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第４０回米子市淀江地域審議会会議録 

 

１．開催日時 令和元年５月２３日（木） 

  午前９時３０分開会  午前１１時３７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  

 若林都市創造課長、相野都市創造課課長補佐、植田都市創造課係長、

奥田総合政策部次長兼地域振興課長 

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、 

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 

「米子市都市計画マスタープラン（案）」について 

  報告 

淀江、宇田川、大和地区自治連合会について 

その他 

４ 閉会 
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議事  「米子市都市計画マスタープラン（案）」について都市創造課が説明を行い、質

疑・応答に移行。 

 

吉田委員：調和がとれたという言葉が非常に多く使われていますが、具体的な何か調和が

とれるような都市というものがありますか。例えば、田園と住宅地が併合した場

合、どのくらいの比率が調和のとれたものなのか。 

相野課長補佐：具体的な数字で、例えば住宅地と農地の割合という目標の数値とかは設け

ておりません。ただ、淀江地区につきましては、市街化区域と市街化調整区域と

いう、旧米子市でありますような区分がありません。比較的旧米子市の調整区域

と比べて、宅地の造成等がしやすい状況になっておりますので、そういったこと

も含めまして、乱開発等が進まないように、今後も開発行為の許認可等で整理し

ながら、淀江地区の自然あるいは田園の周辺環境といったものを都市計画の視点

から調整して、まちづくりというものを進めていきたいということで、そういっ

たものを書かせていただいているところです。 

吉田委員：具体的に自分たちがどういう生活状況になるのか想像ができない。今の状況で

どういう形で進んでいくのか。市街化調整区域で家屋が建て込んでいて、道路の

幅がないようなところをどうするのか、その状況さえも先が見えない。具体的な

ものにモザイクが掛かっていて、すごく分かりにくい説明だなと思う。将来があ

まり見えない。 

植田係長：今非常に分かりにくいということですけれども、基本的に都市計画の内容は、

土地利用に関する計画と都市施設の整備に関する計画と市街地開発事業に関する

計画の三本柱で都市計画というものがございます。 

都市計画道路とかは大きい道路でございますので、それをうちの方が計画して、

人間でいうと骨格を作っていて、まちを形成していく形となります。なかなか毛

細血管のような狭い道までは、うちの方でなかなかコントロールできないのが現

実でして、そこらへんをまち全体で変えていこうということになりますと、区画

整理とか地区計画といったものを考えていかなければなりません。けれども、ど

うしても道を広げるということは、家を壊して広げるわけですから、皆様の同意

があって、初めてできることですので、それを担当事業の都市整備課とかうちと

かが要望をもらいまして、対応していきたいと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：要するに全体的なところから各部署にそういうことを考えてくださいという提

案はできないのか。下から上がってくるものじゃないと受けないということでは

なくて、都市計画の中にこういう整備のしかたがある。こいうところをもう少し

考えていただいて、これは、考えてくださいという提案ではすごくいいものだと

思うのですが、一人一人に都市計画については、我々に想像力を求められても、

なかなか想像力豊かにですね、都市が想像できない状態では何をどういうふうに、

小説で言えば最後どういう終末になるのか読めない。何か読めるような形にでき

るような、何かもっと具体的なものに、全体ができるのではなく、各課に対して

もそういう提案がこちら側からできないかということを私は考えています。 
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植田係長：確かにうちの方としましては、現実にできることは書いております。ただ、今

後できるかできないかというようなことは、そこまで書いていないので、不透明

と言われるかもしれません。整備方針というものが、例えば木造密集住宅を解消

しますということを謳っておりますが、解消する方法・整備内容はいくつもござ

いますので、そのへんをうちの方で吟味しながら、各担当部署と協議していこう

と思っております。この中では、そこらへんが抽象的に書かれているということ

でございますのでご了承ください。 

長谷川委員：ひとつ質問と要望です。 

最初に将来目標の「大山山麓の豊かな自然を活かしたまちづくりを目指しま

す。」というフレーズがある。この豊かな自然というのは、具体的に何を意味して

いるのか分かりづらい。少しこのフレーズを何とかしたいなというのがひとつ。 

要望したいのは、この淀江エリアのひとつの資源としてあるのは、漁港だと思

う。淀江漁港をこれからどういうふうにまちづくりの中で活かすのかということ

で、例えば漠然とした方向だけれども、整備充実とか地域の中での活用というよ

うな、何となく漁港については全く言及されていないというのは、ちょっと残念

な気がしてならないので、そこらあたりについて今後、その中に検討する余地が

あるのかどうかを聞きたい。 

相野課長補佐：豊かな自然という文言について、一個一個の具体的なものを将来目標とい

うことで掲げるのは非常に難しいなということで、我々としましては、そういっ

たおんぼらとした表現の中で、将来目標というのを掲げさせていただいていると

ころで、何か案がありましたら逆にご提案いただければありがたいです。 

淀江漁港につきましては、将来的にどういったことでということになりますと、

まちづくりの総合的な方針になってきまして、おそらく総合計画の方で触れられ

てくることだろうと思います。このあたりの書きぶりについては関係各部署に見

せ、協議したうえで作成をさせていただいておりますので、この程度でとどめさ

せていただくような方向で考えております。 

長谷川委員：いろいろな事情があるのはよく分かるのですが、例えば米子港については中

海のゲートウェイだというようなフレーズで触れてあるのですが、淀江漁港につ

いては全くそういうことの言及がないというのは、地元の者とすればもう少し触

れてもらってもよいのではないかという気がする。 

若林課長：港についてでございますが、米子市には、ほかにも崎津漁港・皆生漁港もござ

います。米子港というのは、商業港として鳥取県の方が持っている護岸でござい

まして、臨港地区とか臨港道路というもので都市計画の施設として位置づけてい

るもので、これだけは区分的に違うことから米子港が入っております。ほかの崎

津漁港・皆生漁港・淀江漁港は、水産業は担当部局が何もしないということでは

なくて、都市計画マスタープランの中では、一番重点的な都市計画施設になって

いる米子港を書かせていただいたということで、これに書いてないからといって

これをもって、何もしないということを決めたということではございません。 

中川委員：19 ページに活性化に向けたまちづくりで、漁業資源の確保と後継者の育成で

淀江漁港の写真も載せているんであれば、触れられているからいいのではないで
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すか。 

長谷川委員：言われるのは分かりますが、全体で載せているのであれば、地域でも肉付け

をして載せたらということで、全くそういうことがないのは物足りない。 

高西委員：どの程度、今の淀江の現状を理解して、将来１０年・２０年後は淀江地区をど

ういう具合にして、活性化していくかということを考えて欲しかった。 

市民の皆さんの全部というわけにはならんでしょうけども、できるだけいろい

ろ考えを聞かれて、一番良い方法でやられる。これが一番大事なことだと思う。

役人がこの狭い考えでやられるのではなくして、市民の考えをよく聞いて市民に

寄り添って将来のことを考えてやっていくということが一番大事じゃないか。そ

のへんをひとつ考えて今後お願いしたい。 

古川委員：３７ページの非線引き都市計画区域の土地利用方針の中の後段の『妻木川、宇

田川、天井川、大更川、佐陀川、精進川などの諸河川や名水百選「天の真名井」、

因伯の名水「本宮の泉」などの大山湧水群については、自然環境を保全しつつ』

という具合に明確に書いてある。努力目標と言ってしまえば、それまでだが、マ

スタープランには、はっきりとそういう地域・場所を指定し、自然環境を保全し

つつという言葉が使ってあるとするならば、現在淀江町では、いろいろ問題と化

している産廃施設の設置が話されている。現に具体的に位置も示されておるわけ

ですが、その位置につきましては、この大山湧水群に入っていると思う。そいう

ことも認識しながらこの自然環境を保全しつつという文章にされたというがどの

程度を目処にされたのか。 

若林課長：産廃施設について、ここで判断する文章ではございません。当然いろいろなご

意見というのが出てくると思います。ただ、大きな方向性として自然環境を保全

しつつということですので、当然施設整備等に関しては、仮に方向性が決まると

きであっても、これが配慮された整備になるのではないかというふうに思います。

ここをもって判断すべきではないと考えております。 

古川委員：マスタープランを文章化するとは、そういう方向で努力する。そういう形で向

かうということを示すものだと、私は理解している。架空のもので絵に描いた餅

のような文章になる。努力目標だけだと。今ここで問題点についてこういう考え

もある、こういう考えもないということで、ただ文章に表しただけだということ

であれば、あまりにも軽率すぎる文章だと思う。いかがか。 

若林課長：かなり大きな個別の行政課題になりますので、私ども個々の文章をもって判断

に関わること、この場で議論ができないかと思いますので、ご意見を賜りました

ということでご了承いただきたいです。 

長谷川会長：よろしいでしょうか。 

古川委員：はい。 

松井委員：先ほど説明があったとおり、方向性を示すもので目標として掲げるものであり、

その具体案がここでは出せないということもよく理解できます。けれど、今日集

まってこうして意見を話しするのであるならば、この淀江地区でどういう懸案事

項があるかということについて具体的に話しをし、それを持ち帰ってもらうこと

は、私は大事じゃないかと思います。佐陀地区においても、耕作ができないから
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農地にアパートを建てる。３０年は業者が保証しますがそれ以降は、農地の持ち

主に返すという条件ですね。建てるのは農地を持っている者が借金する。修理も

しなくてはいけない。今この佐陀地域の海沿いの農地にたくさんのアパートが

建っています。これが３０年後どうなるかということはなかなか予測できないけ

れども、想像するに本当に大変な世の中だというふうに思う。８６ページに「淀

江町西原・佐陀地区の宅地化が進んでいる地区は、周辺の環境との調和を図り、

良好な住宅地の形成に向けて土地利用の誘導を検討します。」このあたりが理解で

きない。２０年３０年後どういう状況になるかということを想像しながら、これ

からはこのビジョンを作っていかないと。これまでのようなビジョンの作り方で

は、私は十分ではないというふうに思う。これまでは、発展、発展だった。今も

う７０歳の者が９０歳１００歳になったときに、どういう世の中になるかという

のを想像しながらのビジョンをお願いする。工業それから産業を発展させるため

に誘致をというのも大事なことですが、これから大きな災害が起きたときには、

自分で食べるものを自給自足することが必要になってくる。災害があったときに

は、農地・海・川も大事になってくる。よろしくお願いしたい。 

佐陀の海岸沿いに大きな物が建つそうです。それは、漁港関係かもしれません。

そのあたりも頭の中に入れながら、ビジョンをお願いしたいという要望です。 

若林課長：国の流れの方も人口減少社会でコンパクト・アンド・ネットワークということ

で、できるだけコンパクトにしつつ郊外も一緒に発展させていこうというような

ことで、基本方針としてさせていただいております。我々もできるだけ基本はコ

ンパクトに社会インフラなどを活かしながら、まちづくりをやっていきたいと考

えておりますが、各地区にご説明にあたりますと様々な意見がございます。その

中で、我々はできるだけ基本はコンパクトに社会インフラなどを活かしながらま

ちづくりをやっていただきたいと考えております。その中で我々はできるだけ有効

活用したいと思いつつも、まだ実際は旧米子市のほうのエリアでは市街化調整区域

を撤廃してどんどん開発したほうが良い、というご意見の方も多数いらっしゃるの

も事実でございます。先ほど松井委員さんが言われましたように、米子市において

市街化区域の中でアパートをどんどん建てて新しいものに移って、古いものが残る

ということは、実際これは旧米子市の方でも発生している課題として、地域の方は

認識されているところもございます。ただ隣の地域の方は全くその実情が分からな

くて、あそこはどんどんアパートが建って良いなと、自分のところも有効活用でき

れば良いなというように感じておられる方も多数おられます。米子市もこれから急

に、そういう規制をすることはなかなか難しい時代ですが、有効活用できるような

方策は国の方もメニューを持っておりますので、そういうことを勉強しながら既存

資本を活かす格好と、それから空き家も住宅政策課の方でこれからは、危険家屋だ

けじゃなくて空き家防止という対策も取っていくということにしております。なか

なか頂いたご意見について、すぐにはできないことというのはございますが、淀江

地区においても開発行為の場合には３，０００平米超えたときには、都市計画法に

よってある程度の開発の使用ができるようになっております。実は、米子市の市街

化区域が１，０００平米ということなので、だいたい５宅地ぐらいあると必ずいろ
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いろな指導ができるのですが、淀江の方は３，０００平米ということで、そこまで

の指導ができないのですけども、一応都市計画区域ということで努力できるところ

は努力しておりますし、考え方としてはコンパクト・アンド・ネットワークで、で

きるだけ将来に負担が掛からないように集約したような形にしつつ、各郊外の拠点

になるようなところとか、地域資源は地域資源として活かして、全体がまちづくり

できるような考え方で今回作らせていただいております。そういうことで、大変貴

重なご意見ありがとうございました。 

吉岡委員：このマスタープランの中の８４ページに記載してあります【公園と緑】、これ

について私も毎日海岸の方に出ていくのですけども、私自身も含め小さいときか

ら、海に育てられ山林に育てられておりました。それでこの中に今の河川の関係

ですけども、佐陀川でもそうだとは思いますけども、海岸に流木・ごみなどが流

れてきていて大変なものです。それで去年そこの白浜住宅の下に「淀江漁港側の

方は重機が入るからきれいにします。ですが反対側は重機が入らないのでできま

せん。」ということで、そこはそのままです。それで年々白浜住宅の下には、今ま

で１メートルから５メートルくらいの幅でプラスチックや缶等が砂浜に埋まって

おります。上からは海も見えません。だけどそういうものを今まで我々ずっと見

ておって、あれはどこに行ったのか。段々海岸の下の方にごみが潜り込んでおりま

す。できれば、現場を見てください。流木の関係、佐陀川・塩川すごいものです。

だけどそれをどうして毎年毎年埋まらんようにして、処理されるのかなというとこ

ろをお聞きしたい。 

高橋支所長：海岸清掃の件ですが、これは県の所管になっておりまして、私どもとしては県

の方に毎年お願いをしているところでございます。それで去年も、台風、水害等の

影響で、ちょうど西風が吹いた関係で淀江漁港も、かなりの流木が集まってきたと

いうことでした。あの時も県の方へ海岸線の清掃、撤去はお願いをしたのですけど、

鳥取県の海岸線も百何十キロございまして、それを一遍にきれいに管理するのは難

しいというようなことは言っておられました。私としてもこのような状況ではだめ

だと思っておりますので、引き続き県の方にも清掃をお願いするようにしたいと

思っています。 

吉岡委員：お願いはいくらでもできますけども、実際に物が動かない。また来年荒れたりし

たら流木がどんどん入ってきます。    

高橋支所長：そうですね。そこらへんも併せて承りましたので、改めて県の方には伝えたい

と思います。 

高西委員：以前にも話したかもしれませんが、今年は５年に一度の農地の見直し。そのへん

はどういう具合に考えているか。 

高橋支所長：所管が農林課になりますので、私どもは直接そこに関わるということはないた

め、相談も受けておりません。 

高西委員：そうではなくて、私は以前から経済部長と話しをしていますけども、課が違うか

ら担当が違うけんじゃなくて、せっかくこういうものができれば、そういうこと

は連携をもってやられんといけない。もうちょっと県の職員にも国の職員にも表

現が悪いが上手いこと使って、実のある交渉をして、そうして市民に寄り添った
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仕事をやってもらいたい。 

長谷川会長：そのへんはまたよろしくお願いします。話しが広がり過ぎていますので、マ

スタープランの案についてのご意見がありましたらお願いします。                     

田口委員：マスタープランについては抽象的な表現が多くて、先ほど来の説明で方向性を

示すものとして具体的なところが決まっていないと、記載されていないという説

明ですから、この文章そのものについては検討します、検討しますですから。プ

ランということについては理解いたします。 

直近の問題として、淀江地域の問題として、86 ページに都市整備の方針とし

て、いろいろ表現されております。先般、淀江地区として保育園の淀江と宇田川の

統合の説明会等が、住民にされております。その中でこれから新設されるというこ

とで論議をして、まとまって数年先に淀江が１番にできたとしますと、その中で現

時点での現行の保育園の跡地をどのように利用すべきなのか。現に昔から閉園して

います幼稚園が、そのままの状態で放ったらかしです。そうしますとこの跡地の中

で建てて活用するとなるとマスタープランで２０年ですけども、予算的なことを考

えると５年、１０年先だと思う。それでそうなるとこの淀江地区の住民として、こ

のまちづくりの方針の中に防災の問題とか公園の問題とか、いろいろプランニング

で記載されていますので、できましたら意見として新設をするときについては、残っ

たところの跡地を、このマスタープランのまちづくりの方針の中に、どう盛り込ん

でいくかということを予算上の問題とか時期の問題とかがあるので併用してご検討

いただきたい。 

高橋支所長：今の保育園の場所がどうなるかということにつきましては、まだはっきり決まっ

ておりません。現状でそこに建てるのか、場所を移すのかというのは決まっており

ませんので、はっきりしたことは言えませんが、仮にあそこが移転ということにな

りました時には、当然地元の方のご意見も伺いながら、今言われたようなことを取

り組んでまいりたいと考えております。 

田口委員：意見としてよろしくお願いします。 

田中委員：内容としてはだいたい理解できたと思う。本当にくだらないことだと思われるか

もしれないですが、このマスタープランの中に写真がところどころ載っている。こ

れすごく気になる。かなり古い。これらは今こんな状況じゃない。それで、それを

見ながら「ああ今こんな状況なのか。」ということでよその人が見に来たときに、実

際これを見て、「おやどこなの。」というようなことが結構あるのではないかと私は

個人的には思った。そうしたらこれからの将来の都市づくりということで、写真を

載せるとするならば、全体的に検討されても良いのではないのか。 

例えば、私個人的にすごく気になっていたのが水車の写真とかです。今あんな状

況じゃない。米子市としてそんな古い写真使って、これ２０年前の都市計画やマス

タープランの時に使っていたのかなと思われるようなものはどうでしょうか。 

植田係長：写真についてはいろいろ庁内において、使って良い写真と悪い写真がありまして、

使って良い写真を一部のイメージとして載せているわけです。それと私個人が撮り

に行ったものが半分以上ですが、どうしても上から見た写真とか、なかなか普通で

は撮れないようなところのものも、そのまま使わせていただいているようなところ
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です。ちょっとまた検討してみたいと思います。 

長谷川会長：ほかにありませんか。 

土光委員：線引き制度のことで確認したい。 

     松井さんからの佐陀のところのアパートの開発、２０年後・３０年後はどういっ

た姿になるだろうといったこと等の関連で、例えば８４ページの課題の中の【土地

利用】というのがある。ここで最後の行で、「用途地域指定などの検討が必要です。」

というのは、例えばこういった問題意識から出ているのではないかというふうに私

は読みました。そしてこれに対応して、どういう方針かというのが、８５ページの

➂のまちづくり方針の最初の文章、「適切な土地利用を誘導するため必要に応じて用

途地域の指定を検討します。」それでこの文章を見ただけでは、何か必要に応じてと

いうことで、今いろいろな課題を見て必要性を感じているのかどうかが、この文章

では全然読めなくて、必要があれば検討するのは当たり前のことで、もうちょっと

踏み込んで、今こういった課題があるのでこういった必要性を感じているというよ

うな記述がないと、この文章だけではほとんど意味のない文章に、具体的に何を言っ

ているのかよく分からないような文章に思う。それでこれに関して最初の説明の時

に、このマスタープランでパブリックコメントとか説明会で線引き制度に関して住

民の意見は、このままが良いというような意見があったか、どうだったか分からな

いのですけど、そういった報告もありました。今の時点でその担当課として、その

へんの線引き制度に関してどういうふうなスタンスなのかというのを知りたい。 

相野課長補佐：線引き制度の市側の基本的な考え方ということでよろしいでしょうか。基本

的には、このマスタープランでも必要に応じてという言葉で書いてはあるのですけ

ども、現実に今の現状では旧米子市のところが市街化区域と調整区域が区分してあ

る。旧淀江町はそういった区分がない。この状態をひとまずは継続するという方向

が基本的なスタンスになっております。それで、あとこのマスタープランに先立ち

まして前回もお話したのですけど住民の皆さんに、アンケートもさせていただいて

おります。その中で線引き制度の必要性とか、用途の混在をどうするかというよう

なアンケートの中で、米子市全体としても現状のままというような意見が多くござ

いました。これが、例えば開発がかなり行なわれた、高度成長期の時代とかですと

乱開発等で、住宅のすぐ横に大きい工場が来て困るというようなことが生じたよう

な場合には、ここであるような用途地域を指定して、ここは工業地域です。ここは

住宅地域です。というようなことを考えていく必要が出てくると思うのですけど、

今の米子市、旧米子市、旧淀江町、どちらも、こと淀江につきましては、そこまで

の公害が発生するような状況にはなっていないということが、ひとつあるかと思い

ます。あと住民の皆さまがそれぞれのお持ちの土地を、どういうふうに活用される

かという範囲の中で、利用される中で、今後こういった住み分けというものを、都

市的に利用するところと自然を守るところの住み分けというのが、必要になってく

るのではないかと。例えば住民の皆さまからのご意見等が、どんどん大きくなって

きたときに、こちらとしても対応が可能になるようにということで、必要に応じて

ということで、そういう場合は検討しますということで考えております。 

土光委員：あとは意見ということになりますけど、例えばですけど佐陀地区のアパートの状
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況、今、空き家の問題、人口減とかと言われているのにどんどんアパートができて

いて、一方では古いアパート、空き家ができて淀江のまち中でも空き家がいっぱい

ある。そういった状況に関してやはり行政として、全体的な視点から考え方を問題

提起する、示すべきだというふうに思っています。そういったことがマスタープラ

ンではないかと思いますので、そういったことを考慮してやっていただきたい。問

題意識は共有しているというふうに。そのへんのところはやはり何もしないという

のは良くないのではないかと思います。 

それからあと全然違うことですけど、もし分かればということですけどこの淀江

地域で、3年ぐらい前だったと思いますが、宇田川流域の治水計画を県がかなり大

規模にやっていた。いろいろ住民を交えて討論したり、議論したりとかそういった

話が３年くらい前に１年間くらいあって、いろいろ議論された。そういった計画が

あったのですけれど、あれが今どうなっているのか全然分からなくて、もし情報を

持っていたら教えてください。これは、あの計画が具体的になったなら、この淀江

地区の土地利用にかなり大きな影響がある内容だったと私は思っているので、その

へんのことでもし情報というのがあればお知らせいただきたいと思います。 

高橋支所長：私が去年の４月にこちらに赴任してちょっと把握している範囲なのですが、平

成２７・２８年頃に１年くらいかけて検討会やっていたようです。当時は住宅地を

輪中という堤防で囲って、そこの排水をするような話だったと記憶しております。

それが今ずっと止まっておりまして、今年度に入ってからは、また県の方が考え出

して動き出したというような情報は入っておりますけども、どのようにしていくの

かというのは、まだ私どものところに情報は入ってきておりません。 

土光委員：この計画と米子市がこういった淀江地域のマスタープランとかは、私は関連が出

てくるのではないかと思います。担当課としては、そのへんの県の計画とこの米子

市の都市計画との関連をどういうふうに考えておられるのか。 

高橋支所長：担当課ではないのですが実はこれ県の計画も確定したものではありませんので

これを今回のマスタープランで話していくのは難しいのかなと。県の方もこういう

ふうにいきたいという意向は示しているようですけどまだ地元の皆さまの同意は得

られていないということで止まったというふうに伺っております。 

土光委員：確定してからでは遅いので、こういった計画が進んでいるんだったらいろいろ議

論ができるようにする。どこで載せるかは分かりませんが、確定する前にちゃんと

擦り合わせとか議論をしないといけないのではないか。 

相野課長補佐：土光委員さんへの回答になるか分かりませんけれども、一応マスタープラン

の担当課としましては、そういった治水の面も含めまして河川、塩川・宇田川等河

川改修について管理者に働き掛けますということで、いろいろな所で連携を図りな

がらまちづくりを進めるということに変わりはございません。 

松原委員：構造改善に関係したところに建物を建てようとするときは、農業委員会の許可

が要りますよね。農業委員会は大体どこが管理しているのですか、県ですか、米

子市ですか。 

高西委員：米子市に申請していただいて県が許可を出す。 

松原委員：それの絡みもあって、都市計画プランも組んでいかないといけないと思うけれ
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ど、どうなっているのか。やたらに空き地に家を建てている。おそらく前には農

地だと思うけど、農地の関係もやっぱり農業委員会の許可が要るのか。 

高西委員：そうですね。それで鳥取県が許可せずに直接市町村で許可するところがこのへ

んでは南部町だけです。あそこには基盤整備したところも早くから農振を除外し

た原工業団地があります。 

長谷川会長：すみません。松原委員、高西委員にここで質問を出してもらっても困ります

ので。 

松原委員：それを踏まえて米子市だけの都市計画プランを農業委員会等と連携を密にとっ

てやるのがひとつとしてはある。それで例えば農地にアパートを建てていく。こ

れもみんな許可が出て建っているのかが知りたい。 

高西委員：そうです。佐陀の下は申請が出れば転用はできます。それが目的で基盤整備し

たのですね。それから農振に入ったところに住宅を建てる場合は、地権者の方が

他に自分の良い適切な場所がない場合に、農家住宅ということで許可が出る。 

長谷川会長：高西委員ありがとうございました。他にありませんか。 

松原委員：何かあれば、県の管轄だと言われるが、そのために副市長がやって来られたの

ではないかと思う。パイプ役として、県から引き抜かれて、米子市の副市長になっ

ておられる。そっちの方から言ってもらえるのでは。 

長谷川委員：担当課、何かありましたらお願いします。 

すみませんがどの程度把握されているかをお願いします。 

若林課長：お答えになるか自信がありませんが、まず農林サイドとの協議については逐次

させていただいております。庁内の会議もございますし、実際に今回は住宅系で

はないですが、インターチェンジ付近に工業団地を今後考えていかないといけない

というふうな記載がございます。そうなれば大体インターチェンジの近くには農地

がございますのでそういうことは、可能性も含めて内々に話はしているところでご

ざいます。それから副市長の件でございますが、副市長の方が直接、我々も企画部

門として鳥取県と調整していただきたいということに関して、我々のレベルで調整

することもありますが、副市長を通じて調整するということは具体的には、何がと

は言えないのですがやっていただいています。 

長谷川会長：ほかにございませんか。 

それではないようですので、次に進みます。 

 

報告 淀江、宇田川、大和地区自治連合会について地域振興課が説明を行い、質疑・応答

に移行。 

 

長谷川委員：これはこの審議会で扱う案件としてどう考えればいいのかなということで、事

務局に聞きたいのですが、前回、公民館はあったのですけど要は、淀江中央と大和、

宇田川公民館を分館からそれぞれの公民館にする。これについてどうですかという

ことをここで一旦審議した内容について、結果報告だったら分かるのです。連合自

治会というのは公民館と違うのだけれど、結局ここで報告していただいてじゃあそ

れを審議するっていうのは、一体どんな意味があるのだろう。いいとかいけないと
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か、あるいはこうして欲しい、ああして欲しいというものが、そういう意味での意

見を出す場なのか、単にこの地区でこういうふうになりましたという報告だけであ

るのだったら何で今更、逆に言うと昨年の３月段階でそういう方向で検討されてい

ます。それについて何か意見がございますかっていう、今回の案件もそうですけど

意見聴取みたいな経緯があれば。何となくその結果こうでしたっていうのが、この

場で報告でしたら分かるのですけども、全く地域に関係したことでありながら報告

だけっていうのでは。この審議会っていうのはどういう役目を果たすのかな、そう

考えるとちょっとそこらあたりが分からないので、こういう趣旨で今の段階でこう

いう目的を話されるのかを説明していただきたい。 

高橋支所長：審議をいただくというつもりで今回出したわけではございません。ある自治連

合会の方から、こういうふうになっているのに審議会でも報告をしないわけにはい

かないだろうというアドバイスがございました。ご報告という形で説明をさせてい

ただいたとご理解いただければと思います。議事の方に入れていまして、申し訳ご

ざいませんでした。 

松原委員：発足して丸１年経つわけですけど何か不具合がありましたか。 

奥田次長：今のところ３地区それぞれに自治会連合会で、それぞれの地域課題につきまして

議論いただいておりまして、米子市の常任委員会の中でもそれぞれの地域課題につ

いてご発言いただいておりますので、事務局から見ますと今のところ不具合はない

と思います。 

吉田委員：土地の分館名が変わっていない。大和公民館は変わりましたが、まだ付属してい

る土地が分館になっている。まだ分館名の名前で通知が来ているところがあるらし

い。それから土地の場所を管轄しているところで大和公民館の方から言われたので

すが何かその所の名前が変えなきゃいけないところがあるらしいのですがそこが変

わっていないらしい。 

田口委員：私もこの資料が追加で送付されてきましたので、意味が分からなくて直接公民館

長に聞きに行きました。こういうのが審議会で来たのでどうなのだろうと。それで

これを読んでもらいました。「報告じゃないですか。」というコメントをいただきま

した。その中で私も連合自治会として不具合というより３つの公民館に分かれたこ

とによって活動とか事業によっては、即できない項目がやっぱりいろいろあるとい

う中で、これについては３公民館長を含めてよく相談をしながら、すぐに分かれる

ことができるもの、数年先のものとかあるという形で。例えばひとつの事例ですけ

ども、配食活動はひとつの公民館が自治会の事業として大和、宇田川、淀江、合同

でやられていると。これは当然地区によって数字が違ったりするので場所の問題も

ある。できることは別れるけどもそういうものについてはよく３館で調節しながら

１年先か２年先か一応館としては別れているけども、内容によっては順次というよ

うな形でトラブルのないようによく調整しながら進めますという形で。この文章を

聞きに行ったときにそういうお話がありましたので一応紹介をしておきます。以

上です。 

高西委員：自治連合会の常任委員会にかけられたということですが常任委員会の方からは、

この要請があったときにはどのように言われたのか。そういう要望があるなら良
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いですよというようなことだったのか。 

奥田次長：米子市の自治連合会の常任委員会の方に要望した際の常任委員会の方からのご

意見ですね。これはやはり淀江地区に淀江、宇田川、大和地区、それぞれの地域

課題に非常に差があるという部分で４８の自治会を束ねるのは大変難しいのでは

ないかというふうにご理解いただきまして、３地区の方でそれぞれ代表の方が常

任委員会に出られるような組織体制ができるのであれば、ぜひともプラス２名と

いうことで、入っていただきますようにということでご理解いただきました。 

高西委員：常任委員会には、３地区公民館の代表の方がメンバーでやられるわけですよね。 

奥田次長：自治会の連合会の代表がやります。 

高西委員：例えば淀江の場合は３つになりますよね。そうすると淀江、大和、宇田川の代

表の方は常任委員会があるときにはメンバーで出られるのですか。 

奥田次長：そうです。 

土光委員：４番の文章が理解できなくて分からないのですが、まず４番で意見を踏まえて

検討を行なっていると書いてありますね、これはどこが、地域振興課ですか。誰

が検討しているのか分からない。 

奥田次長：地域振興課それから生涯学習課２課が中心になっています。 

土光委員：検討するのに有識者とか関係部局等で行うというのは、あり方検討会とかそう

いった会が立ち上がっているということですか。 

奥田次長：これは米子市自治連合会の中の常任委員さん２９名のメンバーの中で５名の委

員さんがその委員になっていただきまして、自治会からのご意見ということで検

討をしていただいています。 

土光委員：ただ２課がいろんな意見を踏まえて内部で検討を行なっているということです

よね。それから最初のマルの協力依頼は誰がどこに何の協力依頼しているのかよ

く分からない。 

奥田次長：このマルの先ほど訂正しました平成３１年の３月に地域振興課、生涯学習課の

２課から米子市の自治連合会に対しましてあり方を検討していただきますように

という協力依頼をしています。 

土光委員：それからマルの２つ目で平成３０年度第７回常任委員会というのは自治連合会の

常任委員会なのですか。 

奥田次長：そうです、はい。 

土光委員：それから最後の文章に常任委員会で検討するための委員会、常任委員会は常任委

員会、その他の別個の小委員会みたいなものを作ったということですか。 

奥田次長：そうです、はい。 

長谷川会長：常任委員会というのは米子市自治連合会の常任委員会です。 

ほかにございませんか。ないようですのでこの件は終わります。 

 

長谷川会長：「その他」に移ります。 

    何かございますか。 

 

高西委員：淀江幼稚園が閉鎖になっていますけども、あれはいつまでもああいう状態にして
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おかれるのか分かりませんが、例えば新しいこの淀江の振興の組織が去年からでき

て、淀江の支所長が兼務しています。和傘を作る伝承館ですかあそこに皇族の方が

来られて、知事も随行された。淀江ではなかなかありません。なので、あそこでも

きちんと幼稚園を解体して整備して、例えあそこにそういうものを作って、外部か

らでも来られるようにあるいは見学ができるようにあるいは和傘を勉強できるよう

なこともやるというのも大事だ。そのへん支所長、考えておられないのか。 

高橋支所長：まだ今後どうしていこうかという話は決まっておりません。そこが空くのかど

うかも決まっておりません。それが決まってからどうしていこうかということを、

地域の皆さまとご相談しながら決めていこうという話を、先ほどさせていただいた

ところです。 

高西委員：幼稚園を借りてないというのは、利用しているのか。 

高橋支所長：今のところをどうするか、まだ保育園の移転をするかも分かりませんので現状

で建て替えるのか、若しくは他の場所に移転するのか。今この話を地元でさせても

らっているところでして。 

高西委員：ちょっとスピード感を持ってしなければ。いつからあのようになっていることも

ない。 

高橋支所長：市の責任としては幼稚園の建物をあのままにしているというのは、本当に申し     

訳ないと思います。本来ですともっと早く手当てして、壊すなり改修して他の用途

に使うなりということをしないといけなかったと思うのですけども、現状ではもう

あの建物は持ちませんので、解体する方向で市は考えてはおります。それでその後

の土地をどうするのかというのは、まず保育園の場所が決まって、仮にあそこが空

き地になったとしますと、市の方も地元と相談しながらどう活用していくのかとい

うことを決めていくという形になるかと思います。 

高西委員：米子市は淀江の保育園をあそこから他に移設する考えですか。 

高橋支所長：まずは淀江と宇田川を統合するという方針は、市のほうで決めておりますけれ

ども移設するのかそこに建てるのかというのは、今は地元と協議させてもらってい

るところです。 

高西委員：そうだったらもっと淀江の住民にも呼び掛けてそげしてスピード感を持ってそう

いうことをさせるようにしなければ。本庁から言ってくるのを待つようなことでは

いけない。 

高橋支所長：今度の２８日に合同の説明会を行ないますけれども、今までも地元の説明会を

やっております。その中で意見調整をさせてもらっているのですが、こういうふう

にということが、はっきり決まらない状況です。 

高西委員：そういうことは支所長がよう呼びかけんようなら公民館長にお願いして、そうし

て市民に寄っていただいて。 

高橋支所長：案内を出しているのは、淀江全域ではなく宇田川と淀江の自治連合会の中の皆

さまに出しております。大和は地域外ですので案内をしておりません。 

長谷川会長：ほかにありませんか。 

 

吉田委員：大和公民館を建て直していただきたい。今回５月に隣の大和保育園から避難行動
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で大和公民館まで来られるのですが、公民館職員がどう扱ったらいいのか。どうい

うふうな対処の仕方があるのかということを検討している。だが、今は公民館に保

育園から来られても、山に誘導するのかどうするのかが、ひとつの検討課題になっ

ている。やっぱり２階以上の公民館にする努力というのを何かしらしていかなきゃ

ならないのではないかと公民館の中では一致している。ただ具体的にどういうふう

にしていけばどういう形になるのかっていうことはまだ分かりません。一応皆さん

にはそれぞれの立場でそういうことを言っていただきたいという方針では一致して

いるところであるのかなと。 

高橋支所長：その件ですけども、少なくとも２階建て以上の建物があれば、全員が入ること

ができなくても近くの皆さんは何とかなるだろうというのは認識しております。 

 

長谷川会長：他にございませんか。 

ないようですので、これで第４０回米子市淀江地域審議会を閉会いたします。  

ご協力ありがとうございました。 


