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神戸地区 地域づくり懇談会  議事録 

 

１ 日 時 平成２７年８月１１日（火） １９：００～２０：２０   

２ 会 場 神戸地区公民館 

３ 出席者 地元出席者  ３３名 

市側出席者  １５名 

深澤市長、羽場副市長、木下教育長、河井総務部長、田中中核市推進監、田

中企画推進部長、藤井都市整備部長、久野地域振興監、鈴木農業振興課長、

高橋秘書課長、石上学校教育課校区審議室主幹 

            ＜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 地域の重要課題について 

１ 空き家問題について 

＜地域課題＞ 

 各集落内に空き家ができ、所有者は無論、隣近所が大変迷惑を受けているのが現実です。

法令の見直しにより、所有者の責務が重くなり、早急に撤去を求められる家屋もあり、予

算的に厳しく苦慮されている家もあります。 

 市の方針や、対策をお尋ねします。 

（問いの一例として） 

・全国の市町村では、取り壊し費用の補助をおこなっている例もあるようだが、鳥取市の

対応はどうか。また、中山間と市街地の取り扱いは同等か。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【都市整備部】 

 本市においては、平成２６年４月から「鳥取市空き家等の適正管理に関する条例」を施

行しており、管理不全な状態の空き家等の指導を行ってきたところです。 

 また、平成２７年５月２６日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行さ

れました。今後は、この法律や条例に基づいて建物及び所有者を調査し、所有者に対して

修繕や撤去等の管理指導を行ってまいります。 

 管理指導等にあたっては、所有者の特定が難しい場合があり地区の協力も必要となりま

すので、所有者に関する情報の提供をお願いします。 
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＜補助について＞ 

 「鳥取市空き家等の適正管理に関する条例」において、所有者への支援事業として、空

き家の除却費用の一部を助成しております。 

 近隣に影響があり倒壊等のおそれのある空き家に対し、最高３０万円（補助率１／３）

までの補助をしております。今年度は１０件分の補助を予定しております。補助対象物件

の選定につきましては、本市が空き家の不良度判定調査を行ったのち、第三者機関の協議

会に審議をはかり決定しています。応募件数が予定件数を超えた場合は、近隣や道路への

影響等を第三者機関で判定し優先順位を決めますが、特に中山間地と市街地での区分はあ

りません。 

 

（都市整備部長） 

 本市においては、平成２６年４月から「鳥取市空き家等の適正管理に関する条例」を施

行しており、この条例に基づいて管理が不完全な状態の空き家等の指導を行ってきたとこ

ろです。さらに、本年５月２６日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行

されました。今後は、この法律や条例に基づいて建物および所有者等を調査し、所有者に

対して修繕や撤去等の管理指導を行っていきます。なお、管理指導等にあたって所有者の

特定が難しい場合には、地域の皆様に所有者に関する情報の提供をお願いすることもあり

ますので、その際はご協力をお願いします。 

また本市では、条例に基づき、所有者への支援として空き家等の除却費用の一部を助成

しています。周辺への影響があり倒壊等の恐れのある空き家等に対して、補助率１／３で

上限３０万円までの補助を行っており、今年度は１０件分の補助を予定しています。補助

対象物件の選定については、本市が空き家等の不良度判定調査を行った後、第三者委員会

である「鳥取市空き家等対策協議会」に諮って決定しています。補助申し込みが予定件数

を超えた場合は、周辺や道路への影響等を協議会で判定し優先順位を決めますが、特に中

山間地、市街地という区別はありません。 

 

（地元意見） 

 神戸地区は、倒壊同然の廃屋のような家屋が多くあります。これを、取り壊して更地に

してきちんと管理してくださいと所有者に言っていくのは、現実問題として、どこの地区

でも非常に難しいと思います。所有者が取り壊しできない建物には、タヌキやイノシシな

どの野外動物が出てきているし、さらにはシロアリの問題もあります。そしてそこから被

害が広がるため、隣近所がかなり困っている現状です。 

取り壊しに対する補助金は、補助率が１／３で上限３０万円とのことですが、中山間地

域には重機も入らないような家屋が結構あり、取り壊す建物そのものは小さくても、取り

壊し作業が難しいために、費用が１００万円から２００万円程度かかる場合もあります。

資産がたくさんあるわけではないので、もう名義変更をして、隣近所の人に全て管理して

もらってはどうかと考えている人もいると聞いています。しかし、隣近所の人が１００万

円や２００万円を負担して家屋を取り壊した上、更地を自分名義にして管理できるかとい

えば、市街地の条件の良い場所などであればともかく、中山間地でそこまでする人はいな

いと思います。そのあたりのことがあり、今日の地域課題のトップに挙がっているのだと
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思います。中山間地域の救済措置としての対策、または支援策があれば教えてほしいです。 

 

（都市整備部長） 

 小さい家屋の取り壊しでも１００万円から２００万円の費用がかかることは、承知して

います。そのように、危険家屋をなかなか取り壊していただけないという状況が全国的に

あることから、少額ではありますが、市として上限３０万円を補助することとしたところ

です。 

今後ますます空き家が増えるようであれば、上限額や補助率の見直しについて検討しな

ければいけないと思いますが、平成２６年４月に条例を施行したところですので、当面は

これで様子を見させていただき、その後の状況を踏まえて検討したいと考えています。 

 

（地元意見） 

 今年度は１０件分の補助を予定しているとのことですが、田舎の家では、蔵などを合わ

せると数軒の建物を所有している人もいます。例えば１人が２つの建物を取り壊せば、６

０万円もらえますか。 

 

（都市整備部長） 

 できるだけ多くの方に補助制度を活用していただきたいため、基本的には、１人につき

１件の補助となります。補助にあたっては協議会に諮るため、補助申請の件数が少なく、

１人が２つの建物を取り壊したいという案件が出れば、協議会の中で議題として協議させ

ていただくことになると思いますが、現時点では１人につき１件になります。 

 

（担当課補足：建築指導課） 

１敷地に１回の補助と考えており、１敷地に数棟ある場合は、撤去されない棟が管理不

全で危険空き家となることが考えられるため、全ての建物を撤去することを条件としてお

ります。 

なお、複数の敷地を所有されている場合は、個々の敷地単位で１回の補助と考えており

ます。 

 

２ 神戸小学校の今後について 

＜地域課題＞ 

 小規模校である神戸小学校の今後のあり方について、校区審議室のアドバイスのもとに

「かんどの教育を考える会」を設立し、地域の思いを集約していく作業を進め始めた段階

だが、それぞれに意見が異なり、集約にこぎつけることは困難と思われる。 

 ≪地域の声を聞くことは重要だが≫望ましい教育を進めていくために、教育委員会「市

制」の基本的な方針を聴かせていただきたい。 

 

＜担当部局の所見等＞ 

【教育委員会】 

 まず、本市の学校の標準規模を大前提とし、保護者や地域の皆様には、将来を見通した
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教育や学校のあり方、地域の特性や歴史など地域コミュニティの状況を考慮した上で、責

任ある議論のもとに検討していただきたいと考えています。 

 本市としては、①子ども達が時代の変化に適応し、郷土を想い、グローバルに活躍でき

る教育であるか、②小規模校であれば、そのデメリットを克服し、メリットを生かす明確

な方策があるか、③保護者をはじめ地域の総意となっているか、という大きく３つの視点

で判断する姿勢に立っています。 

 集約にこぎつけることは決して容易ではなく、まずはさまざまなご意見について論点や

課題の整理を丁寧に行うことが必要だと思われます。この過程の中で、本市としても、地

域任せではなく、中立・客観的視点のもと、地域の皆様に対し、必要な情報提供を必要な

際に行うなどの支援を行い、最終的に、地域の皆様が納得された形で方向性を導かれるこ

とを期待しています。 

 子ども達の将来を十分に考慮した教育のあり方について、地域の大人達がしっかりと責

任ある議論をし、地域住民の総意として示されるのであれば、本市としては最大限尊重す

べきであると考えています。 

 

（教育長） 

 国も市も、学校には一定の集団規模が必要であるという大原則があります。 

児童数の少ない学校では、多様な考え方に触れる、相手を認め合う、協力し合う、切磋

琢磨していくといったことに関して問題があります。また、学校という社会集団の中で社

会性を身につけていかなければいけません。そういう部分でも問題があるということで、

今、このような校区の問題に取り組んでいるところです。 

国は、適正な学校の規模を１２学級から１８学級

としていますが、鳥取市では、小学校、中学校とも

に６学級から１８学級と幅を広げています。そして、

５学級以下の学校については、検討を急がなければ

いけないとしています。 

通学距離に関しては、国が、小学校は４ｋｍ、中

学校は６ｋｍ、通学時間はおおむね１時間以内とい

う基準を定めています。そして今後、スクールバス

等の利用も考慮し「通学時間は３０分程度」という基準が盛り込まれる予定です。 

適正配置の面からは、地域から特に要望をいただいている、あるいは施設の改修等が数

年以内に見込まれているなど、検討する上で優先すべき視点がありますが、学校が地域の

核として心を一つにしてきた歴史があるのも事実です。だからこそ、いろいろなことを勘

案しながら考えていかなければいけないと思っています。 

神戸小学校の児童数は今３３名で、６年後には１７名に減ります。この現実が突き付け

られているのは間違いない事実です。統合して特色のある学校を作っていくという選択も

あります。そして、そのまま残るという選択もあります。しかし、少ない児童数で学習し

ていくにあたってはデメリットがあります。こういったデメリットをクリアしていく良い

方法があれば、存続するという選択もあるということです。 

地域の皆様が子ども達の将来を考えたとき、これからの子どもは、１０年先、２０年先
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に広い社会で活躍していくように育ってもらわなければならないはずです。それに相応し

い教育をしていく学校を、学校として残せるのかどうか、考えていただいているところで

す。「かんどの教育を考える会」が設立されてから何度か話をしてきておられますが、私達

は、皆様方にこの問題を丸投げしているわけではありません。神戸の子ども達にとってど

のような教育が良いのか考える際に必要な情報などは、教育委員会から提供させていただ

きます。 

皆様が、地域の子ども達の将来に対して責任のある議論をしっかりとしていただき、地

域の総意として話がなされた上で私達にお届けいただければ、教育委員会は尊重させてい

ただきます。 

 

（地元意見） 

 地域の総意をまとめてくださいというのは、言葉としては分かりますが、総意というの

はなかなかまとめられるものではないと思います。校区内のアンケートによると、６０％

程度の人は、児童数がこれ以上少なくなるなら統合もやむを得ないという意見ですが、そ

れでは総意にはなりません。 

神戸小学校の来年の新入生は２人で、再来年の新入生は１人です。同級生もいません。

新入生が１人で、本当に教育ができるのかということがあるので、地域としても急いで教

育委員会と協議しなければいけないと思っています。教育委員会が決めるとは言えないだ

ろうから、地域としてもこれから内容を詰めていくよう努力していきたいと思います。 

神戸小学校の新入生が再来年に１人になりますが、その環境での教育についてどう考え

ていますか。 

 

（教育長） 

 学校教育というものは、適正な規模で行っていかなければ本来の教育にはならないとい

う大原則があります。たしかに、塾などのようにマンツーマンで学習する方法もあります。

少人数で学習をしていくことについては、今の学校教育の中でもそういう部分はあるので、

それはそれで効果がある部分もあるのでしょう。ただ、子ども達は、学校で人と触れ合う

中で、社会性をしっかり身に付けていきます。そういうことを考えると、学年で１人とい

うのは、やはり学校としてはあるべき姿ではないと私は思っています。ですから、適正規

模にしたいというのが教育委員会の気持ちなのです。 

ただ、適正規模にするにはいろいろな方法があるはずです。統合も１つの方法です。佐

治中学校と用瀬中学校が統合して、千代南中学校ができました。湖南は小中一貫校になり

ました。今後も、福部町で幼小中一貫校をつくる予定です。その、いろいろあるであろう

方法について、地域の皆様の総意としてのお気持ちを聞かせていただきたいということで

す。 

 

（地元意見） 

 地域が会議を重ねる中で、いろいろな意見が出てきています。保護者の中でも意見が違

うし、地域の中でも違います。統合するにも、小さい学校同士で統合するより、大きい学

校に統合した方がよいのではないかという意見も、保護者の中から出ています。また、美



 - 6 -

和小学校だけではなく、河原町内の小学校がよい、倉田地区の方も一緒になってはどうか

など、いろいろな意見が出てきているのです。 

だから、仮に地域の総意が決まったとしても、今度は他の地域との兼ね合いが出てくる

と思います。神戸地区ではいろいろ話が出ているが、他の地域では特にまだ話は出ていな

いという話も聞いたことがあります。しかしこれは、神戸地区だけが盛り上がるわけには

いかない話だと思っています。 

神戸地区の総意として案を持っていっても、他の地域から拒否されることがあるかもし

れません。校区審議会が中に入って「あちらの意見はこうです」、「こちらの意見はこうで

す」と両方の意見をまとめてくれたり、「他の地域ではこういう検討をしているので神戸で

も少し話を進めてみてもらえないか」などと情報を提供してもらえたりするのでしょうか。 

  

（教育長） 

 校区審議会の中でも、どうするのがよいのかと

いう話し合いはされますし、実際に現実の話とな

って動き始めてくれば、関係する地域の皆様が集

まって議論されると思います。 

地域の皆様の意見は尊重しますとは言っていま

すが、最終的に判断するのは教育委員会です。そ

ういう意味で、単純に「このままがよい」とか「う

ちの地区ではこうだ」ではなく、説得力のあるご

意見をお願いしたいのです。そういう意味で、し

っかりと責任ある議論を積み重ねていただきたいと思っています。 

 

（地元意見） 

 神戸小学校は小規模ですが、反対に、鳥取市内には大きくて困っている学校もあると思

います。例えば市立南中学校はマンモス校になっていますが、あそこはどうする予定にな

っているのですか。もう何か予定が決まっていますか。今後の神戸小学校を考える上で、

参考にしたいです。 

 

（教育長） 

 たしかに大規模校についても適正規模の問題はあります。市立南中学校については校区

審議会で検討しています。また、地域や学校、保護者の皆様にもご意見をいただいている

ところです。今、一所懸命検討しているところで、まだ結論は出ていません。 

 

７ 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） 

 今日の地域づくり懇談会の冒頭にあった人口ビジョンの説明の中で、今後の鳥取市の人

口を増やすという話がありました。子どもの数が１家庭に３人以上というのが一番大事だ

と思います。そして、そのために一番大事なのは仕事があることだと思います。お父さん

お母さんが安心して仕事に就いていることです。例えば、２０歳から６０歳まで働き、３
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人の子どもを大学に出したとします。東京の私立大学に１人通わせると、一番最高で１，

２００万円必要だという話があります。３人を通わせれば３，６００万円です。４０年間

働いてその金額を支払えるしっかりとした企業を、市長は鳥取市に誘致できますか。そう

いう企業がもっとほしいです。鳥取三洋電機がなくなってから、皆で仕事の話をすると沈

んでしまうようなことが多いです。 

私の子どもが高等学校を卒業して就職することになったのですが、求人票を見て唖然と

しました。求人票によると、給料が高い会社の上位は、まず遊技場でした。遊技場には悪

いが、本当にこの子達がこの鳥取市で６０歳までまともに働き、幸せな家庭を作れるのか

と心配したことがあります。だから、本当にしっかりした企業を誘致して、４０年間しっ

かり働ける鳥取市にしてほしいです。 

 

（深澤市長） 

 はい。よく分かりました。私も全く同感です。雇用の場をもっと確保、拡大していくこ

とが、今、鳥取市政の非常に重要な、最重要と言ってもよい課題だと考えています。 

私も昨年の選挙に臨むにあたり、一番の課題は雇用だと皆様に訴えてきました。市外か

らしっかりした企業を誘致することも大事ですし、鳥取市内に従前からある地元企業の底

上げ支援をしっかりしていくことも大事ですので、今、この両方について一所懸命取り組

んでいます。 

鳥取三洋電機の跡地を鳥取市が購入し、現在、お菓子の株式会社源吉兆庵が工場を建設

中ですし、その南側の土地にも、ジェネリック医薬品の会社である共和薬品工業株式会社

に企業進出していただくことになっているなど、この跡地はほぼ埋まっています。また、

河原工業団地には、自動車のオートマチックのトランスミッションという、非常に大事な

部分の部品を生産される、株式会社イナテックに立地いただくことになりました。地鎮祭

が終わり、これからいよいよ着工されます。約１００人程度の雇用が計画されています。

また、飛行機の部品を作る今井航空機器工業株式会社は、新津ノ井工業団地に、間もなく

着工されるということです。そして、河原町の布袋工業団地には豆乳のマルサンアイ株式

会社と、この３つの企業が立て続けに進出を決定されました。 

その他にも誘致企業の案件はいろいろあります。私も、会社を直接訪問させていただい

たりしていますが、今後もしっかり企業誘致に努めていきたいと思っています。 

平成２０年代の間には山陰道鳥取西道路がつながっていく予定であり、高速道路網の整

備が着実に進んでいます。また、何よりも、鳥取市は地震等の災害のリスクが少ない地域

だと評価されており、こういったことが今、非常に追い風になっています。 

本年７月現在の、鳥取県東部の有効求人倍率は０．９７であり、昨年や一昨年に比較す

ると状況が良くなってきています。雇用情勢にも改善の兆しが見えてきて良い方向に向か

っていますので、今は反対に、企業が今後いかに人材を確保していくかが課題になってい

るような状況です。 

地元の学校を卒業された若い方には鳥取市に残っていただく、また、一度は鳥取県外に

出られたとしても、ぜひ帰ってきていただきたいと思っています。皆様の近くにそういう

方がいらっしゃいましたら、ぜひ鳥取市でご活躍いただくようにと、皆様からも話をして

いただければ大変幸いです。これからも一所懸命頑張りますので、よろしくお願いします。 
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（地元意見） 

 神戸地区には、砂見川が流れており、滝がある岩坪辺りは非常にきれいです。しかし、

下流域になってくると、石に土のようなものがいっぱい付着しています。アユは石に付着

している藻を食べますが、そういう藻ではなく土のようなものが付着しているのです。 

下水道が整備されたので、川がきれいになるのではないかと期待していました。以前は

アユやハエが川にたくさんいたのですが、最近では探してもなかなか見つけられなくなり

ました。田んぼの農薬なども原因なのかもしれませんが、山が荒れてきているために、水

がきれいになってないのではないかと思います。 

最近、全国的に木質バイオマス発電が結構話題になっています。鳥取県は山が多いし、

神戸地区にもたくさん山がありますが、入ると松の木の立ち枯れや、間伐されていない人

工林などが目立ちます。そういった木材を切り出して、循環型ということで、木質バイオ

マス発電をしてはどうでしょうか。 

現時点では、少し漠然とした夢物語のような話ですが、実際に稼働しているところもあ

るようです。将来的に作っていけたらよいのではないかと思います。 

 

（深澤市長） 

 岡山県真庭市が積極的に取り組んでかなりの電力を賄っておられ、全国からたくさんの

視察があるという話も聞いています。山林の保全は、非常に大切だと思います。鳥取市の

面積の約７割は山林であり、山林の機能として、下流域の水質を保全していく水源涵養な

どの大切な役割があります。こういったことを大切にする取り組みは、今後もしっかりし

ていかなければいけないと思います。また、戦後に植林された杉や檜などは、今、伐期を

迎えています。林業の育成支援等も、今後、強力に取り組んでいかなければならないと思

います。間伐、作業道の整備などに対する支援は、国や鳥取県も協調して進めていくこと

になりますが、鳥取市としても、今後力を入れていかなければならないと思っています。 

木質バイオマスはもとより、持続可能な循環型社会に転換を図っていくことも、環境問

題を考えていく上で非常に重要なポイントだと思いますので、総合的に取り組んでいかな

ければならないと思っています。 

 

（地元意見） 

 先日、「かんど夏祭り」があったのですが、その際、神戸小学校の体育館に足の不自由な

方が来られました。数年前にＰＴＡ会長をしていた時は全く気付かなかったのですが、体

育館の周囲に、スロープが全くありません。毎年敬老会も開催しているし、よくこの状態

だったと思い、今まで気付なかったことを恥ずかしく思いました。 

今、神戸小学校は耐震工事をしています。今年の敬老会には間に合わなくてもよいので、

その工事に含めて、体育館の周囲にスロープを作ってもらえないでしょうか。 

よく見ると、階段も子どもに合わせたサイズになっているので非常に狭いです。そのた

め、大人が歩くと転びやすいような状態です。 

 

（深澤市長） 
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 耐震工事に含めることができるかどうかは分かりませんが、バリアフリーは各公共施設

にしっかり確保できていなければならないと思いますので、後日現場の状況を確認し、対

応ができるかどうか検討したいと思います。 

 

（担当課補足：教育総務課） 

 学校の体育館は、児童だけでなく地域の皆様にも広く利用されており、バリアフリー化

は重要と考えます。 

 今年度実施中の耐震補強工事に併せて工事します。 

 

（地元意見） 

 神戸小学校の近くに、数年前に産業廃棄物の処理場のような施設ができて稼働していま

す。煙が出るのは仕方ないと思うが、どのような煙が出るのが普通なのか分からない私達

は不安です。生活する上で欠かせない施設なので仕方ないとは思うが、生まれ育った神戸

地区が本当に汚れていくようで悲しく、また、小学校が近い事もあり、子ども達のことを

考えると不安な気持ちもあります。 

私達が分からない分、行政がしっかりと目を行き届かせて監督してほしいです。 

 

（深澤市長） 

 産業廃棄物は鳥取県の管轄になります。おそらく排出基準などのさまざまな要件がある

と思いますが、そのあたりの基準はクリアして稼働していると思います。 

何か不安な状況等があれば、鳥取市を通じて鳥取県に確認や要請を行うことは可能です

ので、そういった形で対応させていただきたいと思います。 

 

（担当課補足：生活環境課） 

 ご指摘の施設は、神戸小学校下手の山側にある株式会社山田産業の産業廃棄物中間処理

施設のことだと考えられます。 

 産業廃棄物処理施設の指導・許可権限のある鳥取県東部生活環境事務所 環境・循環推

進課に問い合わせたところ、この施設には自家処理を行う焼却炉があり、事業者は鳥取県

にダイオキシンの検査報告を毎年行っていて数値には問題はないとのことです。 

なお、鳥取県は、産業廃棄物処理施設には年に１回立ち入り検査を行い、施設が適切に

管理運営されているか指導監督を行っています。 

 

（地元意見） 

 平成３０年を目途に中核市を目指すということですが、今日いただいた資料には、中核

市移行のための人口要件は２０万人以上と書いてあります。しかし現在、鳥取市の人口は

２０万人を下回っています。このあたりはどうなっていますか。 

 

（深澤市長） 

 昨年５月に、地方自治法が改正されました。改正に伴い、中核市になるための人口要件

が少し緩和され、改正前は３０万人以上だった人口要件が、改正後は２０万人以上になり
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ました。鳥取市の人口は、現在約１９万２千人で２０万人を下回っていますが、法律によ

って、特例市に指定されていた市であれば、今後５年間に限り、人口が２０万人を下回っ

ていても中核市になれるという経過措置があります。鳥取市は、合併の翌年である平成１

７年１０月に、中核市に次ぐ都市制度である、特例市の指定を受けています。中核市の人

口要件が３０万人から２０万人に変わったことと併せて特例市の制度がなくなったため、

現在鳥取市は、特例市から、一般の市に戻っていますが、この経過措置によって５年間は

目指すことができるということです。 

 

（地元意見） 

 人口が増加すれば、大手企業などが鳥取市に進出してくれるなど、少し良い話が出てく

るのではないかと期待しています。神戸地区は若い人が県外や市街地に出てしまい、跡継

ぎがいない家が大変多いです。 

 

（深澤市長） 

 中核市を目指すのには、企業の皆さんに鳥取市に目を向けていただき、進出していただ

くという狙いもあります。一般の市である間は普通のまちですが、中核市になれば、あそ

こは中核市であり山陰地方の中心の都市だと、企業の見方が変わってきます。 

また、今、高速道路の整備が進んでいますが、「中核市」というまさに地域の中核とな

るまちになれば、高速道路等の整備について優先してもらえるのではないかと期待してい

ます。 

人口減少を食い止める上でも、企業に進出していただくためにも、そしてインフラ整備

を進めていくためにも、中核市を目指すことは重要だと考えています。 

 

（地元意見） 

 今日の懇談会で中核市移行のチラシをもらったが、このチラシは期待で作成したもので

すか。税金は上がらないと書いてありますが、予想以上に人口が減少した場合でも変わら

ないのでしょうか。 

 

（深澤市長） 

 本日お配りしたチラシの「Ｑ＆Ａ」の中に、「中核市へ移行したら、市民・事業者の税金

が上がりませんか」という質問がありますので、これに関するご質問だと思います。 

税金は上がりません。中核市移行に伴う費用がかさむから税金を上げなければいけない、

ということはありません。中核市移行に伴い、たしかに職員の増員や体制を整える必要が

あり、それには経費がかかりますが、地方交付税によって国が手当てしてくれるため、ご

心配いただくことはないと申し上げたいと思います。 

 

８ 市長あいさつ 

 一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

非常に限られた時間の中で、多岐にわたりいろいろなご意見やご質問をいただきました。

心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。２年に一度の開催であり、機
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会が少ないわけですが、今日の懇談会だけではなく、ご質問等がありましたら、いろいろ

な形で私達にお届けいただければ大変ありがたいと思います。 

今日は神戸小学校の今後について、また空き家問題、空き家対策についてお訊ねいただ

きました。 

小学校の今後のあり方というのは非常に大切な問題ですので、教育委員会を中心に地元

の皆様と一緒になってしっかりと議論を重ねさせていただき、あるべき方向、子ども達に

とってどういった選択が一番良いのかといったことについて、今後も真剣に考え続けてい

きたいと思っています。 

空き家対策については、法律が制定され、鳥取市も一昨年１２月に条例を制定し、昨年

度から施行したところです。取り壊しに対する補助は、初年度は３件分でしたが、今年度

は１０件に増やしました。いろいろな状況も勘案し、どういった制度がよいか、補助の件

数がもう少し必要かなどといったことも確認しながら、来年度の予算措置等を考えていき

たいと思います。始まったばかりの制度ですので、いろいろなご意見をいただきながら、

もっと良い制度にするにはどうしたらよいか、考えていきたいと思っているところです。 

市政の課題はたくさんありますが、今こそ将来を見据え、皆様と力を合わせ、もっと良

い鳥取市にしていく、そういった時期にあると思います。地方創生とはそういうことだと

思っています。 

長時間、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、お礼のご挨拶に代え

させていただきます。今日は本当にありがとうございました。 

 

 


