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第３９回米子市淀江地域審議会会議録 

 

１．開催日時 平成３１年２月２０日（水） 

  午前９時３０分開会  午後０時１５分閉会 

２．開催場所 米子市淀江支所 ２階大会議室 

３．出席者  委員（敬称略） 

        長谷川晋也（会長）、古川拓郎（副会長）、土光均、田口憲之、 

松原幹夫、吉田康巳、高西史郎、田中由美、吉岡正博、松井智子、

中川良久、長谷川明洋 

米子市  

 永瀬総務部次長兼調査課長、東森調査課行財政調査係長、片岡生涯

学習課長、塚田地域振興課長 

事務局 

髙橋淀江支所長、宮松地域生活課長、青砥地域生活課課長補佐、 

田原地域生活課主幹、作野地域生活課主幹 

４．会議次第   

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議事 

（１） 平成 31 年 4 月 1 日付け行政組織機構改正について 

（２） 淀江地区公民館について 

（３）その他 

４ 閉会 
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議事１ 平成 31 年 4 月 1 日付け行政組織機構改正について調査課が説明を行い、質疑・

応答に移行。 

 

高西委員：米子市は、ある程度の期間が経つと機構改革等々行われるが、本当に設置され

た機構が十分発揮されて結果を残されているのか、そういうことをきちんとチェ

ックしておられるか。いくら機構改革をしてもやはり優秀な職員、人数が少なく

ても配置して、何をするかということでしっかりとそれに基づいて予算をつけな

いと仕事ができない。２０１１年にまちづくり推進室を作られて、それから２０

１８年から総合政策部で淀江振興本部淀江振興課を設置され、初年度ももう終わ

るけれど、一体何をやって、何を残されたのか、何ができたか全く分からないの

で、そのへんをちょっとお聞きしたい。 

永瀬次長：高西委員のおっしゃること、わたくしも同感でして、組織の器を作るだけでは

なくて、人事とか必要な予算は、しかるべきものだと思っております。日頃の組

織が最終的にどういう成果を生んだかは、役所全体的な仕組みとしましては、事

務報告・日々の業務のホームページや市報での掲載、執行部の取組み、それから

市議会におきます決算における、いろいろな事業報告等、そういう形で日々行わ

せていただいております。もう一つは、当時のまちづくり推進室のときの状況、

まだ一年経つか経たないかという淀江振興本部の実績の状況ということもトー

タルで。地域審議会は、先ほど会長さんからもお話しがありましたが、１５年目

を迎えます。そういたしますと淀江地域のまちづくりの総括そういうものもきち

んとしていかなければいけないということだと思います。それについての担当は、

総合政策部が今後予定していると思うのですが、皆さんにお知らせしていかなけ

ればならない。この機構についてはその時々で形を変えます。先ほど高西委員が

おっしゃるとおり、今日は人事・財政担当課が来ておりませんが、そういった必

要なものを考えていくということはご意見のとおりだと思います。 

高橋支所長：振興本部ですが、去年の４月といいますのは、予算編成が終わった後にでき

た部署です。本年度目立ったことはできておりませんが、今私どもが考えていま

すのは、淀江地区の歴史と文化を使って、賑わいを作っていこうというもので、

伯耆古代の丘公園･ゆめ温泉・上淀展示館・むきばんだ遺跡そういうところと連

携して、あのあたりに人を集めようかということで、新年度の予算を議会に上程

して、公園のリニューアル化と温泉の長寿命化に関する改修を進めていきます。

また、他にも総合政策部に位置しておりますので、私どもに予算がなくても、総

合政策部で立案して関係各部署にこういった事業をやってくれとか、指示を出す

ような体制を作っております。 

高西委員：白鳳の里を中心にして、どういう状態かということはよくご存知だと思うが、

社長が今年度から変わって、寿製菓の社長さんが社長になられて、白鳳の里がで

きてから相当経つ。今の支所長が言われたことで、本当に活性化していくのかと

いうことを危惧する。例えば、もうちょっと、思い切ったことを、行政区域が違

うと言われるが、高速道路に淀江のインターというのがあり、あそこが淀江の行
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政区域かと思っていたら、大半が大山町のものだということで、行政区域が違い、

あの広い土地が建設残土の際というようなことでした。いろんな民間から、あそ

こにこういうものを計画しておるがどうかといろいろ聞きます。行政が違うが、

米子市長と大山町長で、そういうことを乗り越えて、協力して、あそこに何か考

えて、人が集まるようなことをやるのも大事なことではないか。淀江地区の人や

いろいろな団体の考えも聞いて、何かを積極的にやられて、考えていくほうがい

いと思う。行政庁舎の中で一部の職員だけで考えて、それを市議会に提案しても

なかなか。そのへんを考えてやられたほうがいいのではないか。 

それともう一つ、冒頭に言いましたが、やはりいい職員を淀江支所にもっと回

していかないといけない。何回か支所には苦情を言いました。言葉が悪いけれど、

出来が悪いものを淀江に回されるのではないかと心配している。まあ、そういう

ことはないとは思うが。いちばん大事なことは、人それと予算。それには、市民

からよく聞かれて、組織ばかり変えるのではなくて、その辺のことを考えて、や

って欲しい。 

高橋支所長：高西委員さんの言われることはもっともだと思います。 

      淀江インターの件は、全くものを考えていないわけではございません。タイミン

グもありますし、米子市の土地も周辺にございますし、そのへんについては、経

済戦略課にも相談しておりまして、候補地をひとつにして機を待って進めてくれ

というお願いをしております。大山町との関連ですが、内々では話しをして、や

はり行政界を越えますと予算の入れ方も違ってきますので、時間をいただいてと

考えております。 

       職員の件ですが、対応で失礼があったことについてはお詫び申し上げます。 

      市の方も人事については、そういうことはないと思っております。ご意見があっ

たということは人事に伝えて、更に優秀な職員を配置してもらうよう伝えておき

ます。 

吉田委員：分かりやすい行政組織機構の改正をしていただくうえで、まずは、具体的に分

かりやすい、組織運営がこれだけ達成出来たと評価できるような評価基準をきち

んと設定をして、それに向かって運営されていくというのは、どうですか。 

永瀬次長：新しい市長になりまして、これまでの行政運営が変わりました。各課に対して、

懸案とか政策課題そういうものをきちんと、四半期ごとに進行管理を内部でする

ように指示を受けまして、現在２年余り経ちますが、そういうことをやっており

ます。これはできている・できていないを評価するというものではなくて、課題

の中には難しいものもございますから、それを市長・副市長が各課とのコミュニ

ケーションのツールということで、政策課題の進捗状況に使って、今後、内部の

管理をするということも導入して、これまでの米子市とは少しこの２年違ってき

たかなと考えております。今後、米子市総合計画というものがございますけれど、

それも次回の見直しという時期も迫っておりまして、これまで以上に市民の皆様

に事業の進捗ごとで数値目標をきちんと説明できるようなものを選択していか

なければならないと思っております。 
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松原委員：伊木市長が公約に挙げられていました淀江振興本部を去年の４月に置いて、一

年近くなってきましたが、実績は分からないにしても、今何を計画しているのか

を明確に、何らかの方法、市報なり市民だよりなどで知らせて欲しい。 

       それと淀江インターをどうするのかを、大山町が入っているということだが、

山陰・西部地区で一緒に開拓すれば地域として、活性化するのではないか。 

       それともう一つ上淀廃寺展示館の辺を活性化しようと思えば、今、石馬収蔵庫

の鍵が閉まっていて、参拝された方が、見ずに帰られると、これはちょっとまず

い。アクリル板とかで抜いて、誰が来ても見るだけは、見られるように取り組ん

で欲しい。 

高橋支所長：まず、淀江振興本部の取組み状況ですが、３１年を目途に伯耆古代の丘のエ

リアの整備構想を示そうかと思います。それとインターの件ですが、行政区を越

えますと市の予算を注ぎ込むということはできませんので、そのへんの整理を大

山町とできて、やはりお互いが合意できればいいと考えています。石馬の件です

が、おっしゃるとおり、来られた方が見られなかったということは伺っておりま

す。これにつきましては、何か方法はないか検討させていただきます。 

高西委員：去年の６月に、市長に半日時間を空けていただいて、旧米子市と尚徳、それと

淀江を案内した。それで、問題点は何なのか。今の市長も歴代の市長も、米子の

基幹産業は農業と言っていました。今年は５年に一回の農振の見直しです。今年

はしっかりと見直して、本当に将来の優良農地として残して耕作するところと、

いくら努力しても耕作できないだんだん山林原野に返るところ、そういうところ

も思い切って見直してもらわないといけない。淀江の駅の裏から高速道路の向こ

う福井の辺までをお願いして、今、地権者の人をまとめていただいて、今年から

設計し、ここ 3 年ほどで、基盤整備をしたいという計画を考えている。地権者

にはその工事の受益者負担は、国や県で持っていただく。それから、特に佐陀地

区については、農業が今は受け手・集落営農の方がやっているけれど、もう５年

もすればその方が高齢になってやめられて、あと後継者がない。川東の大和地区

ですけれど、農業法人がひとつあり、社長をやっている人があって、長くて５年

くらい。あと佐陀で個人でもう一人くらいしかない。大和地区なんかは、もう５・

１０年もすれば、耕作をする人がなくなってしまう。淀江の地区には、改良区が

４つありますがその中で特に国営でやった稲吉と坪上は、もう山林原野に返って

しまって、耕作されていないところがある。それで、法的には、山林原野に返っ

たところは、簡単に農振を除外することができる。淀江土地改良区を例にとりま

すと、賦課金が５千円ですから、二人ほどが耕作されて、賦課金が滞ってしまっ

ている。それで、最低限の運営する費用が年間 250 万円かかり、以前に２千円

だったものを事情を話して、３千円値上げして、5 千円にしてもらった。それか

ら、５千円で５ha。約２５０万円ということです。白浜土地改良区は、全国で

３番目くらいに賦課金が高いですが１万２千円です。そうしますとかんがい施設

もして、今 5ha くらいが遊休農地になって、借り手を探すが、機構やいろんな

人に呼び掛けている現地に案内します。いい圃場でいい施設がしてあるけれども
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受けて頂けませんかというところまではいきます。けれど、いよいよになると二

の足を踏まれます。それはなぜかといいますと１万２千円の賦課金が非常に負担

になってです。１万２千円といいますと、それで受け手がなくて、遊休農地にな

っている。そいうことも含めて市長に現場を見て頂いて、あとでいろんな問題点

を副市長も交えて、意見交換をしました。まず、一番大事なことは、偉い人に現

場に来ていただき、よく説明して、理解していただくことが一番大事です。責任

がある人が、優秀な人を派遣して、予算を取っていただかないと、ものごとは進

まない。合併して 14 年になりますが、これというものが残ってない。そういう

ことを考えてやって欲しい。 

 

議事 2 淀江地区公民館について生涯学習課が説明を行い、質疑・応答に移行。 

 

田口委員：昨年自治会長会で「公民館に求められる役割」という立派な文書が配られた。

改めてこの文書をみてみると公民館の位置づけ・役割は大きなものがある。今ま

での分館から新たに独立ということですが、4 月からやられるということであれ

ば、それなりの予算計上がされるはずですが、従来淀江公民館では、3 館分轄で

予算計上されているものですが、4 月 1 日施行されるのであれば、どのように

されているか。 

片岡課長：予算計上のことですが、今まで 14 年間、合併後、大和分館・宇田川分館とい

う状況でまいりました。そのなかで、いろいろな行事が淀江地区は一つというこ

とで、事業の地区ごとではなく、旧淀江町全体の音楽祭・花火大会・スポーツ大

会もしかり。それぞれの事業ごとで、3 館一緒にしていただいてもいいですし、

淀江の従来の在り方というものがあるでしょうし、尊重してまいりたいと思いま

す。先ほど申し上げました、公民館には、淀江・宇田川・大和と 3 館で事務の

取扱いが様々あったわけですから、人の問題であったり、役員の問題であったり

と、これから 1 年かけてしっかりとご協議いただいて、それぞれにあった予算

措置を 31 年度にはやっていきたいと。人件費等につきましては、措置をしてお

ります。それから、開催委託につきましても、従来通りきちんと対応してもらい

たいと考えます。 

田口委員：今聞いているのは、分割しても、去年と変わらない予算ですか。淀江はどうな

るのか。 

塚田課長：予算については、柔軟に対応してまいりますが、今ポイントになるのは、地域

の皆様に広域活動していただく、地域の様々な団体がございます。淀江公民館が

一手に引き受けて、地域のお世話をしておりますが、地区社協・米子市の環境を

よくする会とか様々な団体がございます。米子市に合わせていただく必要はござ

いません。淀江ならではの事情がございますので淀江の皆様にしっかり考えてい

ただいて、一番いい方法を取ってください。この方法でなければいけませんとい

うことではありません。その結果を待って、必要な予算措置をしていきたいと思

っています。 
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田口委員：4 月 1 日からになりますけれど、ここは地域審議会ですので、私も交代します

ので、いろんな形で公民館に求められますのは、地域のボランティアとか各種団

体があって、成り立っています。いろんな形で、行政からこんな立派な役割を求

められるのなら、やはり、今後高齢化社会になりますので、推進するならばそれ

なりの予算を計上するようお願いする。 

吉田委員：これはですね。大和としては、大和公民館として、きちんとした役割を 3 館で

話合いをして、完全な米子型の公民館をやりたいと希望する。これが 3 館で話

合いをして、きちんと意志表示をしなければ、予算も何も立たない。ここは、淀

江公民館がきちんとした態度を取って、3 分割する役割を選んでいただきたい。

そして、きちんとした協議会は淀江町として、いろんな形で連絡会とかでもいい

ですから、公民館になるからには、公民館の役割をきちんとできるようにしてい

きたい。こうすれば予算は解決する。 

長谷川委員：勉強不足で申し訳ありませんが、今田口委員さんが持っているパンフレット

って、全町民に配られていますか。 

田口委員：これは、持って行っていいのかどうか分からなくて。 

長谷川委員：町民の方が、公民館の何がどういうふうに変わるのか、全く分からない。そ

の変わる中で、住民の方にどういう問題が出てくるのか分からない中で、全く掴

みようがないところがあって、やはりいいことではないので、そのへん取組みを

どうするかということを教えて欲しい。 

田口委員：３館に公民館が分かれることにつきましては、２月５日自治会長会議でこのよ

うになるということで、公民館長から自治会長に説明があり、今申し上げました

ように事業も謳ってあり、３館協議しながら進める。４月１日に分かれる予定と、

説明があり、正式に決まれば、行政にお願いし、公民館報で全戸配布になる。こ

れで決定して、４月１日からになるということで、公民館だよりに載せさせてい

ただければ、十分に周知できる。 

片岡課長：合併から分館という形で進んできたわけですが、この度のことで何か大きく変

わるということは、基本的にはございません。先ほど、塚田が申し上げました。

様々な団体のお世話等があります。大和・宇田川につきましては、合併時に職員

２名と館長含めて３名体制でやってきたわけですが、勤務条件が忙しい中で、職

員の皆さんにはご苦労をおかけしてまいりました。それを解消するために、昨年

度１名増員をして、米子の人員並に職員を配置しました。この度の改正のひとつ

は、公民館の形の枠組みとして、まずは整えさせていただいて、その後この公民

館を地域の方に使っていただいく、地域の方にとって一番いい形が、公民館のあ

るべき姿だと思っております。各３館で協議しながら、まちづくりの中で地域の

役割、そこを明確にしながら進めていくのが公民館だというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

吉田委員：まずは器を変えて、どういう役割が必要なのかということをきちんと整えてい

く。まず器が変わらない限りいくら協議しても、ひとつの形でしか、ものごとが

考えられない。 
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       まずは、３つにきちんと分かれて、それぞれがどう事業化をしていくのか、と

いうことを決めていく。私たち大和地区としては人口増加、淀江地区とは違った

体制で新しい若い人がどんどん入ってくる。そうすると、考え方も違ってきてい

る。そういう方の考えを取り入れられる地区の体制をきちんと整えていかなけれ

ばならない。それなりの方針もあろうかと思いますので、そのへんを考えて協議

をしたい。 

松原委員：宇田川分館、大和分館が独立するのは実にいいことです。宇田川は宇田川で農

山村の公民館の取組み方。大和は大和で、新興住宅地の取組み方。淀江は淀江で、

町の取組み方。それぞれ違うわけですから、それぞれの地域に合った取組み方を

推奨していけばよい。ただ、今までのやり方、例えば、米子から社会教育講座は、

これをやれよとそういうやり方は、宇田川にあっては、なかなか農業が忙しくて、

それを聞きに行ける状況ではない。それには今後、地域に合ったやり方を求めて

いけたらと思うが、その考え方で取り組んでもらえるか。 

塚田課長：宇田川・大和が本館になると２９の公民館というふうな体制になるわけですが

２４のそれぞれの小さな地域、これは住民の皆様の様相もかなり違います。私は、

淀江の隣の巌というところで、生まれ育っておりますが、これも弓浜部に行った

り、４３１沿いの大きなマンションやアパート群のところになりますと、お住ま

いの皆さんの様相が変わります。そうしますと、おのずと公民館に求められるま

ちづくりというものも変わってくるというのは、当然だと思っていまして、淀江

だけでなく、２９のそれぞれの地域のいろんな事情や特色に合わせたまちづくり

に寄り添えるような公民館にしなければと実は思っていまして、そのために今年

度から私ども市長部局としても公民館の担当として、教育委員会と一緒になって

公民館のあり方を検討させていただいているところでして、そういったところで

皆様方に今後の公民館のあり方がまとまりましたら、ご紹介することになります

が、違いを上手に活かすような公民館運営ができればと考えております。 

吉田委員：今、大和地区の公民館としては、この３地区で比べて頂くことは、建物です。

大和公民館と宇田川公民館・淀江公民館の違いは、避難場所として大和公民館

は使えない。地区の一番集まる場所として、要するに何か被害があったときに、

そこに集まるスペースがない。それを評価して、変えていただきたい。これが

ひとつの提案です。大和地区の公民館が公民館としての役割を担う上で、公民

館の建物を考えていただく。避難場所または、その地区が集まる場所としての

設備を整えていただきたいというのが希望です。 

古川委員：このたびの行政改革といいますか、その中のひとつの公民館。淀江の公民館・

大和分館・宇田川分館という分館という言葉を使っていたものを既存の米子市

の公民館と同格のものとして扱う。同列であると、今の公民館をどういったふ

うに扱っていくのかをここで討議するべきではないので、同じ地域だけれど、

それぞれ独立したのだけれど、また地域でこういうふうにやろうかという話は、

その後のことです。今日提案されているのは、今後の問題であって、行政が公
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民館の取扱いはこのようにしますという提案ですね。個々については、地域で

話せばいい。それぞれの運営については、本日の提案にはならない。 

高西委員：まず分館をやめて、公民館ということで、従来の形に戻す。例えば淀江地区で

は、旧大和地区、その中では人口が増えているのは佐陀地区だけ。旧淀江地区

も旧宇田川地区も人口が減ってきて、公民館にしたほうがいいと考えられたか

もしれない。４月１日から、それをしたいということですが、各公民館で、３

１年度はこういうことをやりたいといろいろ考えられる。その時には必要なら

ば補正でも組んで協力されるということですか。それから今までは、公民館の

費用の固定費は別として、予算は１０月・１１月に考えられますが、それは各

公民館から予算の要望があってか、本庁で決められるのか、そのへんはどのよ

うになっているのか。 

片岡課長：一点目の分館を本館にするというひとつの大きな理由でございますけれど、先

ほども申し上げております、淀江地区４８自治会で１つの連合会として組織さ

れていたものが、平成２９年度だったと思いますが、大和・宇田川地区におき

まして自治連合会を発足するというお話を伺いました。実際に連合会の常任委

員会に認められたのが平成３０年４月と認識しております。先ほど、申し上げ

ました公民館で行う業務といいますのが人生大学・公民館大学・各種のスポー

ツ大会また夏祭りと公民館祭いわゆる社会教育の事業と自治連合会に関します

様々な業務、自治連合会のお世話であり、先ほど塚田が申し上げました市が作

ります諸団体等も、今後宇田川・大和に増えるだろうということで、昨年まず

人員を増やさせていただいたというところでございます。 

        この淀江地区というのは、米子とひとつ違うところがございます。米子でいい

ますと隣の箕蚊屋というところでございますけれど、１小学校に２つの公民館

がございます。例えば、箕蚊屋小学校を中心にしまして、巌・春日、かつて巌

小学校・春日小学校と２つの校区がございました。１つの小学校になって２つ

の公民館が、伯仙もそうですし、弓ヶ浜の方へ行きますと弓ヶ浜が夜見ともう

ひとつ、南部の尚徳でそのような状況がございます。それぞれの公民館が小学

校を中心にして２館が同じ事業をするかというと、まずございません。淀江に

つきましては、淀江小学校を中心にして３館が協力して、様々な事業を展開さ

れる。これは、米子にない特徴的なものでございます。宇田川と大和が独立し

た形の同じ扱いになったとしても今後の事業展開というのは、従来の淀江を括

った形でもありだというふうに思っております。そういう意味で分館というと

ころから、先ほど申し上げました様々な事業が増えるであろうかということか

ら、まず人を増やした。増やしたことによって、新たに今後増えるということ

から、分館を取り払って、従来の形にということが大きな狙いであります。 

       それから予算等につきましては、この３１年度スタートをする中で、今持って

いる予算の枠の中で、できる限り対応をしたいと思っております。 

 

長谷川会長：次その他ですが、最初は事務局から。 
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宮松課長：１件、報告がございます。 

        前回の審議会でご意見をいただきました米子市都市計画マスタープランの審

議の取扱いについては、都市創造課が市の法制担当に持ち帰りまして、協議し

た結果、再度、当審議会に上程させて頂く際は、諮問案件として取り扱わない

という報告がございました。 

長谷川委員：取り扱わない理由というのは、何だったのか。 

宮松課長：米子市としましては、たくさんの計画を持っておりまして、何を諮問するかに

ついて、条例の解釈に幅があると聞いております。詳細な打合せ内容について

は把握しておりません。 

長谷川委員：前回聞いたのは、都市計画法の手順に従った場合は、マスタープランを決める

法律要件ではないという説明があった。もう一方では、米子市の定めた条例の

中で、そういう基本計画について検討するという。この地域審議会で法律のこ

とを言っているのか、条例は法律と違うのか、解釈が違うのか。それによって、

受け止め方が違う。都市計画という、市の基本的な将来設定をする計画におい

て、淀江エリアにおける、そういう案件がこの審議会の審議案件になぜならな

いのかというのが前回の質問の趣旨であったので、何でもあるから諮問・答申

にしないというのは、理由としてはっきりしない。 

機構改革をやって、公民館の分館であると、最初の方で２つとも報告案件だ

と。報告を審議会の中でどう処理をするのか、今ひとつ明白に読み取れない。

審議会条例をみると、諮問に応じて審議するということと、意見を述べること

ができると２つの役割が審議会に課されている。さっき報告案件について、い

ろんな意見が出た。これは、報告案件として、市長の方にきちんと報告するの

かどうか。今日この会議の扱いをどうするのか今ひとつはっきりしない。ただ

審議会に報告して、それで終わりだけでは、この審議会は何のためにやってい

るのかよく分からない。今日の会議結果というのは、審議会の方から市長に対

して２つの意見としてこういうふうな意見が出ましたと報告を挙げられるわけ

ですよね。 

宮松課長：結果につきましては、必要があれば担当課から市長に伝えます。 

長谷川委員：そこのへんがちょっとわからない。審議会の所管課はそちらですよね。そこ

は、審議会でまとめたものを市長に挙げると、通常審議会の独立性を確保する

うえでも大前提だと思うが、それをそれぞれの課がそれぞれの係でこういうふ

うに諮っていましたということでは、単なる報告です。この審議会で話し合わ

れた内容を審議会の結果として、市長に挙げて、そのへんはどういう具合か。 

宮松課長：事務処理の問題ですが、審議会の事務文書につきましては、専決・代決規程 

で、支所長の決裁となっておりまして、必要があれば、支所長から市長に伝えま

す。 

長谷川委員：行政の方で必要か不必要が判断されるのか。 

宮松課長：条例に戻りまして、米子市淀江地域審議会条例の第３条第２項の中で必要があ

れば当該区域に係る事務に関し、淀江地区の事項に関しては、意見を述べること
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ができるという規定がございまして、審議会の中でどんぐりコロコロバス・防災

無線整備の事業につきましては、審議会の方で意見書を市長に提出いただいた経

過もございます。諮問・答申という形は基本としておりますけれど必要を認める

事項であれば、市長の方に意見を出していただくというようなことも、条例で規

定しております。 

長谷川委員：条例の解釈でいくと第３条第１項は、市長の諮問に対して、こちらで審議す

るという審議会の役割、それから第２項というのは、審議会の方で必要となる案

件があれば、審議会の中で市長に意見を述べる。２項は市長が解釈するのではな

くて、審議会が主体となって。 

宮松課長：そういう規定でございます。 

長谷川委員：少なくともどうこういうことではないが、条例の趣旨を踏まえるうえで、こ

の審議会の事務処理を適切にしていただきたい。 

土光委員：今のやりとりの中で、ちょっとあいまいな場面で終わりそうなので、さっき長

谷川委員も言われましたように必要かどうかは審議会が決めるということで、は

っきり審議会の内容を支所が必要と認めるものは、市長に報告すると、この条例

の価値から言ってもおかしいとはっきりしておきたい。 

    私、前回欠席して議事録しか見てないが、都市計画マスタープランを諮問する

かどうかで、今の話しで諮問はしないということだが、その理由をきっちり述べ

ていない。それは市長が判断することで、そういう結論を出したのなら、それの

理由を明確に言うべきではないか。 

宮松課長：条例の第３条第１項（１）（３）につきましては、新市建設計画の変更や新市

の基本構想及び各種計画の策定及び変更に関する事項を諮問するよう規定して

おります。各種計画が米子市にはたくさんありますが、規定の適用について、今

回、担当課の判断に委ねております。 

長谷川委員：今の現状、まちづくりの基本的な計画というものが、大なり小なり、少なく

とも都市計画に基づくマスタープランで、ひとつの大きな計画ではないかと。そ

ういったところが軽易計画だから重要な計画を外すということがわからない。こ

れを逆にいうと、この条例を米子市で条例に定めた段階で、この新市の基本構想

及び各種の計画の策定及び変更に関する事項、ここに掲げている１号から３号に

ついて、具体的にどういうものがあるかということは、筋は想定してある。そう

考える中で、どうして諮問答申の形を取らないのかと前回質問し、結果的には、

それはその担当課でないとわからない。そういう現時点の説明では、審議会の存

在そのものの意味が何なのか伝わってこない。地域に根付く、地域のまちづくり、

そのものを審議すると謳いながら、そういうマスタープランみたいなものが軽易

な計画だからはずすというわけにはならない。そういうことで、今水掛け論をし

ていてもしようがないですが、そこを明確に処理してもらいたい。 

松井委員：前回と同じようなお話しが出てきているが、この間の都市計画マスタープラン

は淀江町として、どういうふうに考えるのか大きな構想です。この米子市を６つ

に分けると言われた。淀江町・箕蚊屋地区。その１つ淀江町として、どのように
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都市計画を考えるかということを提案されたと私は把握する。ところが、私達は

淀江町という大きな部落の中に、淀江・宇田川・大和の３地区の懸案事項を出さ

れた。そうではなくて、都市計画プランは、これで淀江町としていいですかとい

うこと。ですから、諮問案件は取り扱わないという。淀江地区の３つの懸案事項

を取り扱っていたら、マスタープランはできません。６つの地区のマスタープラ

ンは、大変な作業と努力と時間が必要になってくると、私は把握している。 

長谷川会長：ほかに。 

    この件につきましてはよろしいですか。 

     マスタープランの扱いについて諮問はしないと、その理由について聞いておら

れたことについて何か。 

宮松課長：一旦持ち帰って、そのへんのところを整理させていただきたいと思います。 

 

長谷川会長：その他のその他ですが、何かありましたら。 

吉岡委員：お願いですけれど、高西委員が言っておられたように、淀江のあるべき姿の。

やはり支所長が中心に見てもらって、現場を見るということで毎日でも歩いても

らって、人事等につきましても、それを教育せんといけんです。何も進みません。

いつも私も海に出て見ています。そうすると、荒れた日とか、川から流木等がす

ごい量流れて来る。その中で、ハングルの空き缶、最近特に多くなっており、そ

のへんを目で見て、町を動かしてもらいたい。 

 

中川委員：前回の議事録を配っていただきましたが、その中に私の方が、前審議会等で問

題となっていましたエコスラグの原材料であるものが第２処分場の方へ 3,500

トン仮置きされていたという事実があって、それがいつのまにか無くなってしま

っていると、いろいろとちょっと調査をお願いしたが、これについてどういう状

況になっているかということと、前には土光委員の方からも産業廃棄物の処分場

について、この審議会の方に事業センター何なりと事業者を呼んで、ちょっと説

明を聞きたいとお願いをしていたが、却下になったりとかするが、このへんで一

番詳しいのは、高西委員さんじゃないですか。いきさつといいますか、産廃のち

ょっとお知らせ願えませんか。 

高橋支所長：産廃につきましては、まだ事業者と県が協議している段階ですので、市の事

業ではないということで、この場ではそぐわないのではないかと思います。 

高西委員：第２処分場についての経緯や概要説明。(詳細省略) 

長谷川会長：こちらとして、市の処理事務じゃないということで、審議会で審議する内容

としては、適当でないということで、今迄進めてきている。この審議会として、

このままその話を続けるかどうかということは、皆さんの了解を得ないと進めら

れない。 

基本的にはここで、審議会としては、そのことについては、するかどうかとい

う意見も皆さんにも聞いて進めた方がいいと思う人は、挙手を願いたいと。 

高西委員：ここで決めることではない。話すことではない。 
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長谷川会長：賛成の人が少ないので、審議会では。 

土光委員：今、会長が言われたのは、ここで今の話を続けるのがいいのかどうかという意

味で諮られたいのか。私としては、この審議会で産廃のことを話すというのは、

必要だ。今迄の議論の経緯で審議会の所管ではないと言われることもある。それ

は完全に間違いで、審議会で産廃問題を議論するのは、それは除外されていると

いうふうには、条例上私は、読めない。条例にはずれて入るかどうか市に判断し

て欲しいというのは、条例の第 3 条の 2 項で、審議会の元々の役割は、市長の

諮問に応じるとあるけど、それとは別個に第 2 項で前項に掲げるもののほか、

審議会は当該区域に係る必要な事項について審議し、市長に意見を述べることが

できる。はっきりある。当該区域に係る事項というのは、産廃問題、淀江の場所

にできるということで、これに含まれるというのは、例えば、以前の地域審議会

の支所長の発言とか、議会の本会議のやり取りとか、これが含まれるというのは、

明らかだ。だから、後は、審議会として、審議会の委員さんたちが、必要と認め

ればいいわけであって、所管に入るかどうか市が判断するのは、これは必要がな

い。入るのは明らかだ。 

高橋支所長：先ほど事項と言われましたが、事務ですので。市の土地を提供する段階で、

市の事務になっていないという解釈です。まだ、市の事務になっていないという

解釈です。 

土光委員：私の言い間違いで、事項ではなく、条例では事務ということで、どう解釈する

かということで、以前の地域審議会でもこういうやり取りを私の発言で当該区域

というのは、淀江町に関連することがらと判断してよいですかと確認した。それ

に対して、当時の支所長は、その見解でかまわないと。更に言うと、平成 20 年

かなり以前ですが、当時の支所長が、産廃問題についてこういうふうに言ってい

ます。「産廃の問題についても合併後、新たに出てきたものであります。これに

ついては、いずれは、該当する地域には、説明会とかあるとは思われますが、審

議会に挙がってくる案件だろうと思っております。」とはっきり言っている。だ

から、条例上の解釈で今の産廃問題が地域審議会の審議内容になじまないのは、

この解釈はあり得ない。 

高橋支所長：なじまないと申しておりません。今の段階ではなじんでいない。 

中川委員：高橋支所長、あなたの土地にこういう計画を立てているのに、あなた黙って、

それを黙認というか、決まってから、この土地を使わせてください、こういう計

画をしておりますというのは、現実受けられますか。 

高橋支所長：業者が決めるのは、勝手なのですが、地権者が応じるか応じないのを決める

のは、別の問題ではないでしょうか。 

中川委員：地権者の了解も得ずにどんどん進めていって税金投入していくことが市民に取

っても不利じゃないか。県民にとっても。 

長谷川会長：すみませんが、一応市の見解がそういうわけですので、ここで審議するかど

うかは、皆さんのご意見があると思いますので、もし、今ほかの人でご意見があ

れば。 
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松井委員：その他のところで、なんでも出していいということではなくて、会長さん・事

務局辺りが、どういう内容が出てくるかということを把握したうえで、この審議

会が行われる。今日この産廃のことについては、計画はありません。ですから今

回これで、やめるというふうにお願いする。 

長谷川会長：そういう意見もありますけれど。 

土光委員：今日に関しては、時間的なこともある。議論するにしても、それなりの準備と

か、きちんと整理をしたうえで、ちゃんと議論できる。今日あと、その他の事項

で、先ほど支所長が言われたが産廃問題はなじまないということ、そうではなく

て、いまの段階ではという言い方をしたのですが、この時期も含めて、議論する

かどうかを審議会が決めることで、事務局が決めることではない。 

長谷川会長：皆さん、ほかに何かご意見ありますか。 

    先ほど、土光委員から審議会委員がこの産廃問題を議論するか審議会として、 

   取り上げるのか決めるべきではないかと言われたのですが、それに対して、何か

ご意見がありましたら。 

土光委員：改めて今日、中川委員から、そのことについて、問題提起があったのですけれ

ど、中川委員の方から、産廃問題を審議会でこういう事柄についてこういう理由

で協議したいというものを取り上げるかどうかを出してもらって議論するかど

うですか。 

長谷川会長：何かご意見がありましたら。   

松井委員：その前に、審議会で話し合う議事としてそれが内容として、いいのかいけない

のかという問題がある。 

古川副会長：この第３条の大原則は、市長の諮問するものに応じて 3 項目やるというその

関係で、当該審議会は審議して、市長に意見を述べるということにはなっている

が、この２項の解釈が私たちが正直言って明文できない。ただ、一般的に以前に

もあったが、この淀江地域内における行政的なことであれば、この審議会で何で

も対象になるんだというふうな解釈は、私はちょっと違うのではないかというふ

うにとっている。我々の審議会の案件として審議していかなければ、何でもかん

でもということになると、設置条例の趣旨からもはずれるころがあってはならん

と危惧しているもので、諮問したとしても、それはあなた方の範囲ではないです

よ。というようなことになったときは、何のためにするかということも含みにな

ります。 

土光委員：産廃問題について、私はこういうことについて、こういう理由で、審議会で協議

をしたいというか。その提案を受けて、あとはこれについて議論するのかしない

のかということを、審議会委員で決めればいいことであって、あくまでも審議す

るかしないかということは、これを市にいちいち照会することはしないというふ

うに、それはなぜかというと、先ほど紹介しましたけれど、支所長とか、これま

での議論で、これが条例上全くあたらないということは言えないので、あたらな

いとは言ってないし、またもうひとつ紹介すると、副市長自身このように言って

いる。この産廃問題に関して、地域審議会で議論するかどうかという私の本会議
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での副市長とのやりとりで、当時の副市長は、産廃問題でこのように言っていま

す。「この件に関しまして、米子市地域審議会におかれまして、審議が必要であ

るとご判断されれば、それは地域審議会のご判断に委ねたいと考えております」。

これが基本的なスタンスです。私たちが必要であると思えば協議するし、そうで

ないと判断するのであれば、それはそういうものです。  

長谷川委員：今の話しの延長線上で、別に審議会で決めればいいことで、何を決めること

ができるのか、どのようなスタンスで話をすることができるのか。市の方の考え

方も案件をどのように整理していくのかどういうプロセスが必要であって、別に

このメンバーだけで市の意見は聞かないでおくのではない。やはりこの案件は、

こういうふうに話していこうというときに、市の方のアドバイスも必要になって

くるのは当然のことであって、全くこのメンバーが独自の意見を持って決められ

るものではないことも含めて、今回の議論を深めていくべきでないかという趣旨

です。  

吉田委員：これは重要案件だと、今、市は聞く耳を持たないと言っているのですよ。それ

をこの審議会でどう話し合って市に言うのか、全く先が見えない。話し合ったこ

とがこの市に対して、どういうふうなアプローチができるのか全然先が見えてこ

ない。 

長谷川委員：逆に聞く耳を持たないのは、市長の判断でやることであって、何も聞かない

のに聞く耳を持たないというのは、これこそ始めから何もならないです。 

    逆に、聞く耳を持ってもらうような内容で議論を深めていった方がいいのでな

いか。 

土光委員：私は、市が聞く耳を持たないと断言しませんけれども、ただちゃんと淀江の住

民の意見をきちんと聞いて、反映をさせていただきたいと、そのようにだからこ

そ、地域審議会は条例できちんと位置付けられていて、役割としても認める事項

について、市長に意見できる。だから、審議会できちんと議論をして、その結果

を条例に基づいて、意見を述べれば、当然絶対に市が聞く耳を持ちます。こうい

う意味でも地域審議会で、これは私の意見ですけれども、きちんと協議をした方

がいいと思っているからです。条例上きちんと手続きを踏んで、こういう議論を

踏まえてこういう結論になったということを条例に基づいて、市長に意見を述べ

れば、それは聞く耳を持ってもらえる。 

長谷川会長：議論がつきないと思いますが、こちらでちょっと整理させていただきたいと

思います。 

     ひとつは、支所長から説明があったように今の段階では、市の事務とはなり

得ないので、審議会で扱う案件にならないということで、審議会としては、今の

段階ではこの問題は扱わないというのが、ひとつの案。もう一つは、中川委員・

古川委員から話しがあったように、こうこうこういう内容について、審議をして

もらえないかという案を出してもらって、その段階でそれを審議会で審議する。

この 2 つだと思うのですけど。それでよろしいですか。 
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松井委員：ちょっと私意味が違うから、前の副市長の言われたことが、普遍的なものなの

かよく分からない。 

     前の副市長さんが条例の解釈を拡大されていて、私たちは、この審議会は、

市の諮問それについて、話し合いをしている。その諮問について、質問している。

審議会ですることではなくて、要望がある人が集まってこういう話し合いをして、

要望を出すというようなことだと。今、副市長が変わっている。そしたら、それ

は有効なのですか。そのへんが全くわからない。 

土光委員：先ほど、私と副市長のやり取りで紹介したのは、今の副市長ではなくて前副市

長です。でこれは、米子市の見解として言っているので有効です。もうひとつ審

議会に関しては、やはり何をするかということで、第 3 条の 2 項に定められて

いて、市長の諮問に応じる。もう一つは、前項に掲げるもののほか当該区域に係

る事務に関し必要と認める事項について審議し、意見を述べることの 2 つだけ

です。諮問に応じることだけが、地域審議会の役割ではないということが条例に

書かれている。私たちから、判断してこれは協議に値すると思う。協議をするか

どうかを皆さんと検討するという提案でいいじゃないか。 

古川委員：もう時間が来たので、次の宿題としてもよいかと思うが、今思いついたことで、

来年が 15 年で解散になる。設置条例があるから、その設置をわきまえて審議し

ていかなければ、何でもかんでもというわけにはいかない。適切かどうかの判断

をお願いしたい。 

高橋支所長：市町村の合併特例に関する法律についてですね。 

長谷川委員：定められた範囲で、条例が法律に違反するということであれば、無効です。

少なくとも、定められている条例上、法的には問題がない。内容についてです。

二つの大きな役目を仰せつけましょうとできたこの条文をどのように解釈する

のかという文理上の問題だけでしょう。 

土光委員：地方自治法ではないと思うのですけれども。この地域審議会の。 

長谷川会長：合併の特例に関する法律。昭和 40年 3月 29日の地域審議会ということで、

第 5 条の４ 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併関係市町村の区

域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し、

合併市町村の長の諮問に応じて審議し、又は必要と認める事項につき、合併市町

村の長に意見を述べる審議会を置くことができるというのがもとの法律です。そ

れに基づいて、米子市淀江地域審議会も条例ができているわけです。 

松原委員：ちょっといいですか。 

    審議するしない以前の問題で、この審議にどれだけ参加したいか。要は、自分

は参加しませんからね。個人の数人の意見をね。ここで言うわけですか。今、松

井委員が言われたように、少人数で討議することじゃない。地域審議会に持って

きてどうのこうのというのは、はずれていると思う。審議するしないを審議会に

懸けてみるというのはわかりませんけれど、我々個人の意見をここで言えません

から、遠慮します。 
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長谷川会長：いろんな意見が出て、収拾がつかない状態ですので、先ほど私の方が言いま

したのは、市の内容に該当していない段階ですので、今の段階では審議会の議案

として挙げないということにするのか、それこそ、こういうことを審議会にかけ

て欲しいというのを見て、地域審議会でこの件に関しては、審議の対象とするの

か、どうか決めるという２つだと思うのです。だから最初から今の段階で、一切

審議会に取り上げないのか、内容を準備したうえで取り上げるか取り上げないか

どうかもう一度決めるのか。そう思うのですけど、採ったらと言ったら、決を採

るべきじゃないという意見もあったようですが。 

     では、決を採らせて頂いてよいでしょうか。 

     市の業務じゃないということで今の段階では、地域審議会としては、この議

題としては、採り上げないというのを思われる方は、挙手をお願いします。 

     もう一つは、具体的なこんなことを取り上げて欲しいということを見てから、

審議会に取り上げるかどうかを決めるというのがもうひとつだと思うのですが。 

田口委員：市としては、審議会に毎回これを協議してくださいと出されて審議したと。そ

の他の項目については、我々は条例に２行書いてあるだけでは何も分からないと。

審議会は年に２回しかされていなくて、産廃の問題をやろうと思って、ここで審

議してくださいと我々委員に求められてもよっぽど勉強してやらないと分から

ないのに協議されて、賛成とか反対とか言えない。そういうことから、反対はし

ませんが、その他の項目で提案されるのなら、行政除外、その他の審議をします

かという論議ですね。審議するかどうか決めますかと。 

古川委員：当該市町村が担当区域に係る事務に関してということになっている。現在では、

米子市の事務になっておりませんから、我々が議論して、審議会として意見を出

しますが、議会としてだったら、意見があるかもしれませんが、我々が作られた

身分というのは、このことによって米子市の事務にきていないでしょう。 

田口委員：行政は関与しないということは、長谷川会長が招集されてもここは、誰も出て

来ないということか。事務局だけ出られるということか。 

長谷川会長：担当課とか該当課は今のところありません。 

田口委員：何を審議するかということは審議委員で決めるということで、そういうことを

言っただけで、全く事務局が関与するべきではないのか。 

高橋支所長：それは、言っておりません。事務局は出ます。 

土光委員：審議内容ではないと事務局が言うべきものではない。理由としては、第３条の

第２項であって、私たちが判断できるものではないし、産廃の問題はそれに当た

りますので、事務ではないというのは違います。なぜかというと、あの産廃は、

あの事業センターと、米子市は事業主体ではないですけれど、今の段階で米子市

は、進行に従って県へ米子市はきちんと意見を述べられている立派な市の事務で

す。いろんな産廃の説明会にも市の職員を派遣します。市の事務です。 

長谷川会長：中身に関しては、市の事務じゃないという見解という意味で捉えたらいいの

でないかと思います。 

     よろしいですか。 
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     いくらしてもたぶん同じことですので。 

     決を採らせていただきます。 

     次回の審議会である程度の件について、審議したら良いという方は、賛成。

で、今の段階では、そういう事務取扱いは市の業務になっていないという方は反

対。（高西委員退席後のため１１委員による採決） 

     どちらかをお願いしたい。 

     そうしますと。まず賛成の方、挙手をお願いします。 

     ５人挙手。 

     そしたら、反対の方。 

     ５人挙手。 

     ５対５で同数の場合は、会長が決めますので、私は反対でいきたいと思いま

す。ということでよろしいですか。 

     今の段階では、審議会としての審議の扱いをしないということでいきたい。 

土光委員：協議事件のことで、最初お知らせを受けた際は、公立保育所の統合の件が審議

会の議題に挙がっておりました。途中で議論しないということで、なぜ議論しな

くなったのか。その経緯を知りたい。淀江の保育所の問題は大きな問題でしてど

う関わるのかを、事務局は想定しているのか。 

高橋支所長：お詫びをしなければならないですが、福祉保健部こども未来局が少し先走っ

てしまいまして。保護者説明会を開いて広く保護者の意見を聞いて、もう大丈夫

だと、ちょっと議案の問題で、自治会長さんのところに十分なご理解をいただい

ていないということで、理解をいたしましたので、今日は、取り下げさせてもら

うと。改めて、自治会さん等々と話をしながら、合併統合することについては、

進めさせていただきたいということで、取り下げさせていただきました。 

松原委員：初めに統合のことが書いてあった。なんで我々が統合のことを審議しないとい

けないのか。一番大事なのは、保護者・保護者会会長を集めてやれば、賛成すれ

ばそれでいい。我々がどうのこうのという問題ではないと思うが。 

長谷川会長：この問題については、また提案あると思いますので。 

高橋支所長：私もこれは担当課でないですが、当然、淀江地区のことですから、もう一度

自治会にお話しをしながら、もしかしたら淀江・宇田川の住民の皆様を対象にし

て、説明会をしながら、ご理解をいただいて、それから進んでいくのではないか

と考えております。 

土光委員：取り下げた理由は、理解が得られていないからという理由としては、分かった。

今後いろいろな保護者とか自治会に担当課は説明されると思うのですが、理解を

得られたら、地域審議会に何か報告とか諮問をするということか。もし、そうで

あるとしたら、理解を得られた段階で審議会で何をしようということか、ちょっ

と理解できない。 

高橋支所長：これは、審議していただくのではなく、ご報告は当然しておかなければなら

ないと思います。 
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長谷川会長：保育所の問題は、これからのことだと思います。 

 

長くなりましたが、第 39 回米子市淀江地域審議会を閉会します。長時間ありが

とうございました。 

  

 


