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小鷲河地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２６年１月３１日（金） １９：００～２０：４０   

２ 会 場 小鷲河地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３１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、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、富山危機管理課長、谷口道路課長、鈴木交通政策課長、綱田都市環境

課長、橋本学校教育課課長補佐、高橋秘書課長 

＜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 

 小鷲河ふる里をまもる会は平成２１年３月に設立され、平成２２年４月に小鷲河まちづ

くり計画を策定しました。小鷲河ふる里をまもる会は、楽しい、おもしろい、美しいふる

さとをつくることを目的としています。 

 初めに、順調に進んでいる取り組みについて説明します。 

 地域発信イベントが一番進んでいる取り組みです。小鷲河ふる里をまもる会では、地区

内外の住民の皆さんとともにさまざまな地域発信のイベントを行っています。おかげさま

で住民の皆さんのご協力をいただいて開催することができ、地域外からたくさんの参加が

あって盛り上がりを見せています。主なイベントとして今年度実施したものとしては、じ

げの川で遊ぼうを７月２８日に、小鷲河地区大運動会を１０月１３日に開催しました。そ

れから、第６回鷲峯おろし音楽会は１０月１９日に、小鷲河ふるさとまつりを１２月１日

に開催しています。 

 じげの川で遊ぼうという催しは、１５年以上の歴史があります。公民館前の河内川にヤ

マメを放流し、参加者がつかみ取りします。取った魚は塩焼きにして食べたり、おにぎり、

バーベキューなどを提供して参加者が交流する事業です。今年度は天気もよくて、夏がな

かなか暑い中、約１５０名の方が参加されました。 

 鷲峯おろし音楽会は、もともとは５年ほど前に地元の３人の音楽好きの発案で開催して

いるものです。一般的には必ずしも有名ではありませんが、演奏力、歌唱力のあるゲスト

を毎回招いています。そして、メインゲストが出る前に地元、鳥取県東部のアマチュアミ

ュージシャンのライブを１時間ほどやっています。今回のゲストは有山じゅんじさんと木
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村充揮さんです。以前、憂歌団というグループのリードボーカルをやっておられた方です。

回を重ねるごとに観客が増えてきまして、中には京都や兵庫県から追っかけのようにして

来られる方もあります。統合によって閉鎖された幼稚園を利用しての音楽会というのはち

ょっとおもしろい試みだと思っています。控室では有志による手打ちそばやおにぎり、鬼

入道で焙煎をやっているまるたつ珈琲さんのコーヒー、一心庵さんのパンなどを販売し、

地元産品の普及にもささやかながら貢献しています。 

 小鷲河ふるさとまつりについて説明します。この地区の特色を出していまして、販売コ

ーナーでは栃餅、山菜おこわ、漬物、そばかりんとうなどの販売を行っています。また、

展示コーナーでは木工教室とか書道、絵画、写真、手芸などの作品を展示しています。そ

れから、今回はまちづくりの講演として、河原町でハンター民宿ＢＡ－ＢＡＲを経営して

いる梅野知子さんという女性の方に来ていただきました。ハンターになったきっかけや、

イノシシほか畑や田んぼを荒らす害獣の駆除をして、その肉を利用して提供しているとい

うお話をしていただきました。 

 湖山西地区のグループと農業体験交流をしています。ちょうどこの部屋の裏側に休耕田

が１枚ありまして、そこで今年度はショウガとコンニャクの栽培をやってみました。植え

つけから収穫まで４、５回くらい来ていただき、毎回２０名以上の方が参加していただき

ました。大変熱心に取り組まれて、ショウガも一家族分としては十分過ぎるくらいに持っ

て帰っていただくことができました。 

 小鷲河ふる里をまもる会では、地域の環境整備として公園の整備や各集落の緑化事業な

ども行っています。昨年１０月２７日には鷲峰神社の境内に、もみじの苗木の植えつけ作

業を行いました。川六の狛犬があることで 近、有名になってきましたが、鷲峰神社をも

みじの名所にしようと２年ほど前から地元の有志を中心に整備を行っています。 

 次に、課題や問題点があって思うように進んでいない取り組みとしては、小鷲河ふる里

をまもる会の組織の充実と地域の活性化対策というものが上げられるかと思います。 

 ご承知のとおり、この地区は高齢化が進んでいまして、独居老人や高齢者夫婦だけの家

庭がますます増えている状態です。若い人も少なくて、子どももそれに合わせて少なくて、

どちらかというと若い元気な声がなかなか聞かれない状態になっています。 

 まもる会では、平成２２年７月の総会で、安全、環境、事業の３つの専門部会を立ち上

げましたが、残念ながら、あまり活発に活動ができているとは言えない状態です。その理

由として、集落の自治会長さん、婦人部長さん等の任期が１年であるために、なかなか活

動についての理解が進まないうちに新しい年を迎えてしまって役員が交代するということ

があろうかと思います。また、集落の担い手である４０代、５０代の人たちはどうしても

仕事に追われてしまい、地域の活動になかなか集中できないといった傾向があるように思

います。そういうことで人材の確保が大きな課題になって、なかなか解決できない部分に

なっています。これからは組織の充実をどのように図っていくかということを皆さんと真

剣に考えていきたいと思っているところです。 

 

６ 地域の課題についての市長等との意見交換 

１ 小鷲河地区公民館と小鷲河地区コミュニティ施設（校舎）のあり方について 

＜地域課題＞ 
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小鷲河地区公民館は、平成２６年度に耐震補強工事にかかる実施設計が予定されている

が、以下のような状況があるため、小鷲河地区コミュニティ施設（校舎）を解体し、跡地

への新築移転を要望する。 

① 小鷲河地区公民館の駐車場スペースが狭いため、利用しづらい。 

② 調理室全体のスペースが手狭であるため、利用にあたっては会議室を併用している。 

③ 小鷲河地区公民館と小鷲河地区コミュニティ施設（体育館）が避難所に指定されて 

 いるが、両施設が河内川を挟んで立地しているため、避難時に支障をきたす。一箇 

 所に集約することにより避難者への食事提供などもスムーズに行える。 

④ 小鷲河地区コミュニティ施設は老朽化が進んでおり、グラウンドの利用に支障をき 

 たしている。 

⑤ 小鷲河地区コミュニティ施設の駐車場スペースが狭いため、行事・イベント開催時

には、路上駐車が多い。 

⑥ 多くの地区民が小鷲河地区コミュニティ施設内の体育館、グラウンドを利用してい

るので、地区公民館と併設することによって、より多くの地区民が集える場所とな

る。また、今後ますます高齢化が進んでいくなかで、交流施設を１箇所に集約する

ことによって、地域の活性化が図れる。 

⑦ 小鷲河地区公民館を多大な費用をかけて耐震改修しても、将来的に施設の修繕など 

のランニングコストがかかる。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【企画推進部・教育委員会】 

 まず、本市では現在、地区公民館の施設改善につきましては、耐震補強工事とトイレ男

女別化改修工事に重点的に取り組んでいるところです。 

 また、耐震診断の結果に基づく整備方針は、耐震補強工事で取り組むことを原則として

います。 

 小鷲河地区公民館につきましては、平成２４年度に耐震診断を行った結果、耐震補強工

事が必要となりました。平成２６年度に耐震設計、平成２７年度に耐震補強工事を予定し

ているところです。 

 次に、小鷲河地区コミュニティ施設につきましては、教室棟を地域の女性加工グループ

などにご利用いただいており、体育館も地

域の方にご利用いただいています。同施設

は平成２４年度に耐震診断をした結果、耐

震性に問題があることが分かりました。今

後の対応については、体育館については耐

震補強していきたいと考えますが、教室棟

については、現在の利用者や避難所の指定

に関係する部署などと協議しながら対応を

検討してまいりたいと考えています。 

 ただし、これらの耐震補強工事には多額

の事業費が見込まれることから、このたび
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の公民館新築移転要望を受けて上記の予定

を変更し、この耐震補強工事費（公民館と

旧校舎）の範囲内での公民館の新築移転の

可能性について、今後、地域の皆さんと協

議したいと思います。 

 

（企画推進部長） 

 本市は、地区公民館がたくさんありまし

て、そのうち旧耐震基準の昭和５６年以前

に建てられた公民館は２２館あります。そ

れらの建物について平成２４年度、主に耐

震診断を行っています。この小鷲河地区公

民館についても耐震診断を行いました結果、

かなり耐震補強をしなければいけないとい

うことで、まずこの建物のかなりの部分の

壁にブレースといって、斜めに鉄骨を入れ

て補強をしなければいけないという状況で

す。 

 天井についても、全般的に鉄骨のブレー

スを入れて補強しないともたないという結

果のようです。データ的には非常によくな

いということで、早急にこの公民館は耐震補強するなり、あるいは建て替えとか、何らか

の対策を講じなければいけない状況です。ほかにも耐震補強をしなければいけない公民館

はたくさんありますが、この小鷲河地区の公民館の耐震対策については来年度、平成２６

年度に設計をして、平成２７年度にその耐震の工事をするという計画になっています。 

 一方の小鷲河地区のコミュニティ施設は、旧小鷲河小学校の校舎です。これは昭和４６

年に建てられた鉄骨２階建ての建物でして、これも耐震診断の結果、耐震補強をしなけれ

ばいけないという数値が出ています。また、体育館のほうも同じ昭和４６年に建てられた

もので、この建物についても耐震診断の結果、やはり耐震補強をしなければいけないとい

うことが出ています。 

 この３つの施設はいずれも耐震補強をし

なければいけないということですが、概算

の費用を積算しますと、非常にお金がかか

ります。また、位置関係を見てみますと、

コミュニティ施設は河内川を挟んだ対岸側

をちょっと行ったところにありますし、駐

車場も決して十分な広さではありませんの

で、地域からもう少し広い駐車場が欲しい

という声も出ています。地域の要望を見て

いますと、この際ですからコミュニティ施
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設、校舎のほうを取り壊して、その跡に

地区公民館を新しく建てれば、施設が集

約できて避難所としても効率的な活用も

できるし、地域としても非常にありがた

いというご要望をいただいています。 

 私どもとしては、公民館は平成２６年

度に設計をして、平成２７年度に耐震の

工事をする予定ですが、公民館の耐震は

非常に事業費がかかる見込みとなってい

ます。校舎の耐震補強も公民館ほどでは

ありませんが、これもかなり事業費がか

かるということですので、一つの可能性

として、今年度、公民館の耐震の設計に

かかる計画を一旦やめまして、地域の皆

さんが要望しておられますように、この

コミュニティ施設と地区公民館を一体的

にする。分かりやすく言いますと、地域

の方が要望しておられますようにコミュ

ニティ施設、校舎のほうを解体して、そ

の跡に公民館を新しく移転して建てたほ

うが、両方の施設を耐震補強して古いま

ま維持管理して使っていくよりも将来的

にいいのではないか、こういうことも十

分検討しなければいけないのではないか

と考えています。いずれにしても支所と

それから地元の皆さん、それから私ども

協働推進課、また生涯学習課、関係者が

集まりまして、どういう使い方をしてい

くのが一番この地域のためにいいか十分

考えて検討を進めなければいけないと思

っています。 

 鳥取市は大体４５０㎡の公民館がスタ

ンダードなサイズですが、木造平家建て

で４５０㎡ですからかなりの広さができます。現在の建物が５２４㎡ですから、一回り小

さくなるぐらいの大きさです。利用者の数とかいろいろ考えたときに、ちょっと小ぶりに

はなりますが、いずれにしても非常に耐震の事業費が高いので、それだけお金をかけるの

だったら、今、新しく建てるということも念頭に置いて、平成２６年度にすぐ設計にかか

るのではなく、地域の皆さんを中心に関係者で集まって検討を始めたいというのが私ども

の考え方です。 
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（地区会長） 

 コミュニティ施設のあり方について、初めに聞いたときには耐震ということだったので

すが、やっぱり地元としては、今の説明があったように１か所に集約していただいて、使

い便利のいいようにしてほしいというのが精いっぱいの気持ちです。机上の数字もあるで

しょうが、精神的な場所というか、寄りつきやすいところ、それから災害があったときの

ことを考えますと、駐車場のことや、できたらヘリコプターでもおりてこられるような場

所も近くにあったほうがいいと思います。古いものを取り壊して、集約して一つのものに

という気持ちが強いので、よろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 コミュニティ施設である旧小鷲河小学校と地区公民館の２つあって、今の市役所の予定

では地区公民館の耐震も考えているし、コミュニティ施設も行うとすれば体育館も含めて

耐震改修をしようという頭で物事を考えていました。地域からのテーマで、もともとコミ

ュニティ施設と呼ばれているほうの活用はずっと地域の課題でしたが、その中で、そうい

った例はほかの例でもあるのですが、地区公民館を元の小学校のほうに持っていって、そ

こで整備をするという話がありました。これについては、そういう方向で考えてみること

も十分可能性はあるということでお話をしました。 

 なぜそれぞれに耐震改修でいこうと考えているかというと、例えば小鷲河の地区公民館

は、昭和５５年に建てられて築３３年です。地区公民館は耐震改修して施設として使い続

けるということも十分可能だと考えています。これは、建物を大体６５年間使おうという

考え方でいまして、昭和５５年にできて、まだ３３年しか使ってないので、まだ３０年も

使えるということから、標準的には耐震改修で使い続けようという案を考えています。た

だ、この小鷲河についてはコミュニティ施設が、今は学校が統合して使われなくなってい

ますから、そこに建てるという選択があるということです。特にコミュニティ施設もいろ

んな団体に使われています。今のところは、あじさいの会とかわびすけといった団体が活

動に使われていると思いますが、そういう活動がむしろ公民館に切りかえてできるのかど

うかという次の問題も考え合わせて、十分検討した上で、コミュニティ施設のある学校の

ところに地区公民館を建てることができるのではないかといった議論を少し地域の皆さん

のご意見も受けて今考えようとしているところです。 

 ですから、いろんなことが関わってくると思います。駐車場をどこにとるのか、運動会

をするのに校庭を狭めることにならないか、どういう配置にするのか、どういう公民館の

内容にするのかなど。我々としては、基本的には２つの施設の耐震改修にかかる経費の範

囲内で新築できないかという発想で考えていますので、そういったことも含めて具体的に

検討してみて、費用の範囲内で新築することでうまくいくということになれば、新築にし

たほうが将来的に考えるとずっと長く使えるからいいのではないかとも思っているところ

です。公民館をコミュニティ施設のところに持っていったときに体育館を除いて校舎を全

部取り壊してしまうと、校舎を使っている方々の活動は公民館の中でできるようになるの

ですかね。 
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（地区会長） 

 今でしたら、グループの性格がちょっと違うのではないのかなとは思いますが、公民館

活動に合うようにできればいいのかなと思ったりしています。 

 

（竹内市長） 

 その辺なども考えて、やっぱり移転せざるを得なくなるのであれば、では、行く先はあ

るのかとか我々もいろいろと心配しますので、考えていかなければならないことになりま

す。そのあたりで総合支所や地域の皆さん、そして利用している団体の皆さんといろいろ

と調整が要るのではないだろうかと思います。お互い決めつけるわけにはいきませんので、

話し合いを通じて方向づけをしていこうということになると思います。いろんな意見がき

っとあると思います。 

 

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） 

 鳥取市民会館で庁舎整備のフォーラムがあったときに述べさせていただいたのですが、

庁舎よりもこういうコミュニティの集会所とか学校、それから附属の設備をやるのが先決

ではないかと市長に言ったところ、それは早急に検討しますと。ところが、実際は後手後

手で、本庁ばかり頭に入って、合併した地域で本庁に出る人は限られています。だから現

在ある分庁舎をしっかりしてほしい。何事もタイムリーでスピーディーでないといけない

のです。後手後手で、いい話ばっかりしておいて、裏では全然できていないので、その辺、

頼みます。 

 

（竹内市長） 

 鳥取市においては、まず、きょう話題に出ています地区公民館の整備とか、あるいは小・

中学校の整備とか保育園の整備などはむしろどんどん前倒しで進めてきています。むしろ

庁舎の整備が遅れて後手後手になっているような状況です。例えば小・中学校の整備率に

ついては、耐震化率については平成２５年度末、この３月末では８６．６％ということで、

平成２７年度末に１００％を目標にやっています。いろいろ議論しながら、先ほどの地区

公民館の整備でもいろいろ地域の皆さんと話し合ったり議論したりして時間がかかる場合

もありますが、積極的にとにかく子どもたちの安全や避難場所としての安全を確保すると

いうことで進めています。 

 もう一つ、本庁舎は実は昭和３９年にできて、ことしで５０年経っています。狭くて非

常に効率が悪い。例えば冷房するにも暖房するにも非常に効率が悪く、エネルギーが無駄

になっているような建物です。鳥取市の本庁舎は、７か所に分かれていまして、それによ

って利用する方とか、あるいは事業をやっていく上でも、行政事務をやっていく上でも非

常に非効率になっています。これからの時代、まずは防災を上げたいのですが、鳥取市の

本庁舎は防災の対策本部になる大事な建物で、それが地震に弱いという状態は一日も早く

解消しなければなりません。これはすぐ理解いただけると思います。 

 そうしたことで、実は合併前から議論も続いていたのですが、いずれにしても合併して

また議論を続けていて、もう５年も６年も議論をしているということで、まさに実行が急
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がれる事業内容だと思います。あわせて、その計画を整備する上では、長い目で見て費用

が一番かからない案でいかなければいけないということで、いろいろ検討の結果、新築移

転案ということで鳥取市として案はまとめています。資料をお届けしていますが、そうい

った議論を市議会で早く進めていただいて方向づけをいただきたいと、私は昨年暮れの議

会でも述べてきています。 

 本庁に行く人が限られているということは、事実としてはそうかもしれません。しかし、

市役所としての機能を災害時においてもしっかり全うするためには、本庁舎がどんなもの

であってもいいということには当然ならないと思います。これもご理解いただけることだ

と思います。行く人が少ないからどんなものでもいいということに、少なくとも本庁舎に

限っていえばなりませんので、そこには議会もあり、さまざまな人がもちろん出入りして

多くの職員が働いているところですので、そういったことを考えて早急にやっていきたい

と思います。 

 地域の振興については、当然大きな課題としてこれからも取り組みますし、総合支所は

総合支所として大きな役割を果たしているということを私は誰にも言っていますので、総

合支所は総合支所としてしっかり機能を確保して、市民、地域の皆さんのために地域振興

とか防災とか市民サービスの拠点にしていきたいと思っています。 

 

（地区会長） 

 庁舎は広いところに新しいものを建ててほしいという人もいます。お願いしたいのは、

今の時代ですから地面にはヘリポートぐらいは確保してほしいですが、屋上にでも、やっ

ぱりヘリコプターがおりてこられるような新しいきちんとしたものを広いところにという

声もありますので、お伝えしたいと思います。 

 

（竹内市長） 

 防災の拠点となればヘリポートといったものも含めて考えるべきだという認識を我々も

持っています。防災の諸活動で、各県から応援に来た車両もあれば自衛隊の車両もあるで

しょうし、警察の車も出入りするということが十分あります。災害の防災対策の拠点とな

れば、ヘリポートをそこの場所にできなければ屋上に、または近隣でも確保するという発

想で、敷地の広いところで確保するということは我々も念頭に置いている点です。 

 それと同時に、市役所の庁舎は防災のためだけではなくて、いろんな意味で人が出入り

しますし、市議会のように市の中で一つしかない機関があり、全市的に人が来るような拠

点になります。交通の利便性を、大きくなった合併後の鳥取市として見て一番どこがいい

のか、こういったことも考える必要があります。これから高齢化時代を迎えますと鉄道や

バスといった公共交通機関があり、また駅をおりたら歩けるような場所ということで駅の

周辺というのが一つ重要な立地だと考えていることでもあります。ヘリポートということ

に関連して、少しそういった広い敷地で駐車場などが広くとれるとか、公園があれば臨時

のヘリポートにもなりますから、近くに公園があるとか、そういったことを含めて現在、

市の庁舎の整備については考えています。 

 

（地元意見） 
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 矢原は昨年度、除雪機を鳥取市より貸与していただきましてありがとうございます。ま

た、平成２６年度もバス停を建設していただけるということで、本当に心から感謝してい

ます。 

 矢原の奥の河内というところの県道沿い東側の田んぼの法面に、２、３０ｃｍぐらいの

厚みのコンクリートの壁があります。田んぼと県道との境の壁ですが、２、３年前ぐらい

から徐々に間が２つに割れて、長さも２０ｍぐらいあって、県道沿いのほうにちょっと倒

れかかってきています。県道沿いなので県の事業か何か分からないのですが、産業建設課

さんに出向いて何とかこれを要望していただけませんかというお願いをしました。まだ一

向に何の処置もされていません。あそこは女子中学生なども自転車で通りますし、車もし

ょっちゅう行き交っていますので、いつ倒れてきて大事故、また死亡災害ということにな

りかねません。県や市が対策されるまではと思って、私のほうで赤いペイントでコンクリ

ートブロックに危険とか近寄るなとかいろいろ書いて、皆さんが近くを通らないようにや

ってきたのですが、だんだんとそのペイントも色あせてきましたので、危ないなという印

象を持っています。 

 この状況はどうなっているのかという説明も総合支所のほうからもありませんし、いつ

頃になったら着工というか対策がしていただけるのか、安心できる防災をお願いしたいと

思います。 

 

（産業建設課長） 

 この件に関しましてはいつ頃おいでいただいたでしょうか。 

 

（地元意見） 

 ２、３年前に。直接現地に行って確認されていまして、これは危ないので対応しますと

いうことでした。 

 

（産業建設課長） 

 申し訳ありません。早急に確認して対応させていただきたいと思います。 

 

（支所長） 

 私も初めてお聞きしたところですが、県の側溝の壁ではないかなと思われます。県土整

備局と現状を確認して回答させていただきたいと思います。ただ、今この段階ではっきり

申し上げられませんが、田んぼの壁も兼ねているという場合があります。どちらの所有物

になっているかということを確認させていただいた上で対応策を考えていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

（竹内市長） 

 できるだけ早く連絡させてもらいますから。 

 

＜補足：産業建設課対応方針＞ 

Ｈ２６.２.３に現地確認を行ないましたが、官民境界の判断が困難なため、県維持管理
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課と協議しました。 

県は官民境界を確定する必要があるとの見解から、農地所有者へ、その内容と連絡先を

伝え、直接、県と連絡を取って頂くことで了解を得ました。 

結果について、報告頂くこととしています。 

県の見解では、水田の擁壁である可能性が高いとのことです。 

 

（地元意見） 

 ご存じのように国の農政で今後５年間に減反政策は廃止の方向になるということで、こ

としからが多少影響が出てきています。この鹿野地域では県と市の事業で、みんなでやら

いや農業支援事業の鹿野地域振興プランの特産品づくりということでソバ、ショウガに取

り組んでやっています。私たちもこの事業に協力して、みんなでソバを作っているのです

が、ことしから面積払いが今まで２万円だったのが１万３，０００円ぐらいになり、数量

払いも単価が２，０００円ぐらいの減になるということで、私の知っている限りでは、ソ

バに関しては１０ａ当たり１万円ぐらい減額になりそうです。となると、やっぱり鹿野地

域として、事業として、特産品づくりとして取り組む事業と逆行するような形になって、

それこそ皆さんの生産意欲が落ちるのではないかなと思います。それでなくてもソバの助

成は、ほかの作物に比べて少ないんです。皆さんが何とか特産品づくりということで取り

組んでいるにもかかわらず、また下がっていくようなことでは生産意欲も落ちるし、多分

作付も減るのではないかと思います。やっぱり事業に対してマイナスの方向になるのでは

ないかなということがありますので、何とか県や市のほうで、単県とか単市で助成を考え

られることはないのかなということをお聞きしたい。 

 

（竹内市長） 

 ソバについては大分優遇するような考え方をとりたいと私も思っていて、そういう方向

になっているのではなかったかな。 

 

（農林水産部長） 

 おっしゃるように交付金が減ってきますが、国のほうで今、産地資金というのが２５年

まであります。それが産地の交付金ということで、水田のフル活用ビジョンというものを

つくった上で、交付金が出る仕組みに変わります。いわゆる転作も含めまして、地域でい

ろいろつくる作物に応じて、その交付金の中で１０ａ当たりの単価を、鳥取市の再生協議

会の中で決めまして、ちょっと今覚えていませんが、ソバだったらいくらということで、

ソバも入っていますので、そういうものも活用していただきながらというのがまず第一か

なと思います。 

 今、ＪＡも含めまして再生協議会の中で単価などの案を決めていますので、また皆さん

にご説明の機会があると思います。それから、各市町村への産地の交付金の総額を今、検

討していまして、白ネギから何から全ての転作用の作物、野菜も含めたところの総額を今、

議論しているところです。そういうものが決まってきましたら、その単価なりなんなり支

給される金額も決まってきます。そういうものをまず活用していただけたらと思っていま

す。そういうものを見ながら、また必要性は検討させていただきたいと思っています。 
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（竹内市長） 

 鳥取市で農業振興プランというものも昨年の４月につくっていまして、ソバをこの鹿野

地域で栽培することに支援をする形もあります。新しい国の制度でいろいろ変わる部分が

ある中で今、私もはっきりしたことを申し上げにくい状況もありますが、県、市でいろい

ろ話し合ったりするときや、市の中でいろいろ交付金の配分を考えるときなどに、独自に

ソバ栽培を優遇していくような取り組みを要望されていますので、そういう方向でやって

いけるかどうか、検討させていただきたいと思います。また説明もすると言っていますの

で、説明もさせていただきたいと思います。 

 

（地区会長） 

 １０年以上、もうずっと前のことだったと思いますが、海上自衛隊の誘致のことをちら

っとＮＨＫのラジオで聞きました。経済効果、港湾事業も多分ものすごいお金がかかるだ

ろうと思いますし、国の施設が来たらよくなると思います。私はもともと自衛官ですので、

自衛隊のこともより正しく皆さんに理解してもらえるきっかけになるのではないかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

 それから去年、岡山のお菓子屋さんが来てくれるようになりました。働ける場所がある

とうれしいですね。鹿野界隈からでも通勤できる範囲内です。大変なことだと思いますが、

三洋跡は広いですし、できるだけ企業に来ていただきたいなと思いますので、その辺のと

ころをよろしくお願いします。 

 

（竹内市長） 

 自衛隊の件は、誘致という話で始まったというよりは、防災にしても、あるいはそのほ

かの危機管理の必要性で、時には他国の侵略などもあり得ると考えると、鳥取市もいろん

な可能性を考えておかなければいけないので、自衛隊との連携、協力ということを深めて

いく必要があるという議論を鳥取市でしたことがあります。ラジオでもそれを報じたのだ

と思います。そういう中で、陸上自衛隊は米子には普通科連隊が、あるいは日本原のほう

に訓練所があり、部隊もいますので、舞鶴に拠点のある海上自衛隊はかねてから時々鳥取

港に寄港しています。そういう寄港地として常時使うようになれば、そこに海上自衛隊の

駐屯地みたいことが考えられるのではないかという議論が出たこともあります。当時研究

会と呼んでいたと思いますが、海上自衛隊に勉強に行って、鳥取市に設けた場合のいろい

ろな可能性を探ったり、連携を深めるための取り組みを考えたりという研究、勉強の組織

をつくっていました。３年はしなかったと思いますが、２年間ほど活動して今は終了して

います。さまざまな可能性として自衛隊と鳥取市との連携ということを検討した経過があ

ります。 

 それから、企業誘致は今、力いっぱいやっています。鳥取三洋電機はいっとき 大３，

０００人ぐらいの従業員がいた大きな企業で、鳥取は三洋電機の城下町のように関連企業

も多くありました。今や鳥取三洋電機はもう本当に小さな企業が後継のものとして残って

いる状況です。１０分の１以下になっていますが、南吉方３丁目の三洋電機工場跡地の５．

１ｈａは、一部ですが鳥取市が買い取りまして、今、工場誘致を進めています。源吉兆庵
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さんというのは岡山に本店のある高級和菓子ですが、和菓子の製造工場と流通拠点を置く

ということを今言っておられまして、２ｈａ活用していただいて、従業員数は３００人規

模という計画が打ち出されています。残りは３．１ｈａありますので、小さい企業を含め

ると３つぐらいになるかもしれませんが、大きな企業が２つぐらい入ってくる予定で誘致

をしています。私も時々その会社の本社に行ってトップセールスをしています。話はなか

なかすぐにはまとまりませんが、大きな進出案件なので、協議中です。とてもいい工場敷

地なので、できるだけ早い時期によい条件をこちらが提示して、必ず誘致を成功させたい

と思っています。それで協定を結ぶのですが、そこには鳥取市民を優先的に雇用すること

という条件も常に入れています。鳥取市に立地し、鳥取市で生産活動などをして、製造業

ですので多くの従業員が必要になりますし、他の近隣の企業にもいろいろ関連して協力を

求めたり、あるいは、部品ということになるかどうかは別にして、材料である製品を調達

するなど波及効果を出すようにしてもらおうと思っています。こういった工場を建てるに

あたっても、地元の企業を使ってほしいということも条件としてお話ししていまして、源

吉兆庵さんも地元の企業でという話が出ていますから、工場誘致はいろいろと経済効果が

あると考えています。 

 

（地元意見） 

 鷲峯山の土砂災害で、２年経って堰堤などは大分できていますが、あとは下流のほうが

残っていると思います。これから向かうと思いますが、前の林道というか、作業道として

２ｍ近い道があったものですから、それが残るように鳥取市からも県に力添えをしてもら

うようにお願いしたいと思います。 

 

（産業建設課長） 

 法師ケ滝に行く、川を渡るような道のあたりに県が堰堤を建設していまして、 終的に

５つの堰堤ができます。今、 後から２つ目の堰堤を下流のほうに建設しており、３ｍ程

度の仮設道ができています。これは当然、地域の地権者の方のご了解も必要になりますが、

その仮設道の幅を狭くして林野作業などにも使っていただける、あるいは法師ケ滝にも通

じるような道が整備できないか、残せないかということを、県とも協議をしながら、また、

今後、地元の方にご協力をいただきながら進めたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 工事用の道路もついています。地権者との話はどうなっているか分かりませんが、地元

では残してほしいという気持ちもあります。地権者の方の気持ちもあるので、そこまでは

頼んでいませんが、できたら残してほしいと地元としては思っていますので、よろしくお

願いします。 

 

（支所長） 

 今の案件は、橋が流れてしまったということがあります。県はあくまでも治山工事とし

て実施していますので、県で橋をかけ直すということはできないと思います。その中で何

とか林道、林野作業、それから法師ケ滝に行ける道を残す手法を現在、県と協議していま
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す。ただ、仮設道でつけているものですから、地権者の方々のご了解がなければ復元する

というのが基本です。歩行用に１ｍになるのか１ｍ５０ｃｍになるのか分かりませんが、

ご了解がいただけるようであれば、県に仮設道を残していただくようなお話はさせていた

だきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 佐谷峠の道が去年秋の大雨で崩れまして、通行不可能になっています。単に自動車の路

線としても非常に重要な道路だと思いますが、自転車の愛好者たちに言わせますと、あの

坂道は、三朝を経て倉吉の辺をぐるっと回って非常にトレーニング用にいいコースだそう

です。通れなくて非常に残念だという声もあります。ローリング族でひところ有名にもな

りましたが、いつごろ着工、完成の予定か、お分かりでしたらお知らせください。 

 

（支所長） 

 昨年の台風で県道法面が崩壊して、道路幅の約半分が落ちているという状況です。県の

災害復旧工事として、現在、発注が行われています。ただ、冬期間ですので工事はできな

い状況になっていますが、県の担当者からは、早くて６月末、遅ければ８月までかかると

聞いています。なるべく早く完成していただくように、業者への働きかけを総合支所とし

ても県に要望したいと思っています。 

 

（地元意見） 

 中坂の融雪装置が故障して復旧の見通しが立っていないという看板が立っています。中

坂というのは鹿野の人にとっては本当に大事な道路です。あそこの融雪装置は本当によく

故障します。ことしは雪が少なくていいのですが、ぜひ一日も早く、復旧をお願いしたい

と思います。 

 

（産業建設課長） 

 県に確認をとりました。通常、自動で水が出るのですが、雷によりまして自動で水を出

す装置の通信線が壊れてしまっているので、今年度は手動で水を出されるということです。 

 

（地元意見） 

 鹿野中学校は、気高中学校などと統合しないと廃校になるという話をデータを提示して、

合併後すぐに市長に言いました。すぐ検討しますと言っていたのに、それが８年も９年も

かかっている。三洋が危ないときに、本庁なんて構っている場合ではありません、支援し

ないとだめですよと言ったんです。そうしたら、２か月ぐらいしたらナショナルに吸収合

併された。だから、学校もスピーディーに、タイムリーでないといけません。聞くばかり

で、いい返事はしますが、フォローがない。学校の耐震問題にしても、市会議員もいっぱ

いいるし、私が言う前に教育委員会が調べておかないといけない。市長にはちゃんと言っ

ているのに、それが合併してもう８年も９年も経ってからなんて、そんなばかな話はない

ので、もっとしっかり頼みます。 
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（教育委員会事務局次長） 

 学校の再編といいますか、校区問題のことについては、１０年前がどうかと言われます

と、その当時は動いてなかったというのが実際だと思っています。現在は校区審議会とい

うものを開催しまして、その中で鹿野町に問わず、全市的にその委員に検討をしていただ

いています。その中でこの鹿野中学校の状況についても、本年で申し上げますと９０名弱、

各学年１クラスという状況もありました。ちょうど１年ぐらい前ですが、気高、青谷の中

学校も含めた西地域で生徒数の推移を見ながら、また、 初に出ました学校の耐震の問題

で、気高と青谷中学校については耐震性に問題がありましたので、そこもあわせて審議を

するようにしています。 

 児童生徒数も見てやっていますので、結果としてはそれぞれ生徒の安全・安心を図ると

いうことで、その２中学校については現地で建て直しという方向を出しています。ただ、

鹿野中学校の生徒数の状況というのも見据えていますので、そういう部分について鹿野小

学校、そして、近隣の中学校との今後の協議のあり方について、鹿野にも出向きまして、

今後どういうあり方がいいのか、地元の子どもたちをどのように育てていくのがいいのか

というのを地元に出てご相談をさせていただき、そして総合支所にも相談をしながら、基

本的には住民の皆さんの考えをまとめるような会もつくっていただきたいというお願いを

しながら、今、一生懸命進めているところです。 

 

（支所長） 

 総合支所の中でも昨年来、いろいろご協議させていただいています。今後、鹿野中学校

のあり方について本格的な地域での議論を高めようと、この４月以降、鹿野町の教育を考

える会を立ち上げるために、昨年１２月、準備会を立ち上げています。今後、地域の方々、

保護者の方々からご意見をいただきながら議論していただく中で、鹿野としての意見をま

とめていきたいと考えています。また皆様方からのご意見もいただければと考えています。 

 

８ 市長あいさつ 

 きょうは、地域から提案されました重要なテーマである旧小鷲河小学校をどう活用する

か、この地区公民館を今後どうしていくのかということについて、新築統合の案が地元か

らは出ていました。我々の従来からの考え方に基づく耐震改修もありますが、地元のご意

見を踏まえた検討をしますということです。ただ、我々が検討して答えをまた持ってきて、

はい、どうですかというのではなくて一緒になって検討しようということで今申し上げて

いますので、先ほどのご意見にもあるように、スピーディーにやらなければいけないと私

も思っています。関係するところはいろいろありまして、もちろん本庁もそうですし、総

合支所もそうです。ここの公民館の皆さんや地域の皆さん、それから、今利用されている

関係者の皆さんのご意向もいろいろとあると思いますので、そういったことを考え合わせ

ながら、どういう形でどういう合理的な結論が出せるのか。これから予算編成時期にもな

りますので、むしろそういった検討をまずやって、耐震改修してそのまま使うというより

も、地元からもご要望のあるような方向性も含めた計画の調整をさせていただきたいと思

います。きょうは、この点が一番重要な点だと思い、もう一度確認的に申し上げさせてい

ただきました。 
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 そのほか幾つかのご質問やご意見をいただきました。協働のまちづくりということが非

常に重要ですし、また、そういったことをこれからも地域の皆さん、そして公民館の皆さ

んと一緒になりながら、しっかりとやっていただきたいとお願いを申し上げておきたいと

思います。音楽会のような独自の活動が、今年度で６回目ということでしたが、引き続き

回を重ねて、いろんな遠くの地域からも来られるといった内容にぜひ発展させていただき

たいものだと思います。 

 ちなみに音楽会は峯という字が鷲峰の集落の峰と違って山の字が上に乗っかっているの

ですが、あれは使い分けをしておられるのですか。その辺が素朴な疑問で、鷲峯おろし音

楽会の鷲峯と村の鷲峰と、峰の字ですね。 

 

（副支所長） 

 鷲峯山というときの山が上で、集落名というか自治会の関係は山が左ですね。 

 

（竹内市長） 

 鷲峯山のときは山が上なのですね。やっぱり山が上に乗かっている鷲峯おろし音楽会の

ほうが正しい言い方だということですね。一つまた勉強させてもらって帰れます。言葉で

話しているときはいいのですが、字で書いたときに間違いがあってはいけないと思います。 

 実は地域づくり懇談会の平成２５年度はこの小鷲河で一番に 後なりまして、本当にこ

うやってにぎやかないい会にしていただいたなと感謝を申し上げて、お礼を申し上げて締

めくくりとさ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。 


