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末恒地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２７年８月４日（火） １９：００～２０：１０   

２ 会 場 末恒地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ２８名 

市側出席者   ８名 

深澤市長、羽場副市長、河井総務部長、田中中核市推進監、田中企画推進部

長、澤田環境下水道部長、綱田都市整備部次長、高橋秘書課長 

            ＜事務局＞馬場協働推進課長（司会）、岡本協働推進課課長補佐、岡田協働推

進課主任、酒本協働推進課主任 

 

４ 中核市移行についての説明 

（中核市推進監）※チラシに基づき説明 

 

５ 人口ビジョン（素案）についての説明 

（企画推進部長）※チラシに基づき説明 

 

６ 市政の課題等についての意見交換（フリートーク） 

（地元意見） 

末恒地区の地域づくり懇談会では、必ずＪＲの問題についての話が出ます。古い規制の

時代にできた道路なので大変狭窄しており、緊急車両にとってもマイクロバスにとっても

通行のボトルネックのようになっています。このあたりを、市としてどう考えていますか。 

いろいろな工事を進めていく中で市に問い合わせても、「県に伝えています」、「ＪＲに

伝えています」などという回答であり、市が取り組む姿勢が目に見えないように思います。

それとも、ＪＲ西日本がそういう体質なのでしょうか。 

 

（地元意見） 

 ＪＲの問題については、２０年以上前に末恒地区と米子鉄道管理局とが話し合ったこと

があります。しかしその後、米子鉄道管理局からの返事はなく、お互いがずるずると何も

なく現在に至っています。この問題については前回の地域づくり懇談会でも話が出ました

が、それ以前にも要望したことがあると思います。まちづくり協議会とともに要望をした

こともあります。そういう経過があるのに全く進展が見られないことについて、非常に不

信に思っています。 

 

（深澤市長） 

 ＪＲ山陰線の交差部を改良するという件についてのご意見だと思います。 

市がさまざまな事業を進めていくにあたり、ＪＲ西日本さんと協議する場面はたくさん

あります。その中で要請して対応していただくこともありますし、一緒に事業を進めてい

くこともあります。 
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前回の地域づくり懇談会でも、この問題に関するご意見やご質問をいただきました。こ

こは県道ですので、まずは鳥取県に要請していくことになります。県では、まず調査をし

ていこうということで、実施を前提ということではありませんが、今は調査にかかってい

ただいています。 

現在は、山陰道鳥取西道路の整備も着実に進められています。この西道路が供用開始さ

れれば交通量の変化もあると思いますし、白兎の道の駅が“重点「道の駅」”に指定された

こともあり、今後は観光振興等の取り組みも進めていかなければいけないと思っています。 

その中で、この交差部分の改良等は将来ますます必要になってくると思いますので、ど

のような整備が可能かといったことも検討しながら、引き続き県に要請していく必要があ

ると考えています。 

 

（都市整備部次長） 

 ＪＲの線路下を通っている、一般県道御熊白兎

線についてのご意見だと思います。これは長年の

懸案事項として、地区の皆様から継続してご要望

いただいており、市としても、事業の推進につい

て県にお願いしてきている状況です。 

県としては、交通量や費用対効果などの面で、

現状では事業実施は困難な状況であるという認識

のようですが、平成２９年度には山陰道鳥取西道

路の吉岡インターチェンジが開通予定であり、道路の整備が整えば交通面で変化があると

考えられますし、また、白兎の道の駅が“重点「道の駅」”に指定されたことを受け、今年

度に入って地域の皆様と国・県・市で、これをどう活かしていくかという研究も始めてい

ます。 

以上の２点を踏まえ、県では、将来的には道路整備の必要性が高まるのではないかとい

うことで、するとすればどのような整備が可能かについての概略設計といいますか、机上

での調査に着手したと伺っています。まだ交通量等の把握ができないため、事業実施を前

提とするところまではいっていないようですが、県として調査に着手したということで、

少し前進したと理解しています。 

 

（地元意見） 

 地区要望で県に関係するものは、市を飛ばして県と直接交渉してもよいのでしょうか。

具体的には、溝川の河川改修についての要望ですが、もう直接交渉しないと埒が明かない

のではないかと感じています。これもＪＲに絡んでいます。ＪＲの線路から北側は、とり

あえず改修がしてありますが、南側は改修しておらず古いままになっています。奥の方は、

農道でアスファルト舗装がしてあります。美萩野伏野線の溝川橋の改修については、非常

にご尽力をいただきありがたく思っています。水がつくと今でも浸水はしますが、それで

も通行はかなり良くなりました。 

溝川の河川改修の話は、ずっと以前に鳥取県から話があり、現状の暫定的な状態が３０

年ほど続いていると思います。当時の県の河川係長は将来の計画について話していて、当
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時、伏野の集会所に来られて説明も受けました。それで、溝川沿いにある田んぼの地権者

は土地の１割を提供し、片側には河川管理道ができました。こういった工事は３０年ほど

前に行ったので、今は崩れてきています。やはり抜本的な改修をしなければいけない時期

にきていると思います。 

ふるさと創生、総合戦略などいろいろ取り組んでいるようですが、このような具体的な

提案事項を、緊急性が乏しいからとほったらかしにしたままで、大きな事業に本当に取り

組んでいけるのでしょうか。 

県は、３０年前の約束をきちんと守るという姿勢をとってほしいです。そのためには、

当時の県の河川係長と直接話をする機会を作るという形をとってもよいと思います。当時、

一定のプランを持って住民に約束しているのだから、それが実現されていないことについ

てどう考えているのか、地域と県とで直接交渉した方が良いと思います。そのあたりにつ

いて、市ではどう考えますか。 

 

（都市整備部次長） 

 前回の地域づくり懇談会でも同様にご指摘をいただきました。鳥取県に対しては、市と

しても早期整備や事業再開について継続して要望していますが、県からは、「公共事業その

ものを削減してきている中で、実際に現在人家への浸水、被害が発生しているなど緊急性

の高い所から整備を行っているため、溝川の上流部分についてはもう少し状況を待ってい

ただきたい」という回答をいただいています。 

県との直接交渉については、県の担当課にお伝えしたいと思います。お伝えする中で、

県として地元の皆様と一度話をするという話が出てくれば、市としては、それを皆様にお

伝えするなどの仲立ちをさせていただきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 県は、大雨が降って水に浸るのは人家ではなく田んぼだから、緊急性が乏しいという理

屈替えをしているようですが、私が聞いている範囲では、ＪＲの鉄橋がネックになって改

修ができないのだとずっと言っていました。しかしＪＲの鉄橋部分の改修ができなくても、

それ以外の所は改修していかなければいけないと思います。美萩野に住宅地ができました

が、あの溝川が、いわゆる旧集落と美萩野の住宅地を分断している要因の一つになってい

るのです。 

 

（深澤市長） 

 市が、県と直接交渉ができる、できないということを申し上げることではないと思いま

すが、鳥取市内の地域の皆様の課題ですので、市としてもできる限りの仲立ちをしたり、

皆様と一緒に要望するなど、できることは大いにさせていただきたいと思っているところ

です。 

 

（地元意見） 

 地区要望は、地区会長会において来年度向け要望の説明が６月に行われ、各地域が意見

収集をして９月初めに要望書を市に提出し、その後、市の担当課がそれぞれ検討して、翌
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年になって市長名で回答書が地域に出されるという流れです。 

しかし、書面のみのやり取りでは分かりづらいところがあるので、要望書を提出すると

同時に地域が市に対して状況説明をしたり、逆に市から状況説明をしてもらうなどのプロ

セスがあってもよいのではないかと思います。 

また、所管が市役所内部であれば回答もスムーズに作成できると思いますが、県などの

他団体が所管の場合はさらに分かりづらいということもあります。他団体に市から要望を

伝える時には、地域も同席させてもらうなどの対応があってもよいのではないかと思いま

す。 

 

（深澤市長） 

 地区要望については、ご説明いただいたような一連の流れでお願いしていますが、提出

された要望に関して特にこういうことを承知しておいてほしいなどのご希望があれば、書

面でのやり取りとは別に地域の皆様から直接お話を伺い、我々もそれに対してお答えをさ

せていただくということも随時対応させていただきたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 今日の懇談会の初めに中核市移行についての説明がありましたが、権利の増大・増強に

は、一般的に義務の増大・増強が伴うと思います。中核市になると良いことがあるという

話ばかりではなく、それに伴って生じる責任義務についてもきちんと市民にアピールする

べきだと思います。 

 

（中核市推進監） 

 中核市移行に際しては、保健所の設置などの業務が発生します。これについて我々は、

デメリットという捉え方ではなく、「中核市になって市民サービスの向上を図るために円滑

に事務の引継ぎを行う必要がある」、あるいは「今後山陰都市圏全般の発展に結び付けてい

くための取り組みが必要になる」という、中核市移行のために克服すべき課題であるとい

う捉え方をしています。いささかも市民サービスを低下させることがあってはならないと

考えていますので、例えば保健所の運営に必要なさまざまな専門職に関しても、スムーズ

に人材を確保し、停滞することなく円滑な事務の引き継ぎをしていかなければならないと

考えています。 

さまざまな事務の移譲にあたっては、国の交付税や県からの交付金などにより必要な財

源を確保できることになっているので、中核市移行に伴う事業はその収入の中で遂行でき

ると考えています。 

 

（地元意見） 

 少子高齢化により空き家が目につくようになりました。私の町内会にも空き家がだいぶ

増えてきています。空き家対策について、市として何か取り組んでいますか。 

 

（深澤市長） 

 １つは、周辺にお住まいの方が倒壊の危険を感じるような老朽化した空き家をどうする
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かという問題、もう１つは、まだまだ利活用ができる空き家をいかに活用していくかとい

う対策、大きくこの２つがあると思っています。 

鳥取市は平成２６年に「鳥取市空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。こ

の条例の制定により、非常に危険な状況にある空き家について所有者に勧告し、場合によ

っては解体撤去等を支援することを可能にしたところです。 

また、空き家の利活用についてですが、鳥取市では平成１８年以降、移住定住の促進に

取り組んでおり、現時点で１，７００名の皆様に市外から移住し定住していただいていま

す。人口減少に歯止めをかけ地域の活性化に資するといった意味で、今後もこの取り組み

は進めていきたいと考えていますが、移住して定住していただくためにはやはり住まいが

必要ですので、ご提供いただける空き家を利活用して移住定住の促進に活用していくとい

った取り組みについても、具体的に進めていきたいと考えているところです。 

 

（地元意見） 

各地域が、それぞれの地域づくりに取り組んでいます。県にも市にもさまざまな助成制

度があると思いますが、地域はその全てを熟知しているわけではありません。町内会長は

１年で交代するので、どのような制度があるのか呑み込めていない状態で事業計画を立て、

地区会長会で「市からこういう制度の申請案内が来ているから提出しなさい」と急に言わ

れるのです。 

いろいろな制度があるので、地区で一括してでも他地区を含めてでもよいですが、地域

づくりに関する市の制度説明会を開催してもらえれば、地域の運営がスムーズにできるの

ではないかと思います。 

 

（深澤市長） 

市としてさまざまな制度を準備しているのですが、こういった場合にこういう制度が活

用できますという部分について、たしかに周知が少し足りていないかもしれません。いろ

いろな方法で制度の周知を図らせていただき、大いに活用していただけるようにしたいと

思っています。 

 

（企画推進部長） 

鳥取市には、今年度で約３３０の補助金の制度があり、例えば地域づくりに関する助成

制度であれば、企画推進部の市民まちづくり提案事業や地域コミュニティ育成支援事業な

どがあります。鳥取市ホームページにも補助金の一覧を掲載していますが、補助金の中身

が分からず見づらいため、近いうちにリンクを貼って見やすく改善する予定です。 

助成制度に関しては、市から出向いて説明させていただくこともできますし、各地区に

ＣＳＴ（コミュニティ支援チーム）という、市と地区のパイプ役の職員を配置しています

ので、ＣＳＴにご相談いただければ説明させていただきます。補助金の数が多いため、全

てについて説明するとかなりの量になってしまいますが、分野を限定して知りたいという

ご希望があれば説明させていただけると思います。 

 

（地元意見） 
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少子高齢化により、全国的に高齢者が非常に増えています。その中で、鳥取県には６５

歳以上の高齢者が１６万人いるが、その内の８割は元気な高齢者だそうです。視点を変え

れば、元気な高齢者という人材を活用すれば地域づくりに大いに貢献していただけるとい

うことだと思います。 

ボランティア活動について、鳥取市の道路アダプト制度は、資材は市が提供してくれる

し、安全面は保険による保障をしてもらえますが、いわゆる交付金部分がありません。鳥

取県にも「河川・道路ボランティア促進事業」という似たような制度がありますが、こち

らには１人１時間あたり１００円の交付金が払われます。 

元気だからボランティアに協力しようという気持ちは当然ありますが、率直なところ、

大変な思いをしたのにお茶の１杯も出ないのかという気持ちもあると思います。交付金が

あれば飲み物でも出すことができます。ボランティアで一汗かいた後のコミュニケーショ

ンがあれば、地区の環境も良くなり、頑張って良かったという高揚感にもつながると思い

ます。 

 

（深澤市長） 

これからは、やはり市民の皆様のご支援やご協力などのお力添えをいただかなければ、

市政運営等も難しいと考えており、また、高齢者の皆様にもお力添えをいただいたり、ご

活躍いただきたいと思っています。市の「アダプト・プログラム」では、必要な資材を貸

与したり保険の加入をお願いしたりしていますが、交付金を交付するシステムではありま

せんので、今後、この部分についてどういった方法が可能なのか、少し研究させていただ

きたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 今日の懇談会でもらった総合戦略等の資料を見て、企画立案が素晴らしいと思いました

が、地域が望んでいることと市政の進め方のレベルにギャップがあるように感じます。 

資料にはたしかに立派なことが書いてあります。中心市街地の活性化やジオパークなど

もあるでしょう。ただ、こういう大きな視点より、末恒地区ならこういう事をしてはどう

か、あるいはこんな方法はどうかと、書類に書くだけではなくもう少し分かりやすく提案

してほしいです。 

 

（深澤市長） 

 末恒地区ではもう少しこうしたらどうだろうかといった地域の課題や可能性については、

むしろ地域の皆様と行政とが一緒に考えて課題解決したり、まちづくりを進めていくのが

よいのではないかと思っています。総合戦略や人口ビジョン、中核市への移行などは、鳥

取市の将来を見据えた非常に大きな課題の解決に向けた取り組みですので、少し漠然とし

ていて実感できないような部分もおありだと思います。これは、鳥取市の将来を見据えて

考えた時、今こういったことに取り組まなければ、地域が衰退して将来の発展は難しくな

るのでないかという内容をまとめたものですので、そのようにご理解いただければと思い

ます。 

本日の懇談会でも、ＪＲ山陰線との交差部の狭隘部分の解消や、溝川の河川改修につい
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てもっと県と一緒になって進めるように、などいろいろなご提言をいただきましたが、ま

さにこういったことが末恒地区の課題だと思っていますし、墓苑の整備等についても従来

からご要望いただいています。このようなことについては、皆様と一緒になって一つ一つ

取り組んでいきたいと考えています。 

 

（地元意見） 

 以前の地域づくり懇談会では、地域が提出した課題について議論していました。しかし

今回の懇談会では、初めからフリートークで進めると言われました。 

以前は、市の幹部の出席がもっと多かったはずです。しかし、当地区なら湖山池に関す

る話が出るかもしれないのに農林水産部は来ていないし、白兎の道の駅の問題が出るかも

しれないのに経済観光部も来ていません。市長が全て回答するならよいですが、農業問題

なら農業技術者などの専門の担当がいるではないですか。ましてや教育長も来ていないし、

保育園や幼稚園に関係する健康子育て推進局長も来ていません。 

２年に一度の開催なのです。やむを得ない事情があるなら、今日都市整備部の部長では

なく次長が出席しているように、調整してでも、市長以下、幹部は 大限出席すべきだと

思います。他地区の地域づくり懇談会に出席しましたが、その会場は幹部の出席はもっと

多かったです。フリートークだから、さまざまな意見や要望があるわけです。地域の皆さ

んの意見を広く聴きたいのであれば、幹部が勢ぞろいすべきです。そのことが、鳥取市が

将来発展していく原動力になっていくと思います。 

 

（深澤市長） 

 ご意見として承りたいと思います。昨年から少し会の進め方を変えさせていただいてい

ます。参加いただいている地域の皆様からのご意見やご質問が少し出しにくいという声を

いただき、せっかくの機会なので我々もざっくばらんに話をさせていただきたいというこ

とで、このスタイルで進めさせていただいているところです。以前の進め方の方が良かっ

たというご意見もおありかと思いますが、市側の説明事項に多くの時間を割くことを極力

減らし、皆様からご意見やご質問を出していただきやすい雰囲気で進めたいと考えていま

す。来年度以降もこの方法で進めていくということではなく、随時、良い進め方を検討し

ながら見直しもさせていただいておりますので、一つのスタイルということでご理解いた

だきたいと思います。 

 

（地元意見） 

 鳥取県は、県立美術館の設置場所をどこにするか検討していると思いますが、県庁所在

地である鳥取市に、ぜひ立派な美術館を建ててほしいと、県に対して市からお願いしてほ

しいと思います。 

 

（深澤市長） 

 県立美術館の誘致については、今後さらに多くの皆様と一緒になって、誘致運動を強力

に展開していきたいと思っています。県立美術館の設置については、ずっと以前に鳥取市

内の桂見地区に設置することが決まり、市としては道路まで整備して待っていましたが、
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片山知事の時代に凍結し、構想がそのまま止まっています。こういった経過もあり、何よ

りも鳥取県内で美術館をどこに設置するのがよいかを考えると、鳥取市は交通アクセスや、

県庁所在地であることなどで非常に優位性があるので、さまざまな面で鳥取市に設置して

いただくのが良いと私は常々思っています。 

先般、経済界や文化芸術団体の皆さんなどの中でも、署名活動等を含めた誘致活動を一

緒に進めていこうではないかという機運が高まってきていますので、市民の皆様にもご賛

同いただきながら、鳥取市に設置してもらえるよう一緒になって強力に要請していきたい

と思っています。 

 

（地元意見） 

地区公民館の職員は、地域の皆さんと連携を図りながら、本当に給料以上の仕事をして

くれていると思います。そこで、職員の待遇改善として、賃金をもう少し上げていただけ

たらと思います。市の給与制度の中で決められているため簡単にはいかないとは思います

が、公民館職員は市の職員とはまた違った意味で、地域との連携など広がりを持った仕事

を、一人一人が自覚をもってしてくれています。市長からお口添えをしてもらえたらと思

います。 

 

（深澤市長） 

地区公民館にはいろいろな業務があり、職員が日々大変頑張ってくれていることは私も

承知しています。今の鳥取市の給与制度を鑑みつつ、できる限りの見直し改善などは図っ

ているところです。他の給与の状況等との均衡も考慮しながら、今後も改善できるところ

は改善させていただきたいと思っているところです。 

何よりも、生涯学習の拠点であり地域コミュニティの拠点である地区公民館で、職員に

は今後も大いに活躍してもらえるよう期待していますので、併せて給与のあり方等につい

ても、引き続きしっかりと検討していきたいと思っています。 

 

７ 市長あいさつ 

 一言お礼のご挨拶を申し上げたいと思います。非常に限られた時間ではありましたが、

さまざまなご意見やご提言をいただきましたことに、心から感謝申し上げる次第です。２

年に一度の開催ということで回数は非常にが少ないため、地域づくり懇談会だけではなく、

地域の要望等を直接お聴きする機会がつくれないかというご意見も、フリートークの中で

いただきました。いろいろな場面で、いろいろな形で、皆様のご意見等をいただき、いた

だいた意見等を限りなく市政に反映させていきたいと思いますし、課題等につきましては、

実現に向けて精一杯努力していきたいと思っているところです。 

鳥取市は、庁舎問題や中核市移行の問題、また新しい可燃物処理施設の建設や総合戦略、

人口ビジョンの策定等、多くの大きな課題を抱えていますが、将来を見据え、今が踏ん張

りどころだと思っておりますので、引き続き皆様方のご理解やお力添えを賜りながら、し

っかりと取り組んでいきたいと思っております。引き続き、どうかよろしくお願い申し上

げます。 

長時間にわたり熱心にご議論いただきましたことに重ねて感謝申し上げ、お礼のご挨拶
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に代えさえていただきます。今日は本当にありがとうございました。 

 

 


