化を図り

ながら、うまく連携プレーが取れるように考えています。 

 

（地区会長） 

少子化で鳥取市全体でも子どもの数が減っています。それで、気高でも人口が１万２，

０００人、３，０００人いたのが今９，０００人前後です。青谷町もそうです。鹿野もそ

うです。その１つの大きな要因はどこにあるかといえば、雇用問題も引っ掛かるのではな

いかと思います。要は河原町、国府町には市長さんが一生懸命企業誘致をなさって、津ノ

井団地にも企業が誘致されました。三洋電機の跡地でもこの度また新しい企業が誘致され

ました。なんだか、国府町、河原町、鳥取のその近辺に誘致企業がほとんど集中している

んじゃないかなと思うんです。極端に言えば、特に西部地域は誘致企業がありません。そ

ういった雇用の場、企業がないために若い方、次男さん三男さんが、やはり旧市の方に移

り住んで、こういう田舎の方、郡部の方はその分だけまた過疎化が進むんじゃないかなと

思っています。だから、旧郡部の特に西部地域、青谷なんか特に過疎化がひどいんです。

こっちの方にも企業誘致をしていただいて、そこの地域で雇用が生まれれば、次男さん三

男さんが旧市の方に出て、生活を移さなくても、こちらで生活ができて、安定できるんじ

ゃないかなという思いがしています。そのような点にも、もう少し目を向けていただきた

い。道路も良くなってきましたので、企業誘致も一極集中でなく分散型にして、要は旧郡

部、特に西部地域が今まで以上に良くなるような政策を立てていただきたいという思いが

しています。それを今までずっと考え、感じていたんですが、どうしても河原、国府、津

ノ井近辺にみんな負けているんです。企業誘致と言ったらあちらにほとんど行きます。こ

れはここだけの問題ではありません。旧気高郡全体の問題です。過疎化が進みますし、特

に青谷は限界集落がありますからね。今後ともそういった点にも、１つ目を向けていただ

いて、旧市も大事ですが、旧郡部も可愛がっていただきたいという思いがありますので、

よろしくお願いいたします。 

 

（竹内市長） 

企業誘致の話は、工業団地として整備してきたものがどこにあるかといったこととも関

わりますが、津ノ井あたりの工業団地は、合併前から整備をして、新津ノ井というところ

が一番最近整備されたところですが、そういったところの誘致もあります。また、三洋跡

地は元々、ずいぶん古くから工業用地として使われていたところで、その工場がなくなっ
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たので、そこを回復させる必要があるというので緊急にやっています。誘致は基本的にい

ろんなところを紹介しますが、企業の皆さんが選んでくださるというのが基本なので、今

のところ工業団地の整備が進んでいるところに割と立地が集中しています。 

もう１つ大きな原因は、鳥取自動車道というものが出来て、企業はやっぱり高速道路沿

線を求めているので、そちらに行っているということがあります。津ノ井や河原を優遇す

るとか、こっちに目を向けてないんじゃなくて、企業誘致というのはあくまで基本は企業

の判断です。こっちが来てくださいと言って、向こうが選んで来る。こちらも、山陰道が

通ってくると可能性は絶対高まります。鳥取市ももちろんそれは念頭に置いています。最

近は、青谷の日置谷小学校への植物工場の立地は、鳥取市が積極的にこういう条件のとこ

ろはどうですかということで、街中ではなくて青谷町に立地しました。また、大阪の薬品

会社が事業を拡大して、やっぱり大阪湾にそういう工場を置いておきたくないという企業

の危険リスク分散という発想で、気高町内の工業団地にさらに増強した「林純薬」という

会社の例もあります。我々がこちらに来ないようにしているわけではもちろんありません

し、そんなことは思っていただいてないと思いますが、そのような状況があります。そう

いう客観的な情勢などでそういう結果が出ていますが、植物工場とか林純薬工業みたいな

会社などは、これまでの積み重ねもあってのことです。そういうものを踏まえていろいろ

と考えていきます。 

少子化の問題は、若い人が高校を出て、あるいは大学に進学してそのまま地域を離れる

ということが一番問題です。それこそ道路も良くなったので、市内の進学先としては鳥取

大学や鳥取環境大学、その他専門学校とかもありますが、地域を離れないようにする、と

にかく地元に定住してもらうようにする。それから、Ｕターン、Ｉターンも働きかけてい

くといったことが必要だと思います。 

戸数が減っているという話がありました。前は２２０、２３０世帯ぐらいだったのが、

１６０世帯ぐらいになっているんだということでした。それで空き家問題も出ていると。

鳥取市でも空き家問題に取組もうとしています。２つ種類があって、危険な空き家はやっ

ぱり何か措置をしてもらわないといけないし、市としてもやらなきゃいけない。危険では

なく、ちょっと直したら使えるというような空き家は、例えばこの酒津に住みたい方を呼

び込んでくるというような手があるので、実際に気高町の中全体で見れば、新しく移住し

て住んできている方もありますよね。酒津もありますので、なんとかそういうことを地域

の中でしっかり受け止めて、若い人を増やしていく、新しい人も受け入れて気持ち良く住

めるような状況を作っていく、こういうことを全市的に私たちも考えています。市の方も

いろいろと考えられる支援はいたしますので、地域の皆さんにもぜひ、そういった取組み

について、やっぱり地域の中で若い人に住んでもらえるようにしていきたいということを

申し上げたいと思います。働く場所については、これからもどんどん増やしていきます。

どの場所にいても、通おうと思えばこの場所からだったら通えますから、どこにどうとい

うばかりじゃなくて、とにかくここにいて、仕事は市内でもあるんだよということを地域

の皆さんもＰＲしてほしいと思います。こちらの地域にも、今後高速道路が出来る中で増

えていくと思いますので、希望を私たちも持っています。ぜひ、そのようなご理解をいた

だけたら幸いです。 
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８ 市長あいさつ 

今日はこうして地域づくり懇談会で、酒津トンネルの東側市道の波がかぶるところが荒

れた場合に、といったお話と、この地区内の避難施設のお話が中心でしたが、いろいろと

日頃の疑問の点などもお話しいただきました。我々は、ここに出てくる前に一応検討して

はきていますが、今日のお話し合いの中で新たに理解が深まったところもありますし、引

き続き考えを進めていきたいと思います。 

ジオパークについても触れていただいてありがとうございました。今後とも、このまち

づくり協議会などを中心に地域の防災の話などもしっかり取組んでいただけたらと思いま

す。我々も、防災コーディネーターを含めていろいろ相談に乗らせてもらいますし、必要

な避難ルートなどを決めるときの進め方や、マップなども支援させていただいて作ってい

る地区がたくさんありますので、この酒津でもさらに取組みを進めていただけたら大変あ

りがたいと思います。ジオパークも含めてしっかりとした取組みを市の方とも連携を取ら

せていただきたい、きっと取れて進むと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。今日は皆さん本当にありがとうございました。 


