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第４２回米子市淀江地域審議会会議録 

 

１．開催日時 令和元年１１月２０日（水） 

  午前９時３０分開会  午前１１時２０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、田中由美、吉岡正博、松井智子、長谷川明洋、

中川良久 

米子市  

 八幡総合政策部長、長谷川総合政策課長、松本総合政策課広域行政推

進室長、倉本総合政策課まちづくり戦略室長、遠藤まちづくり戦略室

担当課長補佐 

事務局 

高橋淀江支所長、宮松地域生活課長、青砥地域生活課課長補佐、 

田子地域生活課係長、作野地域生活課主幹 

４．会議次第   

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 諮問 米子市・淀江町新市まちづくり計画の総括について 

４ 議事 米子市まちづくりビジョン(素案)について 

５ その他 

６ 閉会 
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議事 「米子市まちづくりビジョン(素案)について」説明を行い、質疑・応答に移行。 

 

長谷川会長：米子市まちづくりビジョンについてのご質問ご意見がございましたら、挙

手をお願いしたいと思います。 

土光委員：スケジュールに関しては理解しました。あと米子市まちづくりビジョンの審

議に入るということですけど、その前に言葉の定義というかちょっとよく実は

私自身も分からないところがあるので、そこを定義した方が良いかなと思って

質問をします。というのは、要は総合計画のことをやっているということは分

かります。例えば今日の資料 3 とか資料 4 を見ても諮問いただいているまちづ

くりビジョンというもの、それから例えば資料 3 では 1 番上の見出しみたいな

ところに基本構想というのがありますよね。それから基本計画という言葉、こ

れは資料 4 のところに基本計画（案）がついていますが基本計画、もっと言え

ば資料 3 を見ると今度は基本目標とか、右側は基本方向とか、それからさらに

言うと市の将来像とか、いっぱいいろんな言葉が出てきてどれがどれかよく定

義が出来ない状態です。例えば諮問いただいているまちづくりビジョンという

のは、この資料の中の基本計画なのか市の将来像なのか基本目標なのか基本方

向なのかそれの全部を言うのかそこらへんがなかなか整理が出来ないのでそこ

を定義して、まちづくりビジョンというのは、今日の資料 3、資料 4 の中身の

どの部分のことを言っているのか、ちょっと用語の整理をしていただけません

か。 

長谷川会長：そのあたりの説明をお願いいたします。 

倉本室長：諮問についてだと思います。諮問の内容につきましては、このまちづくりビ

ジョン全体ですね、基本構想と基本計画、両方合わせたものについて答申いた

だきたいと思います。 

長谷川会長：よろしいですか。 

結局、基本構想とか基本計画全部ひっくるめてのまちづくりビジョンという

ことになります。 

田口委員：その内容を分かりやすく整理したうえで、いろんな表現されているので理解

しやすいように。 

長谷川会長：その内容を含めてではなくて、言葉の区別をどういう具合にしているかと

いうことを、説明してほしいということですね。 

八幡部長：失礼いたしました。お配りしております資料 3 をまず見ていただきたいと思

います。お手元にございます米子市まちづくりビジョン（仮称）と書いてある

ものでございますが、その基本構想（案）というところ。これがまさに今の基

本構想の中身でして、その中身が 1 番上にあります市の将来像、あとまちづく

り基本目標、そしてまちづくりの基本方向、この 3 つを合わせてまちづくりビ

ジョンの基本構想としております。そしてもう 1 つご質問がありました基本計

画と言いますのは、お手元の資料 4、これが具体的な中身になってまいります。

これは基本計画というふうに整理していただければと思います。そして最後に
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総合計画と総合戦略は、このまちづくりビジョンでどうなのだというお話が

あったと思いますが、これは前回もお話させていただいたと思うのですけれど

も、基本的には総合計画と地方創生総合戦略の 2 つの計画を一体のものとして

作ったのが今回のまちづくりビジョンでございますので、そこのところの説明

をさせていただくということでご理解を願いたいと思います。 

土光委員：ちょっと整理するために質問します。まず、まちづくりビジョンという言い

方と基本構想というのは同じ意味ですか。単に基本構想というのを言い換えて

まちづくりビジョンというふうに言っているだけなのか。 

八幡部長：まちづくりビジョンというのは、先ほど言いました資料 3、資料 4、基本構

想と基本計画を合わせてこのまちづくりビジョンというふうにご理解いただけ

ればと思います。 

土光委員：最後、何と何を合わせたのがまちづくりビジョン、ちょっと分かりにくかっ

たですが。 

長谷川課長：米子市まちづくりビジョンでございますけれども、基本構想、基本計画を

合わせまして、米子市まちづくりビジョンという具合に呼ばせていただいてお

ります。米子市まちづくりビジョンの中に総合計画・地方創生の総合戦略それ

らを合わせて作りますというものです。 

土光委員：私の理解なりで言うとまず基本構想というのは、資料 3 とか資料 4 の中の市

の将来像と資料 3 の基本目標、1 から 7 項目、それからその右の基本方向、こ

の 3 つのことを基本構想と呼ぶものというふうに理解します。基本構想という

のは、市の将来像と基本目標と基本方向、まちづくりビジョンというのは、こ

の 3 つを含める基本構想プラス基本計画というのを全部のことをまとめて、ま

ちづくりビジョンというふうに呼んでいるというふうに理解したのですけれど

も、それでいいでしょうか。 

八幡部長：はい、そういうことでございます。 

長谷川会長：それで皆さん、よろしいでしょうか。 

土光委員：ということは、今回諮問されているのはまちづくりビジョンなので基本計画

というのは、この資料 4 で細かく書かれていることですので、これ全てが対象

だということになりますね。 

倉本室長：はい、おっしゃるとおりでございます。 

長谷川会長：よろしいですか。 

田中委員：細かなことで申し訳ないのですが、資料 1 の取り組み状況の中で網掛けの米

子市淀江地域審議会のところが、書いてあることの確認ですが、8 月 28 日と

なっているのですが、これは 2１日のことではないですか。2８日でよろしい

でしょうか。 

倉本室長：2１日が正しく、28 日というのは誤りでございます。申し訳ございません。 

長谷川会長：改めてご質問・ご意見ありましたらお願いします。 

長谷川委員：資料 3 ですが、見出しの中で、やはりちょっと馴染みにくいなというのが

「4 新商都・所得向上をめざすまちづくり」の所得向上をめざすっていうのが
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非常に分かりにくい。何を具体的にめざしているのか、その説明もしてほしい

ということと、一体、総合計画や市の将来像で、まちづくりの将来的なビジョ

ンの所得向上ってどういう思いがあるのか説明をしてほしい。 

八幡部長：ありがとうございます。まず冒頭で皆様方にお話しさせていただきたいのは、

本日は出来たものを皆様方に説明させていただくというものではなくて、これ

をより良いものにしていただくためにいろいろなご意見を伺いますというのが、

基本的な姿勢でございます。それぞれのご意見に対してそれがどうかというコ

メントは、基本的には控えさせていただきたいというふうに思います。先ほど

長谷川委員さんの方からそういうお話しがありまして、所得向上という言葉が

分かりにくいのではないかというお話しだったと思います。これは、この淀江

地域審議会のほかにも、例えば総合計画の審議会や市民の説明会の中でも、こ

このところの表現がどうだろうかという意見は多々いただいているところでご

ざいます。それで趣旨といたしましては、基本的にいま国が地方創生の中でめ

ざしております、稼げるまちづくりというところがベースになってまいります。

その稼げるまちづくりの中で稼いだお金をじゃあどうするか、やはりそれぞれ

の業種の従業員の方々の所得向上を最終的にめざすべきなのではないでしょう

かという、市長の強い思いでございます。また明日そのあたりのことは、市長

の口から直にお話しさせていただきたいと思っておりますが、背景といたしま

してはバブル崩壊後、日本においては未曾有の経済危機が訪れたわけですが、

個々の企業においては、それを海外に活路を見出しまして、それぞれ企業が商

売をやった結果、今の企業内部留保、いわゆる企業が持っているお金、それが

現在約 261 兆円か、262 兆円ですか、そのくらいある。そのことに対して、

それをもっと投資とか、やはり従業員の個々の働く人の分配にめざすべきだと、

それで結局、経済の活性化というのはそこを目標にしないとやはりみんなが豊

かになれないのではないかという思いがあって、あえて「所得向上めざすまち

づくり」という表現にさせていただいているということでございます。これに

ついては、いきなり総合計画審議会の方では、じゃあ最低賃金を上げるってい

うことを目標にするのか、様々なご意見をいただいているところでございます。

趣旨といたしましては、私がお話しさせていただいたように、最終的に経済を

活性化させることは、どんどん稼いでその稼いだお金を本市といたしましては

税という形で福祉事業の方に分配するということですけれども、まずはその稼

いだお金については、やはり更なる発展のための投資ですとか、その働いてい

らっしゃる方々に再分配するということを強くめざすべきだと。自治体がこう

いう表現を使うというのは非常にある意味違和感があるのは分かりますが、あ

えてそこに挑戦をさせていただくということでこの表現をさせていただいたと

いうことでございます。ただ長谷川委員さんのやはりおかしいのではないかと

いうご意見についてはしっかりと受け止めさせていただきたいと思っておりま

す。ありがとうございました。 
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長谷川委員：だいたい気持ちは分かったのですが、所得向上自体は個々の収入をいう市

民一人一人のことを言っているのだけれど、多分この括りの中で言えば、全体

を俯瞰した中で印象的な部分で、例えば元気を生み出すまちづくりみたいなそ

ういうふうな意味合いで、ここの事業を個別に１つ１つはあたってみても、要

は米子市を元気にするための施策をずらっと並べているのだったら、まずは

こっちの方が良いのかなと、総合計画としてはやはり、米子市が所得向上をめ

ざすっていうものはいらないじゃないかなということで、いちおう意見として

受け止めていただきたい。 

八幡部長：ご意見は受け止めさせていただきたいと思っております。 

長谷川会長：よろしいですか。他にご意見ありますか。 

松原委員：1 番の「米子駅周辺整備の推進」ですが、最近米子駅の南北一体化、このデ

ザインが決まったと思うが、これはこれで図面上見てもちょっと分からない。

大山が見えますか。要は、東側に大きな窓、駅を使わなくても市民が憩える大

きな窓がないように思いましたがどうですか。 

長谷川会長：それについてお答えできるところがありましたらお願いします。 

八幡部長：どこから。建物の中からでしょうか。 

松原委員：そう建物の中から。例えば今インバウンドで外国人のお客さんもたくさん来

るでしょうし、米子市民ばかりじゃなくて、観光関係で駅を使った人が大山を

眺めて休憩できる、そういうスペースはあるのか。 

八幡部長：大変申し訳ありませんけども、そこの確認が出来ておりません。次回の審議

会のなかで大山が見えるかどうか。結局、構内からですよね。 

松原委員：そうです。 

八幡部長：新しい例えば自由通路が出来て、その通路の例えば南側・東側・北側、若し

くは、だからどこかからでも大山が見えるかという話だと思います。そこは確

認をさせていただいて、また次回でも報告させていただきたいと思います。 

長谷川会長：よろしいですか。 

松原委員：はい。 

長谷川会長：他にございませんか。 

松井委員：資料 3 のまちづくりの基本目標の 1 番から 7 番の順番は、１番が第１位と

いう意味での 1 番でしょうか。私としては「新商都・所得向上をめざすまちづ

くり」のめざすところに「公共交通を中心とするまちづくり」そういうものが

あるのでないかなと、米子駅周辺での土地利用、中心市街地の活性化、それは

「雇用の安定」と確保につながるのでは、私の考えですが。 

八幡部長：ご意見は承りました。それで今回なぜこういうふうな括りにしたかについて、

少し説明をさせていただきます。まず 1 番に公共交通を中心とするまちづくり

というのを、あえてこれを持ってきたのは簡単に言いますと、いわゆる車社会

からの脱却なのです。今まで米子市に限らず全国の地方都市においては、あま

りにも車に対する依存が強すぎて、やはりそういうまちづくりをしてこなかっ

たという強い反省に立ちまして、遅ればせながらということですが、今後は高
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齢化の方向性を迎えますが、そこで公共交通を中心とした具体的に言えば鉄道

ですとか、バスを中心としたまちづくりをしていきたい。そしてなおかつ土地

利用についても、ここでは「調和のとれた土地利用の実現」というふうに書い

てございますが、前回お話しさせていただいた都市計画マスタープランにおい

ても、町中と郊外一体的な発展の中で、やはり「公共交通機関中心とするまち

づくり」にするということを謳っておりまして、そこのところはあえて大きな

今までの方針転換だということで、「公共交通を中心としたまちづくり」を基本

目標にさせていただいたと。それで松井委員さんおっしゃるように最終的な効

果は、「新商都・所得向上をめざすまちづくり」に繋がるので、1 つ目の目標に

掲げさせていただいたという経過でございます。ただ松井委員さんのご意見に

ついてはきちんと受け止めさせてもらいたいと思います。 

長谷川会長：よろしいですか。他にございませんか。 

中川委員：いろいろ今意見を聞かせていただいていますが、実際問題この淀江地区にど

ういうメリットがあるかがはっきりここでよく汲み取れないのですが、例えば

「歴史と文化に根差したまちづくり」というような項目もありますが、これは

このとおり資源活用ということです。が、いま合併してから十数年経って、平

成元年に淀江町が町民憲章というものを定めて、水と緑と美しいこれを守ろう

ということで定められて、町民一丸となってこれについて努力していこうとい

う意味の言葉がずっと残っているのですけども、それを活かしたような構想づ

くりというものが何か出来ないものなのでしょうか。その中で本当にいい町民

憲章が、旧淀江町ですね、これを住民の総意としては持ち上げていたのですよ

ね。だけども 17 年に合併したということで、これが全く活かされているとい

う実感がないのです。そのあたりは、この中に組み入れてもらうとか、何か具

体的にそういう文言を入れておくとか、そういうことは出来ないのでしょうか。 

八幡部長：今まさにそういう場でございまして、具体的にそういうご意見がありました

らぜひ逆に伺いたいという気持ちがありますし、私どもといたしましては、米

子市の総合計画の中で「淀江地域における歴史・地域資源の活用」ということ

で1つ基本方向ということと、あと基本計画目標ですね、具体的に言いますと、

米子市まちづくりビジョン(仮称)基本計画（案）、資料４の中の 39 ページです

ね、そこで一応記載させていただいたというところでございます。そこの記載

が例えばもう少しこういうのを具体的に書いたのがよろしいのではないかと、

そういうようなご意見がありましたらぜひ頂戴させていただきたいというふう

に思います。そして水のことに関しましては、ある意味淀江だけということで

はなくて、やはりこれも 47 ページに「良質な水源開発と災害に強い施設・管

路の整備」ということで、そこでいわゆる取り組みの記載をさせていただいて

おります。ですから、もしそういうことでございましたら、ぜひ伺わせていた

だきたいと思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。 

長谷川会長：他に、ございませんか。 
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松原委員：先ほどの「歴史と文化に根差したまちづくり」で以前に、石馬収蔵庫これに

アクリル板を入れて外部のお客さんがいつでも見えるようにしてほしいという

意見が出たのですけど、これをぜひとも進めてほしい。と言いますのは、いま

現状は外部から来たお客さんが、石馬自体に危害が加えられたらいけないとい

うことで、収蔵庫の扉に鍵をかけている。ですから全く中は見えません。上淀

白鳳の丘展示館に言ってもらえば開けてもらえる。また上淀自治会の各班長が

鍵は持っていますので、言えば鍵を開けてもらえます。がそういうことをお客 

    さんが知らないわけです。それを大きく石馬収蔵庫に表示するか又はアクリル 

板で扉を開けなくても中が見えるよう、ぜひともしてほしいと思う。 

八幡部長：ありがとうございます。今回のまちづくりビジョンについては基本的には、

従前的にこれから本市が進めていくまちづくりの政策のおおまかな内容という

のを、今でも話していただいているのですが、今の松原委員さんの具体的なご

意見につきましては、私の方が責任をもって所管課の方にそういうご意見が

あったということは伝えさせていただきたいと思っております。 

松原委員：よろしくお願いします。 

長谷川会長：他にございませんか。 

長谷川委員：決まったわけじゃなくて意見だっていうことで受け止めていただければ結

構なのですが、さっきこの資料 3 のところで「歴史と文化に根差したまちづく

り」で「淀江地域における歴史・地域資源の活用」っていう括りがあります。

これはまた基本計画の中で、もう少し具体的な内容については説明があるので

すが、前回も触れたと思うのですが、1 つ上の段の４の「新商都・所得向上を

めざすまちづくり」という中で「地域資源を活用した観光施策の推進」という

のがあるのですが、地域資源を活かすという中で、それを 1 つの観光資源とし

て活かすっていうのは、非常に重要な視点じゃないかなということです。こう

いうふうに区分されてしまうと、全くそれが別物のような扱いに寄与してしま

う。具体的には「地域資源を活用した観光施策の推進」は、文化観光局になっ

ています。それから「淀江地域における歴史・地域資源の活用」これは、淀江

振興本部になっています。そうなってくると全く行政の中でそれぞれの所管部

署がばらばらになってしまい、政策上の一体性というのが非常に取りにくくな

る。出来れば地域資源を活用した観光施策の推進、基本計画の方もやっぱりそ

ういう淀江のさっきの中川委員じゃないですけど、水とか史跡とかそういうも

のの1つの具体的な課題、そういったのを挙げていただくといいのだけれども、

そういうものも載っていない。そういった面のそれぞれの括りの中で関係部署

が非常にこういうふうに区分されてしまうことによって事業を推進する。一体

じゃなくてそれぞれの所管部署がやる。そういうふうなところをぜひ総合計画

を作成する段階で慎重にして、各部署の連携が取れるような考え方というもの

をお願いしたい。 

八幡部長：ありがとうございます。貴重なご意見として受け止めさせていただきたいと

思います。 
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長谷川会長：その他、ございませんか。 

田口委員：資料 3 ですが素朴な質問ですけども、黒丸と白丸の理由は何かあるのか。 

長谷川課長：記述が小さくて申し訳ございません。まちづくりの基本方向のところのグ

レーで網掛けがしてあります上の項目のところに、ちょっと字が小さくて。黒

丸が地方創生総合戦略に絡むものでございます。 

田口委員：はい、分かりました。資料 3 で淀江としまして、先ほどの質問に中川委員さ

んが言われましたが、合併でいろいろあるのですが、1 から 7 の区分がされて

いまして、部局というかたちで項目が書いてあるのですが、この淀江地域を見

ていますと 5 番に淀江振興本部１ヶ所しか載っていないのですけど、これから

の構想ですから中身は実際ばらばらで淀江も関連するところがあるかもしれま

せんが、淀江としてみましたら合併をして 5２項目に分かれて、関連部局が 1

つしかないのは、非常に寂しい感じがするのですが、そこらへんどう思われる

のか。 

高橋支所長：淀江で入っているのはここだけなのですが、実は淀江支所は全ての分野で

関わっておりまして、ここには載っていないですが、ほぼ全てのことに首を突っ

込むようになっております。そのへんをご了解いただきたいです。 

田口委員：資料３がということじゃなしに、淀江の町民の方からしたときに、1 つだけ

しか載っていないと。今言われますように各部署全部、この３９番だけじゃな

く全部関わってくると思うのですけれども、やっぱり地域の人に説明とかに

なったときにもうちょっと何か工夫してもらった方が良いのではないかと。こ

れは意見として出させていただきます。 

長谷川会長：他、ございませんか。 

土光委員：資料 4 の基本計画に関する案の資料で 39 ページ、淀江関連で「淀江地域に

おける歴史地域資源の活用」ということに関して、質問とか意見を述べます。

まず質問ですけど、この中で現状と課題ということでいろいろ記述があります。

この中の現状と課題の２行目から 3 行目のところ、この淀江というのは「豊か

な自然に恵まれており、これらの特色のある地域資源を活かしたまちづくりを

進めてきました」というふうに書かれています。この地域資源を活かしたまち

づくり、これまでどういったことを具体的にやってきたというふうにお考えで

すか。 

高橋支所長：まずこれまでも向山古墳群、史跡等を活かしたまちづくり、それとここに

書いてあります水につきましては本宮の泉、天の真名井、三輪山の清水これら

を関連させて発展に努めてきたところもありますし、旧淀江町の町中を散策し

ていただいて、歴史的なものを知っていただくようなイベントも開いています。

特に最近ですと、上淀廃寺跡はこちらに長谷川委員さんがいらっしゃいますけ

ども彼岸花まつり等開いていただきまして、地域の活性化に頑張っていただい

ております。その他にも、ゆめ温泉、こちらの方は年間約 13 万人の入湯客が

ございまして、その辺でもいろいろやってきたところだと考えております。 
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土光委員：分かりました。特にここで名水百選等、水のことについての記述があるので、

これに関してもう少し聞きたいのですけど、天の真名井とか本宮の泉、それか

ら記述にはないですけど三輪山の清水、以前は小波上の泉と呼ばれていました。

この 3 つ、だから、天の真名井とか本宮の泉とか小波上の泉という言い方をし

ますね。これらに関してこれまで、例えばこの 10 年間ということでいいです。

これらの水を汲みに外から多くの方が来られているというようなことがありま

す。この 3 つを、いわゆる名水と呼ばれるところの整備といいますか。具体的

に何をそれぞれしてきたのか。 

高橋支所長：本宮の泉については周辺整備をやってまいりました。天の真名井につきま

しても真名井の駐車場まで水を引いて周囲の道路整備ということをしました。

今ちょっと水車の方が動いていない状況なのですけれども、これにつきまして

は地元と相談して施設を直すだけではいけないので、活用策これを今考えてい

ただいているところです。この活用策が決まりますと、また再修繕ということ

も考えていこうというふうにしています。三輪山につきましては、山陰道です

ね、これが出来た時に国交省の方であそこを埋めずにそのまま残していただき

ましたので、そこに今上屋を建てまして雨が防げるようにしましたし、近くに

東屋を設けて休憩していただけるような公園的なものを設置したところでござ

います。 

土光委員：３つに関して、こういったことをやられたということで了解しました。これ

ちょっと資料をお願いしたいので、今言った本宮の泉、天の真名井、それから

小波上の泉でそれぞれ米子市が予算を計上していろいろ整備をしてきたと思い

ます。この 10 年間で具体的にどういったことをどのくらい予算をかけてして

きたか、という資料を後日でいいので提出していただきたいがそれはお願いし

ていいか。 

高橋支所長：はい、承知いたしました。 

土光委員：これに関しては、1 つ天の真名井と小波上の泉のことで、これは地元の人か

ら実は話を聞いたのですが、小波上の泉は先ほど話がありました。水汲みの場

を整備して、それから近くに駐車場も整備して、それから駐車場のちょっと上

に石で座れるような場所、かなりお金をかけて整備をしているところだと思う。

水汲みに関しても雨に濡れないように上の屋根をつけたりとかね、水汲みも 2

本か 3 本くらい、非常に環境は整備されてきたというふうに思う。それに対し

て、真名井の近くの地元の人から聞いたのですが、真名井はもともと、ちょっ

と上に上がってマス・水車があるが、いま水車は壊れて回わっていません。こ

の整備は必要じゃないかと思っているのですが、ここの場所、それから水汲み

場としては、水路を引いて下に降りたとこに水汲み場がある。そこの水汲み場

のことですが、これ汲めるタイプというか水の出口が一本しかない。だから複

数の人が来たら、順番待ちでずっと待たなければいけない。小波上は 3 本くら

いついています。それから真名井に関しては、上に全然屋根とかそういうのが

なくて雨が降ると水汲みがやりにくいというかできないというか、だから地元
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の人の話を聞いたのでは、「小波上はあんなにちゃんと整備されているのに、こ

ちらは何もしてくれない。」こういう話を聞きました。だからこのへんそれぞれ

特徴がある３つの名水ですから、その水汲みに来るということできちっと整備

するというのは、必要なのではないかと思うがいかがか。 

高橋支所長：真名井の件につきましては私どもも話しは伺っております。先ほども言い

ましたけれども真名井の場合は、水の水源のところが村中にあり、駐車場があ

りませんので引いたという事情があるのです。けれども今後、先ほど委員さん

が言われました水車小屋の整備と併せて考えていかなければいけないのかなと

思っていますし、それで今の場所も水汲み場の場所も駐車場の中にございまし

て、そういった駐車場のスペースの関係上、上屋をつけると車が旋回しきれな

いのではないかという話もしているところです。これにつきましては、今後ど

うするのかということを、検討しながら対処していきたいとは思っております。 

土光委員：具体的な何をどうするのかということについては、議論をゆっくり地元を含

めて進めればいいと思うが、その一方で今日は、このまちづくりビジョンとい

う視点で考えると、やはりこの淀江の地域は、淀江町の時期から水と緑と史跡

のまちというキャッチフレーズでやってきた。この名水というのはやはり非常

に淀江町民にとって重要な位置づけ、非常に自慢できるまさに市民の資源だと

いうふうに思う。これをきちっと今後 5 年、10 年まちづくりビジョンを考え

るときにちゃんと守っていくという方向が必要だと思う。そういった方向にす

るといった記述が私は必要じゃないかと思う。そういった視点でこの 39 ぺー

ジを見るとそのへんの淀江の名水をきちっと守っていく、そういった記述が見

えてこない。だからそういったことをやはりこの中に書き込むべきではないか

と思う。まあこれは皆さん方ですれば、そういった文言を答申に含めればいい

と思いますが、今の時点では、担当課としてはどういうふうに思われますか。 

八幡部長：はい。先ほども冒頭で申し上げましたように、そういうご意見をいただく場

というふうに理解しておりますので、ご意見として伺っておきたいと思います。 

土光委員：だから、これは私の皆さんに関して、意見というか提言ということでまた議

論をしてもらいたいと思う。さらに言うと、これからのところで 39 ページの

記述で、これから何をするかということに関して現状と課題の最後の 2 行に書

いてある。点在する時代の異なる史跡を連携させる、それはそうだと思う。そ

れから関係諸団体と連携、だからこれはこれでやるべきではないかと思うが、

やはりこの特に名水と言われるものをきちんと保護していくということと、そ

れからそれを広く県外を含めてアピールしていく。水と緑と史跡のまち淀江と

いうのをアピールするとか、それから大山ブランド、大山を使っているが元の

名水ということで大山ブランドというのをこれから大切にしていきますよとか、

広くアピールしていくとか、こういったことを周知が出来るのではないかと私

は思う。私からの提案ということで審議に考えていただければと思います。 

それから、あとこれも水に関してですが 47 ページ「良質な水源開発と災害

に強い施設・管路の整備」ということで、要は水道水をきちんとやっていこう
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とそういったところです。ここの 47 ページの記述を見て例えば計画目標で、

①水源を更新し、取水量の安定化ということで、もちろんこれは必要なことだ

と思います。ただこれだけではなくて、水源をきちんとこれからも保護してい

くというそういった方向性、そういった記述も必要ではないかと私は思う。例

えばですけど、智頭町の例を 1 つあげますと水道水源保護条例という条例を

作っています。どういった条例かというと地域に水源保護地域というのを指定

して、その地域には対象事業、要は水源を脅かすようなそういった事業のこと

を対象事業と定義しているのですが、水源保護地域内では対象事業は設置が出

来ない、そういった条例をはっきり作っています。例えば対象事業はどういっ

たものが該当するかというと、この条例見ますとゴルフ場の営業とか廃棄物処

理場これは、要は産廃処分場ですよね、一般もかもしれません。こういったも

のは水源保護地域には設置しない。そのためにはそれなりの手続きがいる。そ

ういった条例をはっきり作っています。私は米子市でも特に淀江町地域という

のはこの名水というのをきちんと守っていくということを担保するためにはそ

ういった条例もあってもいいのでないかと思う。それでそういったことが出来

てこそ、この名水というのを大山ブランドというのを広く県外にアピールでき

るというふうに思いますので、この 47 ページの水道水に関して単に①である

ように水源の更新とか取水量の安定化ではなくて水源の保護をきちっとやる。

そのためには必要だったら条例も作る。そういったことを基準として入れては

いいのではないかと思います。 

あともう 1 点は、3４ページで「地域特性を活かした漁業の振興」ここで、

例えば淀江町に即してみれば淀江町には漁港があります。漁業者がさまざまな

取組、例えばよくマスコミとか議会でも問題になりましたけど、ブランドとい

うことで「がいな鰆」というのを淀江町のブランドとしてやっていくとかいろ

んな取り組みをしています。やはりこの地域の特性を活かした漁業というのは

こういった地元の漁民の取り組みと地域の淀江町の特性を活かした漁業の振興、

そういうのをやっていくというのがここで言っていることだと思う。ここで例

を出しましたけど淀江町の漁業もそういった地域の特徴を活かした形でこれか

ら続けていくという、そういった姿勢が必要だと思う。ただ現状は、これは具

体的に率直に言いますけど、淀江町地域で産廃処分場が出来る、米子市当局も

作るという方向でいま進んでいる。それに対して淀江町の漁民は反対していま

す。なぜかというと、そういった施設が出来ることによって海の環境負荷が上

がるかもしれない。たとえ上がらなくても風評被害ということで、そういった

漁民たちが目指している地域の特性を活かした漁業を、やっていこうというこ

とに関して非常に不安を持っています。だからそういったことに関して、もし

産廃処分場がいろんなことで必要だというならば、漁民に対してきちんとその

へんの説明とかをしてやっていくというそういう姿勢が必要だと思います。そ

れが文字通り地域の特性を活かした漁業の振興を、米子市がやっていくのだと

いう姿勢に当たると思いますので、そういったことも含めた形で具体的に記述
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がどうかというものはすぐに出ませんけど、そういった視点も必要ではないか

というふうに思う。これは私の提案ですけど答申するに当たってそういったこ

とを議論の対象にしていただければと思います。 

長谷川会長：他にございませんか。 

吉田委員：最初にこの計画は非常に私としては、いいものを作っていただいたと思う。

まずは計画目標を立てられる。そして計画目標に数値目標を設けられる。それ

を数値目標に向かって前進していく。ただし数値目標が出来るものはいい、数

値目標に挙げられないもの、これをどう具体的に皆さんにお示しするかという

ことは大切なことだと思います。まずは市民 1 人 1 人の意見、どう吸い上げら

れていくのか、そのシステムをどこに設けていくのか、多分、自治体、公民館、

又は各自治会にそのものにもっていかれると思うが、それぞれの活力をどう活

かしていくかということは、やっぱりこの基本計画に又は基本構想、目標の中

にどう組み込まれていくかということが、私は大切なことだというふうに思う

がどうですか。 

八幡部長：ありがとうございます。まさに今おっしゃられましたいわゆる市民参画をど

ういうふうに実現していくのかということが、本当に大きな課題だと思ってお

ります。これには、私自身の思いとしては正解というのは、どんどんどんどん

いろいろ進化させていかなきゃいけないだろうなと。例えばこれをやったから

これでいいとか、例えば市民の説明会をやったからそれでいいとかそういうも

のじゃなくて、常にそういう姿勢をもって物事に臨むというのが、やはり基本

なのだろうというふうに思いますが、現状としてこれらの数値目標の進行管理

をどうやっていくかということでございますけれども、基本的にはやはり今の

政府の仕組みにおいては、当局のやる仕事について市議会でチェックしていた

だく、それは皆さんに選挙で選ばれた議員さんにチェックしていただくという

ことが、やはりこれが基本であろうかなというふうに私は考えております。た

だそれだけでは、広く市民の皆さんに意見を例えば進捗状況を知らしめるって

いうような手段については、住民への市長説明会ということで、今回 9 か所で

すか、住民の皆さんにお話しをさせていただくということをしております。あ

らゆる場面を通じて皆さんに説明をしていく必要があるかなというふうに思い

ます。ありがとうございました。 

長谷川会長：他にございませんか。 

長谷川委員：どうしても地元なので淀江の話になりがちですが、39 ページの「淀江地

域における歴史・地域資源の活用」ということの中で、よく聞いておきたいの

が伯耆古代の丘エリアという表現が今回使われている。具体的にどのエリアを

指しているのか。例えば上淀白鳳の丘展示館近くで白鳳の丘ということを。じゃ

あ白鳳の丘と伯耆古代の丘エリアはどう違うのか。このエリアっていう範囲に

は、さっき土光委員さんが言われる水の問題がそのエリアの中に含まれるのか

含まれないのかについて、これから重要な用語になるのでその範囲を具体的に

教えていただきたいなというのと、それから関連計画の中で伯耆古代の丘エリ
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ア活性化構想というのが掲げてあるのですけど、これが今は出来上がったのか、

これから作られるのか、どういう作り方をされるのか、ちょっとそのへんも併

せて教えていただきたい。 

高橋支所長：伯耆古代の丘エリアですけれどもイメージしているのは、市の施設がござ

いますよね。公園、ゆめ温泉、展示館、そことあとは上淀廃寺跡、それにさら

に妻木晩田史跡公園、ここを含めたものを伯耆古代の丘エリアというふうに定

義づけております。それともう 1 つ、活性化構想ですけれども、これは今年度

中の策定をめざしておりまして、現在いろいろ作業を進めているところでござ

います。中身につきましては、このエリアを結局今までは県は県、市は市とい

うところがあるのですけれども、県と市と一体となってこのエリアにいかに人

が回遊するような仕組み、仕掛けを作っていくかというようなところを考えて

おります。 

長谷川委員：1 つ確認するのですけど、いわゆる天の真名井、或いは本宮の泉、そうい

うようなのはこのエリアには入らないということですか。 

高橋支所長：現段階では入れておりません。 

長谷川委員：分かりました。これは横口かもしれませんけど、米子のエリアの中で淀江

振興課という課まで設けて、淀江エリアの活性化に力を入れていたのが米子市

の施策の方針だというふうに理解しています。せっかくそういう立派な課があ

るので、この総合計画の中にぜひ十分に実現できるように取り組んでいただき

たい。 

長谷川会長：他にございませんか。 

松原委員：淀江の上淀の自治会出身なもので、向山古墳に今個人の私有地があります。

ここに岩屋古墳があります。これは今後買い上げる予定はないでしょうか。 

高橋支所長：これは文化振興課が所管なのですけれども、基本的には買い上げたいとい

う思いはあります。それで他にもまだ民地にもございますので、それも含めて

あの一帯は当然史跡として買い上げて指定管理して、国の方に史跡登録してい

ただいて全部をきれいにしたいという思いはあります。けれども、ちょっとま

だそこまで進んでいないというのが現状です。将来的には、今言ったようなこ

とを進めていかなければならないと考えます。 

松原委員：分かりました。それともう 1 つ、白鳳の丘上淀展示館、これにあまりお客さ

ん入ってないようだ。これは結局上淀廃寺まで訪ねて来たけども、その資料館

がどこにあるか分からないっていうことで、資料館はここの道にありますとい

う標識を付けて、もうちょっと入るようにしないと閑古鳥が鳴いているような

気がする。団体客ばっかり入って。 

高橋支所長：貴重な意見ありがとうございます。そのへんは対応していきたいと思いま

す。ただ、展示館の方と話したところ、展示館も結構忙しくて、上淀廃寺の解

説等いろんなことされていまして、来客者も結構いらっしゃっていると私は

思っております。もうちょっとそのへんも皆さんに分かるように努力していき

たいと思います。 
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松原委員：分かりました。もう 1 つ淀江振興に関して、淀江傘の復興と言いますか淀江

傘にもうちょっと力を入れた方がいいじゃないかと思いますけど。 

高橋支所長：この件につきましても、所管は文化振興課なのですが、私どもも当然そう

思っておりまして、淀江傘がなくならないような施策というのも考えておりま

す。 

八幡部長：ちょっとすみません。今具体的なご提案をいただきましたけれども、先ほど

も申し上げましたようにまちづくりビジョンというのは、おおまかには基本的

な方向性を示すものでございまして、大変申し訳ないのですけれども、具体的

に何かをやるとかやらないとかということの記述はいたしませんが、今おっ

しゃられた提案についてはしっかりと私の方が責任を持って、支所長が申し上

げましたけれども所管の文化振興課の方に伝えておきたいと思っております。 

長谷川会長：他、ございませんか。 

吉田委員：防災のことに関して 1 つ申し上げておきたいと思いますが、「災害に強いま

ちづくり」ということは災害が起きた時にどうするかではなくて、災害が起き

た時の体制の準備が出来ているか、災害が起きた時に避難所をここに項目とし

て、避難所を充実していくのが入ってない。昔のままで。今の体制で十分だと

いう考えですか。私どもは佐陀川と日野川に囲まれた地域に住んでいるものに

とっては非常にこのあたり何もない。私たちはどこに避難すればいいのか。ど

ういう対策すればいいのかっていうのが我々は集まって考えてもなかなか出て

こない。考えるとすれば自分たちの 2 階以上のところに避難所を設けてそこに

逃げて行くしか方法はない。災害に強いまちづくりを掲げる以上、避難所の充

実ということをひとつ考えていただきたい。 

八幡部長：ありがとうございます。一応、災害に強いまちづくりの中で、避難所関係に

ついては公共インフラ、施設の整備というところで記載をしておりますが、避

難所の記載についてのご意見でございますので、それは別にしていただいて、

それは持ち帰って検討させていただきたいというふうに思います。 

長谷川会長：他、ございませんか。 

八幡部長：49 ページの防災機能確保というところの中に避難所の環境改善というのが

項目としては書いてあるのですが、今の具体的なお話でも実は今地域をいろい

ろ回らせていただいていて、五千石公民館でお話させていただいたときも、同

じような話がありました。その場に防災安全課の職員がおりませんでしたので、

後日そこの自治連合会長さんにお話をさせていただいて、五千石エリアのいわ

ゆる防災をどうするべきかという意見交換の場を防災安全課と、全市的な話な

のですけれども、やはりエリアごとによって事情が全然違うのでそういう話を

させていただくことにしておりますので、ぜひ今吉田委員さんが言われたエリ

アについては、後でどなたに連絡させていただくのが良いかお聞きしますので、

それで個々にやはりどうあるべきかという話を、これは総合計画云々というよ

りも前にそういうレベルの話だと思いますので、ぜひそれはさせていただきた

いと思います。 
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中川委員：今の関連ですけどハザードマップは、今現行確かあれば配っていただいてい

ると思うのですが、あれは見直しか何かの予定はなかったのですかね。 

八幡部長：つい最近見直しをして、かなり厳しいハザードマップになっていると認識を

しております。私は皆生なのですけれども、以前はそんなに赤がなかったので

すが、今回は思いっきり赤が出て「あれ。」と思ったくらいですので見直しをさ

せていただいたのだということです。 

中川委員：新潟沖の地震とか鳥取の東西ですよね、あのへんの断層に対する処置という

か、それについて見直しされたのですよね。新しいのが出ておれば。その中に

たぶん地域避難所というか協定をしているコンクリート構造物等そういうとこ

ろをいろいろ地域で行けるようなシステムには表示があったと思うがなかった

ですか。 

八幡部長：一応避難所というのが、それぞれ今吉田委員さんがおっしゃられているよう

なエリアとしてはあるのですが、じゃあ実際に皆さんそこに本当に全員行くの

かどうか、普段から特に水害の場合は今言われておりますのが基本的に想定外

の雨が降った時にじゃあどうするかということで、結局は垂直避難と言いまし

て、まず 2 階があるお宅でしたら 2 階に避難してください。特に夜間とかでし

たらラジオが聞けないですよね。だからそういうお話を事前に地域の方々とき

め細かくするのがやはり基本だろうということで、マップを作ったから良いと

か、避難所を指定したから良いとか、そういうことではなくて、常日頃そうい

うお話を住民の皆さんと一緒にさせていただくことが、一番に私どもが出来る

ことだというふうに、これらを市長が五千石公民館で申しておりますのでその

ようなお話しを今後させていただけたらと思っております。 

長谷川会長：他におられませんか。 

土光委員：36 ページのことに関して一言意見を言いたい。この 36 ページの 4-13 で

移住定住の促進という項目、これで主な取り組みの中で①移住定住の促進、そ

れから②未婚・晩婚課題が挙げられています。言いたいことは移住・定住の促

進で主な取り組み①の４点、これはこういったことをするということで、これ

に関しては特に意見というのはないのですけど、この 4 点というのは移住・定

住をしてもらうための具体的な手続きというかノウハウというかこういったこ

とに力を入れますよということで、これはこれで移住・定住の促進には必要な

ことだと思います。ただやはりこの米子市に、市外から県外から「こちらに住

んでみたいな。」と思うようなそういった地域を作るというのが、私は基本だと

思うので、それでこの淀江町に関していえば、それこそ水と緑と史跡のまちこ

ういった場所にぜひ住んでくださいという、こういった場所だよというのをき

ちっとまずアピールをして、その気になった人に具体的なノウハウとか相談を

もっていけばいい。だからこの移住・定住の促進ということでやはりここは淀

江の地域審議会なので各地域淀江のこういった資源がある。こういった地域環

境がある。ひとことで言えば、水と緑と史跡のまちで、ぜひこちらに住んでみ

てはいかがですかという、そういったことを県外にアピールするということも
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この移住・定住促進の中で必要なことではないかと私は思うが、意見としてま

たこれも皆さんのご意見で審議をしてもらえればと良いと思う。 

長谷川課長：先ほど土光委員さんがおっしゃいました通り同感でございましてここに書

いてありますことはやはり移住・定住の相談窓口の動きのところでございまし

てやはり移住・定住を進めていくためには米子市全体の魅力でもって「住みや

すい、子育てしやすい、働く場所もある。」というふうな、米子の良さをアピー

ルしていくことがやはり大事だと思っています。その中でその窓口のこういっ

たことでございますので、そのへんはご意見として承りたいと思います。あり

がとうございます。 

松原委員：市が管理します市有地、これの活用法について、ちょっとお伺いしたいです

が、昨年旧宇田川小学校体育館、解体していただきましてありがとうございま

した。これの跡地に今ロープが張って何も活用されていないという状況ですけ

ど、今後活用される考えはあるのか。 

八幡部長：すみません、ちょっと聞いておりませんので分かりません。また次回、そう

いうものがあるかどうかということを所管課の方に確認をしてお答えをさせて

いただきたいと思います。 

長谷川会長：他にありませんか。 

ないようでしたら一応これで総合政策課の説明を終了します。どうもありが

とうございました。これで議事は終了します。 

     次に、事務局からお願いします。 

 

事務局：今後の審議会の予定ですが、１月１４日火曜日の１４時からお願したいと思い

ます。内容が決まりしだい、委員の皆さまにはご通知します。 

 

長谷川会長：その他に何かありませんか。 

田口委員：案内で、明日２１日１９時から淀江支所の２階でまちづくりビジョンの市民

説明会があるいう案内が回っておりますが、すでに、終っているところの参加率

はどの程度か、参考までにちょっと教えて欲しい。関心度という意味で。 

長谷川課長：今まで７箇所でさせていただきました。中学校の校区単位で。３０名から

５０名程度参加していただいています。 

田中委員：この前、ちょっと町内を歩いたことがあって、その際に三輪山の清水のとこ

ろに立ち寄って休憩して、水を飲んだりして、ちゃんと設備もしてあって、「安全

な水です。」と書いてありましたし、その代わり「自己責任で飲んでください。」

とも書いてあったのですけど。そうかと思って暑い日だったので、とても気持ち

よく、冷たい水が出ていて、いいなと思ったのですが、東屋の方に行ったときに、

非常に汚かったのですよ。この管理は、どこの誰がしているのだろうとちょっと

疑問に思ったことがあったわけです。石のテーブルは汚れているし、足元は、結

構クモの巣が張っているし、埃もしているし、この環境が今ひとつなのと、せっ

かくよそから来た人には、ちょっと残念な気がするなとすごく思ったのです。せっ
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かくこの水のところで謳ってある以上は、真名井と本宮は割ときれいだなと思う

のですけれど、あそこがおやっという疑問があったので、ぜひ、その他のところ

で、確認していただけたらなと思います。 

高橋支所長：ありがとうございます。地元のご厚意で管理はしていただいております。

そのへんもありますので、うちで対応したいと思います。 

 

長谷川会長：ほかにございませんか。 

    ないようですので、これで第４２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。 


