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第４３回米子市淀江地域審議会会議録 

 

１．開催日時 令和２年１月１４日（火） 

  午後２時開会  午後５時２５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、中川良久、長谷川明洋 

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 

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 議事（１）米子市・淀江町 新市まちづくり計画総括(案)について 

    （２）米子市まちづくりビジョン(案）について 

４ その他 

５ 閉会 
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議事１「米子市・淀江町 新市まちづくり計画総括(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・淀江町 新市まちづくり計画総括(案)についてのご質問がありま

したら挙手をしていただいて指名を受けてから発言をしてください。 

長谷川委員：いくつかわからない点があるので教えてください。 

この本編の各施策の投資的事業の進捗状況ですが、１８ページの中で、「豊かな

心を育む教育と文化のまちづくり」の事業の中で、公民館等整備事業と文化施

設整備事業それから史跡整備事業というのは継続実施になっているのですが、

これは具体的にどういう施設の事業を指して継続実施となっているのかという

ことが一点。 

 それと新市まちづくり計画の中で主要事業を８９掲げて、それに向かって実

施したとあるのですが、投資的事業についてはきちんと整理されていて分かる

のですけれども、この８９事業のうちソフト事業についてどうなのか、このま

とめ方では事業名だけ掲げてあって、中身についてはどの程度の進捗か、ある

いは効果があったのかが分かりにくい。投資的事業以外の計画に掲げられてい

る事業についてどうだったのか教えていただきたい。 

 もう一つ、これは平成１６年に定めたまちづくり事業の１３ページに、新し

いまちの将来ゾーンという中で、淀江エリアの観光歴史拠点として「妻木晩田

遺跡・向山古墳群・上淀廃寺跡などの貴重な歴史遺産を保全しつつ教育・文化

に役立てるために、市内外の人々に開放し、さらに水と緑を活かした長時間滞

在型の新しい観光拠点を形成します。」というくだりがあるのですが、１５年

経った今の時点でどこまで進められているのか説明して欲しい。 

長谷川課長：本編の１８ページについてというところですが、公民館ですと例えばトイ

レのバリアフリー化ということを順次やってきておりました。そういったよう

な事業を公民館、文化施設等の環境整備を引き続き行っていくということで継

続事業という位置づけでさせていただいております。 

 文化施設整備事業でございますけれども、これも先ほどのゾーンのところに

絡んでくるのですが「伯耆の国よなご文化創造計画」ということで、これに基

づくプロジェクトを順次継続的に行ってまいりました。ゾーン指定のところの

観光歴史拠点のところにも関わってくるところですが、多くの事業について実

施してきておりましたが、まだ事業が実施半ばのもの、これから着手というも

のも中にはございます。向山古墳群整備ですとか、そういったものがこれから

となっておりますので、そういったものも含めまして事業継続ということで、

これからの取組を進めていくということでございます。 

ソフト事業についてですが、非常に様々な事業規模とか継続的、単発的なも

のたくさんございます。投資的事業のように実施した・しないということが、

はっきり示しづらいというところで、どういった形で現わすかということを苦

労したところでございます。結果的にはこのような形で、項目ごとに取りまと
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め、全体の概況につきまして記述させていただいておりますのでご了承いただ

ければと思います。 

長谷川委員：ここで継続事業となっている３つの施設で、例えばという話しがあったの

ですが、向山古墳群の整備事業もこの中に該当するということですね。 

 ソフト事業についてまとめ方が難しいというのはよく分かりますし、どれだ

け効果があったか数字的には示しにくいということはあるのですが、例えばこ

の中で５ページ目に「生活路線バスの充実」という主要事業が掲げてあるので

すが、これは具体的に１５年間どういうことをされてきて、さらに実施した主

要な取組の中にバスの問題が出てきているということになると、これは全く未

着手の報告になっているという理解をすればいいのか。そのあたりがちょっと

分からない。この事業についてどういう総括をしたのか。 

八幡部長：生活路線バスについて、基本的にこの１５年間の取組ということですけれど

も、これは淀江地区でどんぐりコロコロバスですとか、旧米子市内でだんだん

バスとかというような取組が、ほとんどの公共交通の路線で赤字で、３０年度

末で約１億２千万円程度の赤字補填をしてなんとか維持をしているというのが

具体的な取組です。なおこの路線バスについては、今年度米子市公共交通ビジョ

ンというものを新たに作りまして、再編に向けて来年度から取組の強化を予定

しています。それから具体的な中身について言いますと、路線バスに赤字補填

をしながら維持をしたというのが現状ですし、コミュニティバスを継続し、こ

れも赤字で走らせているというのが取組です。 

長谷川委員：わかりました。ただ私が言いたかったのは、これを見た市民が総括として

内容をどこまで分かるのか。これを見ていてもあまり分からない。そのあたり

をもっともっと市としても住民の方に周知していく必要性があるのでないかと。

それがよく淀江町内の人が言われる「合併した良さが分からない。」とか「悪く

なった。」というそういう声に繋がっていくのではないかと思う。 

 最後にゾーンの問題の中で一番気になったのは、ここにあるとおりこの文章

の当初の計画の中で「長時間滞在型の新しい観光拠点を形成します。」というく

だりがありますが、自分自身そういう話を聞いたことがないし、そういう観点

の取組というのはあったのかなかったのかその辺を教えてください。 

高橋支所長：ご指摘のとおり形になっているものはございません。淀江振興本部が昨年

からできまして予算執行は今年度からです。今、伯耆古代の丘エリア、ゆめ温

泉、伯耆古代の丘公園、あと展示館その一帯と、県が所管しますむきばんだ遺

跡公園を巡回するような施策を取っていこうということで、県と話をしており

ます。こういったものができれば、一日このエリアで過ごしてもらえるのでは

と考えて、それに合わせて商工会が勧めておられますサイクリストの聖地化、

これもゆめ温泉を中心にして、大山とか日野の方にサイクリングルートを造っ

ておられるので、そういったものとも連携を考えながら長時間滞在していただ

けるような形を、今後造っていこうと考えております。 

長谷川会長：よろしいですか。ほかにご質問ありませんか。 
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田中委員：本体の案の７ページのところですが、私は保健推進員なので、ちょっと気に

なるところがありまして、「健康づくり・保健サービス充実」という項目の中で、

「実施した主な取組」の中に、「保健推進員・食生活改善推進員の育成」となっ

ているのですが淀江地区は、合併と同時に確か食生活推進員がなくなったはず

です。この育成ということを考えると淀江地区は、つまり置き去りのままとい

う考えなのかなと思ったりします。実際、淀江地区の食生活改善推進員自身が

続けていくのが難しいということで、やめられたという経緯を聞いたのですが、

ここに謳ってあるということは、淀江地区は解散したからいいやということで

育成にあたらないのかなと疑問に思った点。食生活改善推進員がやっている取

組を少し保健推進員がやっている、代替的に調理実習などの取組をやっている

という現状もあり、食生活改善推進員の育成という表現が淀江からすると適切

なのか、その辺の疑問を私自身が思ったのですが。 

それと、表記だけのことですが、２２ページのところで「本市の合併等の支

援措置にかかるまとめ」のところで、２行目の７８億４１百万円ですよね。４

１千万円って書いてあるのです。さっき説明された小冊子の方では７８億４１

百万円になっているのでどうでしょうか。 

長谷川課長：まず食生活改善推進員の育成ということにつきましては、詳細について手

元の資料で確認ができませんので、また改めて次回、報告させていただきたい

と思います。 

それから２２ページは誤りなので修正させていただきます。 

長谷川会長：ほかにありませんか。 

古川委員：まとめの中に一部は中止や休止した理由があったということなのですが、具

体的にはありますか。 

長谷川課長：本編の１９ページの中程から下のところに挙げさせていただいおります。

中止・休止といたしまして、３項目ございます。区画整備事業、東山公園下水

道施設整備事業、防火水槽の耐震性貯水槽整備事業の３つでございます。状況

につきましては、それぞれ記載のとおりということで中止・休止しているとい

うことでございます。 

古川委員：わかりました。 

田口委員：総括表ですから、非常に内容が幅広くて、読んでもなかなか理解しにくい面

があり、総括の中で５ページのまとめはできました。それから、７ページ、９

ページ、１１ページ、１２ページも総括のまとめができました。しかし残念な

がら１４ページ、山陰歴史館整備事業については、ここの項目だけ進めていま

すという表現になっています。他の項目は１５年の中で、いろんな計画の中で、

大筋できたからできましたという表現をされていると思うのですけれども、こ

の中で１項目だけ進めていますということは、当初の計画に対して思いのほか

できてなかったということでこういう表現になっていると思う。この内容につ

いて、例えば進めていますではなく、できなかった理由とか、なんでこういう

表現になったかということを織り込まれた方が、分かりやすいのでないかな。
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表現的に各項目がそういう表現をされていますので、この１項目だけをそうい

う感じがしましたので、意見として言わせていただきます。 

八幡部長：基本的には「伯耆の国よなご文化創造計画」というのは今、進行中であるが

ゆえに進めていますという表現でございます。中身といたしましては、取組状

況のまとめの終わり、文化創造計画の関連ある事業でできていないものは、山

陰歴史館の整備事業と向山古墳の整備事業、この２つができていなくて、あと

は全部実施させていただいています。しないということではなくてこれから整

備を進めようということで、あえてそういう表現にさせていただいたというと

ころでございます。理由につきましても、文化創造計画を当初作ったときと、

今、何が一番違うのかといいますと中程に書いてございます、山陰歴史館整備

事業については、公共施設等総合管理計画というのを新たに作らなければなら

ない。要は、日本全国、道路と橋梁とかそういう施設が老朽化した中で自治体

においても、それぞれ単体の施設を整備するのではなくて、総合的な計画を作っ

て、そういう整備をしていきましょうという背景があった。もうひとつは、文

化財保護審議会の意見なのですが、新たな発想を踏まえて、施設機能の見直し、

要は山陰歴史館として整備するのではなくて、新たな発想を踏まえた見直しな

どのことがあって、現在進んでないというところでございます。そして、向山

古墳群を含む、伯耆古代の丘エリアにつきましても、先ほど長谷川委員さんか

らもありましたけども、観光への活用というのを、現時点では伯耆古代の丘の

整備事業は進めているのですが、それらと一体としてやっていかなきゃならな

いのかなということで、現在検討を進めているところでございます。そういう

状況の中で、つい最近ですけれど、伯耆古代の丘公園の無料化ですとか、やら

していただいております。ゆめ温泉の温泉施設の改修などについては、優先的

にさせていただいて、これからもまだまだ取り組んでいかないといけないとい

うところで、あえてそういう表現にさせていただいたとご理解いただきたい。 

長谷川会長：ほかにございませんか。 

高西委員：合併して１５年が経過して、合併協議会でいろいろ協議されたことと思いま

すが、これを見ているとうまいこといきましたってあるけど、市民はそう思っ

てないです。ちょっと文章が分かりにくいと思います。白鳳の里が合併して１

５年、白鳳の里を見たときにお客さんはないですよ。活性化といって淀江まち

づくり推進室が組織されて、初めた時はほとんど予算なんかなかった。その時

も、組織ばかり作ってもいけないと。人もただ単に配置すればいいものではな

いと。優秀な人を少なくてもいいから、仕事をするのに伴った予算をしっかり

組まないといけないとお願いしたけれど。白鳳の里は当時、特に活性化して観

光バスも来たりもしていましたけども、現状では観光バスが停まったのは見た

ことがない。現状はこういうことでそれに対しては、今後のこれからの１０年

１５年後にはこういうことをというようなことを話されれば、市民もよくわか

ると思うのですけど。その上で次のビジョンを作らないと、市民の人は理解し

にくい。その辺はどうなっているのか。 
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八幡部長：貴重なご意見ありがとうございました。うちの中でも議論があったのですけ

れども今回の総括にあたって、合併の総括なのか、あくまで米子市淀江町新市

まちづくり計画というのがあって、それの総括なのか。今回の総括については、

米子市新市まちづくり計画の総括ですから、先ほど田中委員さんが言われたよ

うに、たとえば米子のことも書いてないといけない。そういう総括の仕方なの

です。今、高西委員さんが言われたお話しは、まさにこの審議会の中で、新市

まちづくり計画の総括案が出たけども、実際にここに書いてある計画について

は、それなりにさせていただいているのが事実なのです。ただ問題は、今言わ

れたところが大事な話であって、事業はやっているけれども、本当に淀江にお

られる皆さん方がどう思っておられるかという部分が少し足りないという、ご

意見だったと思うのです。それについては、良いご意見をいただきましたので、

新市まちづくり計画１５年終わったけれど今後はこんなのが必要だとかそれを

ぜひ書いていただけたらなというのが率直な思いですし、計画について言えば

あくまで合併の新市まちづくり計画の中で、まちづくりビジョンとかそういう

ところの中で、ある程度淀江地域のことも書いてあるのですが、そこのところ

で肉付けをしていただくなりというところを、すごく期待させていただいてい

るところです。ぜひこの総括にあたっては、いろんなご意見を審議会としてま

とめていただければと考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

高西委員：それは合併した時に、議論を立てて、次のことをする時はその結果がどうだっ

たかっていうことを検討して、皆さんによく分かるようにした上で、次はこう

いうようにしてやろうとならないといけないと思う。まず計画したことが本当

に計画通りしたのかどうか、投資したのが実際の投資効果があったのかどうか、

それをまず検討するのが一番大事なところだ。市民にもよく分かるようにしな

いといけないと思う。それも踏まえて、これからの１０年１５年のビジョンは

考えてくださいと。あるいは、その結果、審議会やいろいろなところで審議し

てもらってこうなりましたということじゃないと。市民にも委員にも分かるよ

うな説明をしてもらわないといけないと思う。 

長谷川会長：この新市まちづくり計画につきましては、今日の答申でなくても次回の答

申でもよろしいかと。あとひとつくらいで次に進みたいと思いますので新市ま

ちづくり計画総括については。 

八幡部長：新市まちづくり計画の総括につきましては、まだ日程的に余裕がありますの

で、今日の意見をいろいろ出してもらって、まとめてもう一度、どういう形で

答申を出すかは次回の審議会の時に話を進めていただきたいと思いますので、

今日は答申までしませんので、これに関して今日言っておきたいことがありま

したら、ご質問していただけたらと思います。 

土光委員：質問です。この本編の資料で３４ページ、区分が「廃棄物処理施設」で事業

名が「溶融スラグストックヤード整備事業」と「リサイクルプラザ基幹改良事
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業」、これって簡単で良いですので、何をどういうふうに何をした事業なのか。

この事業主体は米子市だったかというのがひとつ。 

それから３７ページ、「公民館」に関して。区分が公民館、事業名いろいろあ

ります。事業名みると例えば○○公民館整備事業というふうにあるのですけど、

下から３つ目に単に名称がなくて、公民館整備事業とだけ書かれている。ここ

の金額が一番大きいのですけど、この事業名で公民館整備事業というのは、こ

れは何の事業だったのですか。この２点です。 

長谷川課長：まず３４ページですが、「廃棄物処理施設」について、「溶融スラグストッ

クヤード整備事業」でございますが、河崎の清掃工場に灰溶融施設がございま

して、その灰溶融のスラグを置いておく仮置きの場所を整備した事業でござい

ます。それと「リサイクルプラザ基幹改良事業」ですけれども、これは鳥取県

西部広域行政管理組合が持っておりますリサイクルプラザの基幹改良、広域が

行う事業でございますが、広域への負担金につきましてこれも合併特例債が使

えるということでございます。廃棄物の処理ということですので、旧市、旧町

ともに関係し、合併特例債が使えるということでこれに充てております。 

それから３７ページ、「公民館整備事業」の分け方は事務的な話になって申し

訳ないですが、各公民館に分かれているもの、公民館整備事業、この分けにつ

いては、特にきっちりとした理由があるわけではなく、年度で公民館の名称を

つけて起債を借りたり、まとめて借りたりしておりまして、特にきっちり分か

れているものではございません。公民館整備事業の中の主なものとしましては、

トイレのバリアフリー化ですとかエアコンの整備ですとか、改修工事ですとか

そういったようなものが含まれております。 

土光委員：ありがとうございました。今の解答の中でひとつ確認したいことがあります。

３４ページの「溶融スラグストックヤード整備事業」は、河崎のということで

分かりました。これ少なくとも今の時点では河崎の溶融スラグの関係は廃止し

ていますよね。この整備事業は何をして、現時点では溶融スラグはやってない

と思うのですけど、この経緯というかつながりが理解できないので説明をお願

いします。 

長谷川課長：「溶融スラグストックヤード整備事業」でございますけれども、これは記憶

の範囲内で申し上げますけど、平成１０年代、合併してすぐに整備しておりま

す。当時は灰溶融設備も稼働しておりました。その後、全体的な流れもござい

ますけども、灰溶融設備の効果ですとかそういったことを再検討した結果、２

～３年前の時点で溶融スラグを廃止したということでございますので、その間

１０年程度にわたりまして溶融スラグストックヤードということで使ってきて

おります。もうひとつ、「溶融スラグストックヤード整備事業」ということでやっ

ておりますけど、この金額２億７千万円からありますけど、これは溶融スラグ

のストックヤード整備に合わせまして、旧清掃工場の解体を行っております。

旧清掃工場の解体と合わせました、その場所にストックヤードを整備したとい
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うことで一体の事業になっており、この金額でございます。この解体という意

味合いにつきましても合併特例債で実施することができているということです。 

土光委員：重ねてですが、解体というのは溶融スラグをつくる時の古い建物を解体した

ということですね。それから今は廃止ということだけど、２億７４４０万円、

この中に廃止の為の費用はここに入っているのですか。 

長谷川課長：灰溶融施設ですけれども、灰溶融施設は清掃工場の建物の中にございます。

その建物の中の設備は平成１２～１３年だったと思いますけども、新清掃工場、

クリーンセンターを造った時にもうすでにありましたが、そのスラグの置き場

所をどうするかということがございましたので、合併後にスラグストックヤー

ドを造ったという経緯です。灰溶融の廃止の際は、「溶融スラグストックヤード

整備事業」の経費では行っておりませんので、これは平成１０年代、１９年か

２０年頃だったと思いますけど、その時のストックヤード整備について、平成

１９年度、２０年度に行ったストックヤードの整備と解体についてのみ、充て

ているところです。 

土光委員：説明で分かりました。別の話、内容になりますけど、諮問を受けているのは、

新市まちづくり計画に関しての諮問ということですよね。だから印象としては

合併特例債を使えて、財政的なメリットがあったという記述があるということ

で、それは新市まちづくり計画に関する総括だからということで、そうかなと

思いました。いわゆるデメリットに当たることに関しては、どういうふうに評

価、それはなかったのかあったのかということ。財政面から見て特にデメリッ

トはないという総括の内容なのかということ。 

それからもうひとつは、私たちっていうのは淀江に住んでいる人という意味

で、私たちはこの合併でまちづくり計画がどうだったかということだけではな

くて、それによって私たちの生活というかこの淀江町地域がどういうふうに

なったのか。別の言い方をすれば、合併してどう良くなったのか。それともあ

まり良くならなかったのか、そういった面の総括も必要なのではないかと思い

ます。これでまず確認したいのですけど、諮問にあるのは新市まちづくり計画

だということで、行政側、執行側としましては合併そのものに関しての評価に

関して、この審議会に諮問をするつもりはないのか。もし改めて諮問がなくて

も、先程の発言にもありましたが、今回私たちが諮問をうけて、答申する時に、

単にまちづくり計画だけにとどまらずにもう少し広い視点で意見という形で併

記するというやり方もあってはいいのではないかと思いますけども。それは皆

さんに対する提案です。まずお聞きしたいのは、執行部側として合併そのもの

に関しての評価はどういうふうに考えているかを、ある程度次回でもいいです

けど、それなりに示していただくことはできないでしょうか。 

八幡部長：あくまでも私どもが今回諮問させていただいたのは、いわゆる新市まちづく

り計画、要は審議会で何を審議していただくのかというのが条例で定められて

いて、その中での諮問ということになります。ですから新市まちづくり計画の

総括について、今回諮問させていただいたということでございます。ただ私が
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高西委員さんの意見を踏まえてそういう発言をさせていただいたのは、今まで

もまちづくりに関しましては、合併以後いわゆる総合計画という形で新市の総

合計画、第２期の総合計画、第３期の総合計画において、それぞれのまちづく

りの計画については、この淀江地域審議会に諮問をさせていただいてきた経過

があります。そういった中で、諮問をさせていただいた時に、これは皆さん方

の方から、そういう諮問があったけども、自分たちはこう考えているのだよと

いう付帯意見としてそういう意見もいただいていたので、頂戴をさせていただ

いた経過があって、その意味も込めて総括における諮問の中で、答申の中で、

そういう付帯意見があるのであれば、それは皆さん方で取りまとめていただけ

ればということで、この話をさせていただいたと思います。なお、合併に対す

る総括というのは、基本的には私どもといたしましては新市まちづくり計画の

総括、具体的に言いますと今日この後お話をさせていだたく第１次、２次、３

次総合計画の中でそれぞれの視点で総括をさせていただいているという認識で

おりますので、そこのところの新たなものについて、出すということは現在考

えておりません。 

長谷川会長：では、新市まちづくり計画の総括については、次回もう一度整理して答申

案をまとめるということでよろしいですか。 

 そうすると次の案件に移りたいと思います。議事の２つ目、米子市まちづく

りビジョンの案について、前回の質疑も合わせて担当の方からお願いします。 

 

議事２「米子市まちづくりビジョン(案)について」説明を行い、質疑・応答に移行。 

 

長谷川会長：それでは米子市まちづくりビジョンについてのご質問がございましたら、

挙手していただき指名を受けてからご発言ください。 

松原委員：今さっきの回答で１７番。これは全く人が入っていません。上淀廃寺自体に

標識、矢印、現在地そういうものを書いて人が入るようにした方がいいと思い

ます。 

高橋支所長：標識の件については支所の方で対応させてもらいます。 

八幡部長：ここで済みって書いてあるのは、あくまでも今のご意見について新市のまち

づくりビジョンに、どう書くかっていうことでの対応方針というのを書かせて

いただいておるわけでございますので、そこのところはあくまでもまちづくり

ビジョンの話の中でどうかというところで、先ほどの松原委員さんのご意見に

ついては、支所で対応させていただきたい。 

長谷川会長：ほかにございますか。 

高西委員：この松原さんがそういうことを質問・意見で提案しておられる。それが市の

回答では来客があると認識しているということだけども、実際調べて確認した

のか。 

高橋支所長：展示館の方から毎月、月報で入館者数の報告がございますので数は、把握

しております。 
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高西委員：十分お客さんが来ておられるという具合に現場からの報告で確認されている

わけか。 

高橋支所長：有料の入館者数としてみれば少ないのかなと思いますけれど、それ以外に

上淀廃寺跡の解説等々、学芸員がされておりますのでそれを合わせれば、かな

りの数になるというふうに考えております。 

高西委員：実際には白鳳の里にしても企業としてやっている。そうすれば経営的にどう

かということは一番大事なことだ。米子市がボランティアとして無償でやって

いるなら別だが。その地域に来てもらって、金を落としてもらってそうして経

済を活性化してまちを活性化することが目的だと思うよ。松原委員さんが言わ

れたことについては有料とかいうことではなくて全体としてどうかと。例えば

白鳳の里の近辺にでも伝承館を移設してそうして皆が来られるように。そうい

うことをしていくことが活性化につながると思う。やっぱりその辺をしないと

そういう機会を捉えて、運動を起こしていくことが大事なこと。 

高橋支所長：まず、白鳳の里ですけどれども、私どもは宴会の部分は把握してないので

すが、入湯客、お風呂の部分は大体年間に 12 万人から 13 万人入っておられ

ます。ですから来訪者が少ないというふうには考えておりません。それと淀江

傘伝承館の件ですけれど、まずは後継者の育成が優先事項だと思って、今取り

組んでおりまして、施設についてもその後かなと考えます。 

長谷川会長：ほかにご質問がございましたら。 

長谷川委員：一箇所気になる表現が２３ページのところ、「貧困の状況にある子ども」

というのがあります。この「貧困の状況にある子ども」っていう言い方は、国

かなんかでそういう表現がなされているわけですか。どこからこういう表現に

なるのか。 

遠藤担当課長補佐：国の表現については把握してないですけれども、米子市の個別計画

で米子市子どもの貧困対策推進計画、24 ページのほうに関連計画として記載し

ておりますけども、個別計画を別に策定しておりまして、この中で担当課の方

が「貧困の状況にある子ども」という表現をさせていただいておりますので、

貧困対策推進計画の表現と統一する形でこのような表現にさせていただいてお

ります。 

長谷川委員：「貧困の状況にある子ども」っていう言い方は、ある意味ではそれに特化

した子どもに対して特別こういうことをやるよっていうことで、柔らかく言え

ばすべての子どもがそういうことのないような環境づくりを整備しますよって

いう意味にしたほうがいいのではないかなと。いろんな捉え方がされて逆に変

な方向に走ってしまうような言い回しが気になったので。 

八幡部長：以前は長谷川委員が言われたような、そういうような表現だったと思うので

す。けれども昨今の状況、特に貧困対策については、子どもの貧困対策推進計

画まで作って、抜本的に今までの取組とは違う切り口で進めなければならない

というそういう考え方があって、あえてこういう表現をさせていただいている

という理解をお願いしたいと思います。 
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長谷川委員：ということになると「貧困の状況にある子ども」っていうのは、きちんと

定義がはっきりしているわけですね。 

八幡部長：例えば世帯年収がいくらとか、そういうことの定義はありませんが、基本的

にここで書いてあるのは、所得水準として貧困だっていう人、これは生活保護

の方で対応できるのですが、親の所得があっても実際に家庭の中で子どもに対

して食事が提供できてないとか、学習の機会が提供できてないとかそういうこ

とも含めて、「貧困の状況にある子ども」とそういうような位置づけだという

ふうに理解をお願いしたいと思います。 

長谷川委員：例えば、子ども同士の中で「お前は貧困の状況にある子どもだ。」とか、

「うちはそうじゃないな。」とか、いろんな形で言い回しっていうのがループ

してくると、なんとなく子どもたちの間にまで、そういう区別っていうか差別

的なニュアンスに近いように使われやすいのではないか。今、八幡部長が言う

ようなそういう説明の中で、ただ単に経済的な問題以外のいろいろなそういっ

た子どもが生活していく上で、十分な環境に置かれていない場合を指すってい

うことであれば、貧困っていうよりもほかの言葉で言ったほうがいいような気

がするのです。 

八幡部長：そういう状況も含めて今、子どもの貧困対策っていうのが国を中心に進めら

れているということです。 

長谷川委員：子どもの貧困対策っていう言い方と「貧困の状況にある子ども」っていう

のは、意味合いが違ってくるのではないかなと。 

八幡部長：子どもの貧困対策の中でそういうような書き方がしてあるということですよ。 

長谷川委員：まあ意見ですのでちょっとそのあたりは、言葉を使う上で十分配慮してほ

しい。 

長谷川会長：ほかにご質問ありませんか。 

土光委員：資料の 3 の４１ページ。淀江地域における歴史、地域資源の活用に関して。

これ前回の時に淀江の名水というか、そういったものを大切にして、それを地

域資源としてアピールしていったらどうかといった意見を出したことで、修正

というか文言が変わっていると思っております。ただ、思うのは【主な取組】

の中で①伯耆古代の丘エリアの活性化。これだけはやはり弱いな、というか淀

江の名水の保全とかアピールとかそういったことを主な取組の中にも、具体的

に入れるべきではないかという意見です。 

高橋支所長：はい、ご意見として伺わせてもらいます。ありがとうございます。 

土光委員：まず質問なのですけど、50 ページの赤字の部分がありますよね。水源涵養

林の保全をするというのを加えたということですけど、ここでいう水源涵養林

というのはどこのことを指しているのですか。 

八幡部長：ここでいう水源涵養林っていうのは、日南町の水源涵養林のことを指してい

るというふうに考えております。 

土光委員：だから考え方としては水というのは、山から出てくるもので、元々の元とい

ことで水源涵養林を、たぶん日南町とかああいうところにそれなりに米子市も
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やっているということ、そのことを指すということですね。ただ私が前回言っ

たのはそういった水の元、涵養林のことを主に言ったわけではなくて、例えば

淀江で水道水の水源地とか名水と呼ばれるそういうところ、そういったところ

をきちんと保全していくという記述が必要なのではないかというふうに、発言

の趣旨はそうだったのです。涵養林云々のことは直接言ったわけではなくて実

際、水と緑と史跡のまちということで淀江の名水、それから水源地も淀江には

ありますのでそこをちゃんと保全していくといった記述が必要なのではないか、

というふうに意見を言ったのですけど。涵養林だけでしまわれると私の発言の

趣旨とは異なるのですけどいかがでしょうか。 

八幡部長：今のご意見につきましては、またご意見として伺っておきたいと思います。 

高西委員：まず２つほど聞きますが今、涵養林は土光委員が指摘されたのは、日南町だっ

て言われたけど、米子市が涵養林で日南町って言えば、すぐ理解できないと思

います。 

八幡部長：私が日南町と言ったのは、今でも米子市の水源対策として日南町に涵養林を

持っているのです。実際やっていることを、今水道局の方でそれを記載に加え

られたという理解をしていただければと思います。 

高西委員：淀江の涵養林が、ないと思うならそれでいいよ。大半の淀江の人は涵養林っ

て言うなら本宮の辺と思っておられるけども、日南町って言われたので、あれっ

て思った。ちょっとそれは調べて教えてください。 

長谷川会長：ほかにありませんか。 

古川委員：ここは淀江地区の審議会をやっていますので、書いてある記述だけを読みま

すとね、淀江町のことは書いてないと。涵養林については従来の米子市が日野

川の水をとって源水としている。涵養林は日南町でしょう。だからこれはこれ

でいいと思う。ですけども、この記述は淀江町には触れてないものだというこ

とを高西委員さんも言われたと思うのです。ですからこの文章は淀江にも配慮

した文章を加えるかどうかっていうことは検討してもらいたい。涵養林は間違

えてないですよ。間違えてないですけど、淀江には関係ない、水源なんで。涵

養林は、造られた水源地その他配水池等も造られましたけれど、それは淀江町

にはないのです。涵養林は関係ないですよ。ですからこの文章に淀江地区の水

源確保はどうするというようなことを、もし加えるなら加えていただくのが大

事だと思います。 

長谷川課長：様々にご意見いただきまして大変ありがとうございます。水源涵養林とい

う書き方は、説明が足りなかったという具合に思います。分かりやすいように

ここは考えたいと思います。水源涵養は日南町と言いましたので日野川上流と

いうことでこれは、明らかに水源涵養ということでこういう答え方をさせてい

ただきましたが、淀江町内に記憶で言いますと本宮うるおいの森だったかと思

うのですけれども、そういう行政が持っている森林がございます。水源涵養だ

けということではなくて環境保全ですとか山林の保護ですとか、いろんな意味

合いがありまして、その中に当然水源涵養の意味合いもあろうかと思います。
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ということでこの辺は分かりやすいように、表現については考えさせていただ

きたいと思います。 

長谷川会長：ほかにありませんか。 

土光委員：今の話の続き５０ページのことですけど、ここの記述は別に淀江町だけに関

しての記述ではないので、米子市全般の記述だということだと思っています。

前回私が言ったのは、水源に関して、今ある設備を新たにする。それから取水

量を確保する。そういったことしか言ってなくて、今ある淀江町を含めた水道

水の水源地、名水そういったところの保全というのをきちんと書くべきではな

いかと。当然に水源の保全というのは元の涵養林の保全とこれも重要ですけれ

ど、今あるところの保全もちゃんと記述してほしい、と私は前回言った。 

長谷川会長：それについて何かありましたら。 

八幡部長：それぞれの所管課のほうで対応させていただくことになると思いますが、そ

ういうご意見については今日伺って帰りたいと思います。 

長谷川会長：ほかにありませんか。ないようでしたら答申書案についての検討に移らせ

てもらってもよろしいですか。 

 最初にこの米子市まちづくりビジョンに関して、特に今、意見が出ていたの

は、41 ページに土光委員さんから、ここに淀江の名水の保全みたいなことを入

れてはどうかということが出ていましたので、ぜひとも入れるべきだとか、あ

るいはそうじゃないとか賛成、反対も含めてご意見を出していただいて、もし

そういうことでまとまりましたらここに付帯意見として付けるという形をとり

たいと思いますので。よろしいですか。特にご意見はありませんか。そうした

らそこの主な取組の中に淀江の名水の保全っていうようなことを入れることで

よろしいですか。付帯意見としてここに淀江の名水の保全という文言を入れる

ということに賛成の方。挙手をお願いします。 

（挙手 多数） 

 はい、それでは賛成多数ですので付帯意見として入れさせてもらいます。 

もう一点さっき土光委員さんから出ました、50 ページのところの主な取組の 

水源の更新・開発だけではなくて今ある水源の保全ということが意見として出

されましたけどもそれに対してご意見がありましたら。現在ある水源の保全で

よろしいですか。 

八幡部長：ここの項目自体が良質な水源開発、災害に強い施設、管路の整備という項目

なのです。つまり米子の水道局の話でして、高西委員さんが言われたように今

の淀江のその部分がどういう位置づけになっているのかっていうのを確認させ

ていただかないと、ここで水源涵養林があるっていうのはそういうことなので

しょうけども、それが本当に水源涵養林としての位置づけになっているかいな

いかというところで、今ここできちんとしたお答えができないものですから、

そこのところはきちんとしたお答えをさせていただいてから、というふうにお

願いしたいと思います。 
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長谷川会長：ということですので、今の付帯意見として出ているのは２点なのですけど

も、全体の米子市まちづくりビジョンに関して、これでおおむね妥当というこ

とでよろしいでしょうか。 

高西委員：妥当でいいかって言っていけないところはまた調べますっていうので聞いて

からするのか、まだきちんと調べてからじゃないと回答できないとこもあるな

ら次回するのか、それを除いてするのか、ただ単に良いか悪いかって、不十分

なもので良いですって言えない。 

長谷川会長：今、高西委員さんからはっきり回答もらってないものがあるから妥当とは

判断できないというご意見なのですが。 

八幡部長：高西委員さんが言われているのは、どの部分のことなのかがよく分からない

のですが。 

長谷川委員：普通答申にする場合は、文章化したものをベースにしてこれで答申して良

いかどうかっていうのを諮るのですよね。 

長谷川会長：だからまず答申案を作るための議案を調整しているのです。答申案を作っ

たらもう一度皆さんに諮ります。 

長谷川委員：そういう意味。もう一度このための会議が。 

長谷川会長：今日、休憩取ってでもさせていただけたら。休憩取って考えさせてもらう。

答申書の提出が 2 月 6 日ですので。 

高西委員：現場でも見てよく調べてそうして後日と言っているわけだから、そのところ

を除いて良いとか悪いとか。あるいは全部出てからじゃないといけないのか。

そういう聞き方しないと。 

長谷川会長：そうしたらもう一度、返事をもらっての形での米子市まちづくりビジョン

についての地域審議会を開くっていうことで皆さんよろしいですか。 

高西委員：例えば、今会長が言われるように日程までにはしないといけないから、その

問題があるものは除外して承認してもらえないか。それで調べて後日連絡する

のか、調べてから改めてしてくださいと言われるのか、今休憩して調べてもらっ

てでもどうするのか。休憩してもきちんとしたことが調査してからじゃないと

返事ができないでしょう。 

八幡部長：よろしいですか。土光委員が言われた涵養林の話しがあるのですけれども、

淀江地区のところを言われて名水の保全とかっていうことでしたら、それは先

ほど皆さん方のご意見の中で、具体的な涵養林がっていう説明は調べるのです

けどもそこを付帯決議として入れないといけないのかどうか。そこを聞きたい

かなと思います。 

土光委員： 50 ページ、これは先ほど言いましたけれども、淀江町地域のことが書いて

あるわけではない。それは私もそう思っています。もうひとつは７番があって

災害に強いまちづくりの中の一環として書かれているというふうになるのだか

ら、水源の更新をしたり、取水の安定化とかそのためには、赤字である水源涵

養林の保全というのも入れても良いかなと、それ以上はここに関してあえて入

れる必要はないかなと、この 50 ページの位置づけとなる内容に関して考えて
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みれば、先ほどの涵養林の保全だけではちょっとそうではないという言い方を

したんですけど、入れるとしたらこれで良いかなと今は思います。 

長谷川会長：土光委員さんはそういうご意見ですけど他の方意見がありましたら。日程

のこと言って申し訳ないですけど、今日こちらの説明が不十分だったかもしれ

ませんが、今日の段階で答申書案を作って、そして皆さんに見てもらって、ま

ちづくりビジョンの答申を作成したいと思っていたのですが。 

八幡部長：ちょっとよろしいでしょうか。答申書の案については、これは決まりきった

部分で形式が決まったもので問題はないと思うのですけど、問題はその付帯意

見に何を入れるのかということで、先ほど皆さん方で淀江の名水の部分ですよ

ね、保全については入れるべきだということがありましたので文言自体はきち

んと事務方のほうでさせていただいて、今日のところはそこで基本的には付帯

意見としてその名水を入れるとこれで答申の方向です。最終的に、事務局の方

で答申案というのを必ず作りますので、それを皆さん方に見ていただくという

手筈でできたらお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

長谷川委員：すみません、今の部長の説明の中で意見が出たものを聞いておきますって

いう返事で答えが出てないのがあります。それについての判断は、ここで付帯

意見にするかしないかっていうのは、対象から除外するっていうことになるわ

けですね。空欄のふるさと教育の実施っていうのは、白紙の状態で中身がない

ので言いようがないのでそういう状態の中で、淀江のこの審議会として結論が

出せないのでないかなという気がするのですけど。 

長谷川課長：先ほどこれは、当日お配りした資料で出ています。 

長谷川委員：さっき私が言いましたように「貧困の状況にある子ども」っていう表現自

体がどうなのかっていうことについて、いかがなものですか。そのままいくっ

ていうのが案であるのか、検討する余地はないっていうことで前に進むのか。 

八幡部長：そこのところにつきましては、基本的に所管課の方でそういう表現をさせて

いただいて、中身については私がお話しした通りでございますので、この通り

でさせていただきたいというふうに考えております。ただ長谷川委員さんから

そういう誤解を招くような表現があったというご意見は、これはきちんと伝え

ておきたいと考えております。 

長谷川委員：答申から切り離してということですか。 

八幡部長：それで答申についてですけど、事務局がしっかりしてなくて申し訳ないので

すが、冒頭の説明のまちづくりビジョンのいわゆる基本構想の部分についても、

まだまとまってないというお話をさせていただきました。ですから、私どもと

いたしましては、私も勘違いしていたのですけど、そこのあたりの資料と今私

のほうがご意見として伺いますと言った回答も含めて、セットで皆さん方にお

配りしたあと、答申はいただくべきかと考えておりますので、会長さんにおか

れては、そういうことでスケジュールのことを考えていただきまして大変あり

がたいのですけども、今この時点で今日この場で答申をというのはちょっと少
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しいかがなものかという皆さんのご意見もありますので、ぜひそのような形で

させていただけたらと思います。 

長谷川会長：そういっていただいておりますので、それでは答申につきましては、今日

の分も含めてもう一度ご意見を皆さんに聞いて、それで米子市淀江地域審議会

としての答申案を事務局と一緒に作らしていただいて、そしてそれを皆さんに

お諮りして最終的な答申案をつくるということでよろしいですか。もし今日で

きないというのだったら、日程的に事務局と調整しなければならないし、次い

つ開くかということも調整しなければならない。 

八幡部長：今日が 14 日でございまして、今スケジュール見させていただきますと最終

的には、2 月 6 日というのがスケジュールとしてありますので、その間に一

回審議会のほうを開いていただいて、今日皆さん方からご意見のあったものに

対する私どもの回答、新たな資料は事前配布させていただくと思いますが、そ

れも含めて次回につきましては答申案の案というものを皆さん方にきちんと

ご意見をいただけるように準備をさせていただきたいと思います。今日の会議

が総合政策課、事務局でございますけれども不手際によりまして混乱したこと

については、私のほうからお詫びを申し上げたいと思います。大変申し訳ござ

いませんでした。 

高西委員：ということは、できてからもう一回審議会開くっていうこと。直されるとこ

ろは僅かなところだから、それで持ち回りでいいことでないかな。全部のとこ

ろ直さなければいけないなら話は別だけども。やっぱり集まらないといけな

いっていうことになればこれはまた別ですけども。 

長谷川会長：今、高西委員さんの方からそういうご意見なのですが。 

八幡部長：非常にありがたいご意見いただきましてありがとうございました。いずれに

いたしましても、また新たにお配りする資料もあることですし、逆に本日のご

意見に対して、私どもがどういう回答をするのかというのは早急に作らせてい

ただきますので、資料は今度の審議会までに事前にお配りしますので、それを

見てこれだったらわざわざ会議を開いてする必要はないということで、委員の

皆さんが判断されるのであれば、そうさせていただければいいですし、そうい

うことも含めましてこれは、基本的には委員さんの方で決めていただくという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

高西委員：修正されたことが、よく分かるようにしといてくださいよ。 

土光委員：答申の仕方なのですけど、先ほど答申の案は決まりきったものがあると言っ

ていたと思うのですけど。答申の仕方で今回、諮問されたのはまちづくりビジョ

ン、つまり前回確認したとこですと基本構想とか基本計画、そこの資料全部に

関して諮問するというふうになっています。正直言ってこれって、米子市全体

のことなので答申で妥当なものというふうに本当に言えるかどうかって、はっ

きり言って自信ないですね。例えばこういった答申の仕方ができるかどうかは、

お聞きしたいですけど、答申の仕方としてこの中で淀江町地域に関してのとこ

ろに関しては、おおむね妥当とかそういった限定的な意見としたほうが、全部
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のことを妥当と私たちが本当に言い切れるかどうか。無理だと思うので、あく

までもまちづくりビジョンというのは、米子市全体のことだけど地域審議会と

しては、この中の淀江町地域の記述に関して議論した結果、私たちはこう思う。

こうした答申の仕方が私はいいと思うのですけど。今のままだったら地域審議

会としての意見は一つだけですよね。私が言った名水の保全。もうちょっと淀

江町地域の記述に関していろんな意見を付帯意見としたほうがいいのではない

かと。淀江町地域の記述に関してこうだという答申の仕方が良いのではないか

と私は思うのですけど。 

長谷川会長：まずそういう答申というのはできるのか。 

倉本室長：米子市淀江地域審議会条例でございまして、この第 3 条に審議会は、市長の

諮問に応じ、当該区域に係る次の事項に掲げる事項について審議するとされて

おります。それのうち、新市の基本構想及び各種計画の策定及び変更に関する

事項について審議して答申するということになっていますので、対象としては

当該地域の淀江地域に限定した諮問と。 

八幡部長：前項に掲げるもののほかって書いてある。まず私どもが今回何を諮問させて

いただいてきたか、それに対する答申ということでございますので基本的には

市長が必要と認める事項について、答申でいえばそういうことです。先ほど担

当が言ったことにつきましては審議会の所掌事務として審議会は淀江地区の事

務に関し必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

つまり答申の話と意見をいろいろ求める話は別の話でありますので、今回私ど

もが諮問させていただいたのは、米子市のまちづくりビジョンについてのこと

でお願いをしているわけで、それについての答申はいただきたいと思います。

ただその中で土光委員さんがおっしゃいますように淀江についてその意見につ

いて詳しく淀江地域審議会の特徴を生かしながら、ご意見をいただくことそれ

は何の問題もないと。 

長谷川会長：とにかく、まず米子市まちづくりビジョンに対してこれはどうなのかって

いう答申、そして淀江審議会として淀江地域に係わるこういう付帯意見はつけ

るということは理解いただけたと思いますけども、次の日程のことなのですけ

れど新たに地域審議会を例えば 1 月っていうなら 1 月中にもう一度開いて、答

申書についてどういう答申するのか、最終的に答申書を作るという形でよろし

いですか。それとも今日、特に問題ないからそういう形で作ってしまって、そ

れを了解するかどうかって意見がありましたが、皆さんのご意見を、今後のス

ケジュールは。 

吉田委員：日にちをある程度決めておかないと。 

長谷川会長：結局、答申案としては特に問題なければ全体に関してはほぼ妥当という形

で。そしたら例えば付帯意見としてさっき出ました淀江の名水の保全っていう

のを入れるということが答申書の基本になると思います。 

吉田委員：6 日までの間にもう一回審議会を開くとすれば、審議会を開く日にちはもう

決めておかないと。 
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長谷川会長：6 日は答申の提出なのです。市長のところに持っていきます。 

土光委員：答申の仕方にやはりこだわるのですけど、全体に関して妥当とかはっきり言っ

て言えないですよね。米子市のいろんな事業とかいろんな言葉が書かれていて、

諮問したのは全体のまちづくりビジョン、全体のことかもしれないけど私たち

地域審議会の委員としては全体に関しては、はっきり言って時間もないし中身

もあるし、これは良いとかって分からないことに対して、何も言えないと思い

ます。はっきり言って例えば全体に対して妥当とははっきり言えない。いろん

なことがあるので。だからあくまでも地域審議会の考え方としては淀江地域に

関する記述に関してはこうだというふうな限定的なそういった答申をしたらい

かがでしょうか。 

八幡部長：私どもの説明で、先ほどそれは違うと言ったのは、条例に書いてある所掌事

務と答申がごっちゃになったというだけの話であって、諮問自体を私どもは全

体のものについて諮問をさせていただいておりますが、どういう答申をされる

のかということについては、基本的には皆さん方でお話ししていただければい

いなというふうに考えております。説明の仕方が違ったのかもしれません。 

古川委員：地域審議会が受けているのは、米子市のまちづくり計画の答申を求められて

おるわけ。その中に今までの計画の中から、淀江地区の記述がたくさんありま

す。これらについて、我々が審議会でここはこうじゃないか、これはおかしい

のではないかという意見を出しました。それに基づいて、また事務局のほうで

直されたものを提出されております。ですから先ほど土光委員が言われたよう

な淀江地域のみの答申ということはありえないと思います。ですから今までの

審議会の我々が意見案を出したものを修正されたということもあります。それ

を３とすれば新しい計画は２。あるいはここはこういう件についての意見を申

し上げますということが答申の案というふうに私は思っておりまして、ですか

ら今回 6 日が市長に提出する答申だということであれば、今日たくさん出まし

た意見の中をもう一回整理してそれを確認するという意味で、もう一度今月中

に審議会を皆さんで開いて確認して、その際には、持ち帰っていただいた原案

に基づいた答申案を作っていくという手筈でいかないと６日までに期間がない

と思う。 

長谷川会長：今月中にもう一回審議会を開くということでよろしいですか。日程をここ

でいつと決めることはちょっと難しいのですが。 

八幡部長：2 週間くらいお時間をいただければ。14 日ですから今月末くらいという意

味です。 

長谷川会長：答申の仕方について今、古川さんからそういうご意見が、ほかの方は何か

答申についてご意見がありましたら、内容について。米子市全体のビジョンに

対して答申をするのか。 

吉田委員：米子市の人ですよ、皆さんは。淀江町に住んでいても米子市のことを考える

のは我々の役目ですよ。淀江町のことだけ考えてもいけませんから。淀江町の

ことだけで答申したいとか米子市の市民ですよ。淀江町に住んでいても米子市
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全体のことを考えて答申案をすればいいわけで、それを淀江町だからっていう

話にするからおかしな話になる。我々が淀江町に住んでいるから淀江町の話が

出るので大事に扱っていかなければならないけれども、米子市民として物事を

考えていくっていう上では、淀江町に住んでいようが何しようが米子市全体と

して考えていくのは当たり前のことですよ。 

土光委員：言われることはそうですけど、ただここは米子市淀江地域審議会なのですよ。

合併してその時に淀江町地域のことがきちんと届くように審議して議論する、

そういう会の定義だと思うのです。だから例えば全体でこういった地域審議会

で特に淀江町関連のことの質問とかやり取りしかしなかったけど、全体を評価

しろとか、妥当かどうかちゃんと判断しないといけないのだったら、本当にい

ろんなことをすべてここで聞いて納得しないと駄目だと思うのですよ。ここま

であえてしなくても、総合計画は、最終的に 3 月に議会で議決事項になって、

そこで最終的に決まるのですよ。それまでに例えば地域審議会としてはこんな

意見があった。それから米子合市総合計画審議会、有識者別の会合があります。

そこでこんな意見があったということで最終的にいろんな立場、いろんな分野

からの意見を踏まえて、最終的に決めればいいわけであって、地域審議会なの

だから淀江町という視点から意見を出すというのは、私はそんなにおかしくな

いと。全体に関して評価するのだったらいっぱいいろんなことを、聞かないと

分からないし、説明求めないと分からないし。それはたぶん日程的に１00％無

理だと思うので。 

長谷川会長：ほかの方でご意見ありましたら。 

長谷川委員：この総合計画の策定には、全市的な審議会ともうひとつここ独自の審議会

の２つの審議会があり、両方の意見を最終的に整理したものを議会に諮って最

終決定をするって言っているのですよね。答申の文言の表現の仕方によって、

淀江地域審議会としてはこうですよっていうことを被ろうが被らまいがその場

で合意さえ得ればそれも可能だと。あとそこの中で確かに土光委員が言うよう

に、淀江地域審議会としての付帯意見というのは決定じゃなくて、審議会とし

て住民の代表の声を市の方に出すっていう観点の中で、別にその付帯意見がど

う出ようが、一つしか出ようが、全部聞いてもらえるわけでもないのだけれど、

住民を代表する者の気持ちとしてそれはもっと入れても良いのでないかという

思いもする。米子市全体の総合計画を前提に淀江地域審議会が答申として言う

ことは、こういうことだよということがまとまればそれでいいだけの話だろう

な。あんまりそこで淀江だ米子だという意識をするよりもおのずと、淀江地域

審議会で出る意見は淀江町メンバー自体が淀江町の住民で構成されているから、

そういう格好での答申になっていくのでないかなと思っています。具体的に個

人の見方で言うと、今日の議論の中で整理されたものを最終的にもう一回市の

方からこちらの方に提出されるのだったら極端なこと言うと、各委員でもって

この際、審議会として付けたい意見があればそれはそれで個別に出して、それ

を整理したものを会長、副会長さんの方の判断の中で整理すれば、あえて審議
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会まで開かなくても、言いたいことを全部叶うわけではないのだから。そうい

うふうにして整理すれば会を開かなくてもいけるのでないか。ある程度は会長、

副会長の責任と判断の中で個々の委員から出た意見というものを整理したらい

いのでないかと思いますけど。 

長谷川会長：ほかにご意見ありましたら。まず、今ひとつ決めなければならないのは、

米子市まちづくりビジョンの全体に関するのを米子市淀江地域審議会としてそ

の部分も答申するかどうかっていうことですね。それと地域審議会としての付

帯意見を付けたり。それ以外に例えば今日出た個人的な意見をまとめたのも個

人的には、こういう意見がありましたっていうのを付けることも可能だと思い

ます。まず、全体としての米子市まちづくりビジョンに対する答申を答申書に

入れるかどうかなのですが。 

長谷川委員：そこのとこがこの計画書自体ってここは淀江で、ここは米子全体って区分

けできるのでしょうか。できないのにそれを今決めてしようっていうこと自体

おかしいだろう。だから淀江地域審議会としては、おおむねこの計画について

特に異論もないけれど意見としてこういうものを付けますよっていうことにす

ればこの審議会としての役割を果たせるのではないでしょうか。 

八幡部長：答申の仕方、これは基本的には、まず、委員の皆さん方でというのが大原則

なのですが、先ほど長谷川委員が言われたように、あくまでも具体的な淀江の

記述として書いてあるのは、先ほど土光委員が言われている 50 ページのとこ

ろだけなのですが、福祉にしても教育にしても全部一緒なのですよ。淀江も米

子もないのですよ、実は。そういう意味で私どもといたしましては、最初から

淀江地区だけの意見がほしかったら全体でのビジョンの諮問という形は取りま

せん。あえて公共交通が始まって、全部淀江のことも関係あることなのです。

ただ、たまたま淀江エリアのまちづくりについての記載が 50 ページに書いて

あるので、そこのところは踏まえてご意見をいただきたいと思います。 

長谷川会長：ほかの方、まだ発言されてない方。田中委員。 

田中委員：私は長谷川委員のおっしゃったことに賛成します。淀江地域審議会という名

称があるので、特に淀江について話し合うのは当然だろうというのが大前提で、

米子市全体の中の淀江地区を、事細かく評価と言われたらそれは大変なことだ

と思うのですけれども、簡単に言ってしまえばおおむねという表現で包括され

るのかなという気はします。そういう意味合いで捉えて、その中で淀江地域審

議会としては、こういう意見を持っているのだということがきちんと明記され

れば、それで正解なのかなと私は思います。 

長谷川会長：まだ聞いていない人がありますが。田口委員どうでしょうか。 

田口委員：私は、基本的には田中委員の意見に賛成ですね。莫大な資料でこの中で淀江

と米子を分けるのは、基本的に難しいと思いますので、田中委員もおっしゃっ

たおおむねの方向で理解をせざるを得ないのかなという形で私は思っています。

先ほど土光さんの意見でありました、淀江地区に限ったところで付帯としてこ
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こに追記して出すことについては、事務局として考えますという回答だったの

で、私はそれで良いのではないかというのが個人的な意見です。 

長谷川会長：そうすると審議会として、米子市まちづくりビジョン全体のことに対する

答申を行うか行わないか、決を採らせてもらってもよろしいですか。 

吉田委員：修正案を作るっていう前提で。 

田口委員：修正案を作って、もう一度月末までにやるというお話でしたが、修正案とい

うのはどこを修正するのですか。 

八幡部長：基本的に、このビジョンについては土光委員が言われましたが最終的に議会、

3 月に議決になります。その間、淀江地域審議会の他にも、もともとこの計画

を策定するための特別な審議会というのも作っておりますし、それこそ 1 月の

第 2 週あたり、第 3 週からはですね、各議会の常任委員会でもう一回これにつ

いていろいろと議論をいただく予定になっています。ですからあえて今日出た

意見については、ここに記載をしましたよというようなことになるかもしれま

せんし、ならないかもしれません。ただそれについては私ども全体の中で調整

はするのですが、必ずしもすべての意見を今のビジョンに入れて修正するとい

うことにつきましては、それぞれ所管課というものがありますから、私の方で

は修正しますとか修正しませんとか判断はできないということはご理解いただ

きたいと思います。 

田口委員：2 週間経ったら資料ができるというコメントがあったかもしれないですが、

次の審議会を月末までにもう一度やるために、修正の資料が出るのであれば集

まってもいいと思うのですけれども、修正も出ないのにもう一度集まって何を

やるのだという気もしますね。 

八幡部長：私の説明が不十分だったかもしれませんが、必ず修正する部分というのは冒

頭の説明でありましたが、ここの基本構想の部分については、これは必ず修正

をするのです。ただ今ご意見があった名水の保全という文言を、淀江のまちづ

くりのところに入れるかどうかの修正については、これは現時点では分かりま

せんよというお話です。そこのところの説明が不十分だったもので申し訳あり

ません。 

長谷川会長：次回、地域審議会をして答申書を作るという場合は、何をするかと言った

ら今回の部分でもし修正があったとしたら、そこの部分についても含めたまち

づくりビジョンを答申する。あとはどういう答申書にするかということで、米

子市まちづくり全体の答申をするかしないかについて決を採ってよろしいです

かと聞きましたが、もし今ここで決が採れないのでしたら、次回の審議会のと

きにそれも含めてどうするのかということは決めさせてもらってもよろしいで

すか。決というのは全体の答申の中に入れるか入れないか。 

土光委員：とにかく地域審議会としての答申は、諮問を受けたまちづくりビジョン全体

のことに関して答申をするというか、そういうスタンスで皆さんの意見を聞い

て、良いのでないかと私は思います。だからあとはそういうスタンスで答申と

いうか、また議論があるかもしれないけど、新たな意見とかあって、こういう
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ところに付けるっていうのを出していただいて、それをまとめて全体として付

帯意見はこれとこれっていう案を作って、それを皆さんに諮って答申書を完成

させるという形です。だからそれを次回、するとしたらそれです。 

高西委員：次回また決まった事項を協議するっていうわけ。止めがつかない。 

長谷川会長：そうしたらもう次回開かなくてもよろしいですか。 

答申書の案を皆さんにお諮りして、了解を得る場がないと答申書として出せな

い。 

高西委員：そこの付帯意見を今度調べてくるって言っておられるでしょう。その分につ

いては切り離して、これ全体で良いか悪いか諮ればいいわけだ。それでできて

から、持ち回りで出したら良いのでないですかって私は言ったのだけど。 

長谷川会長：今、高西委員さんからは皆さんにできた答申書で了解を得たら良いのでな

いかというご意見だったのですけど、集まってしなくてもよろしいですか。皆

さんどうですか。 

長谷川会長：はい、古川委員。 

古川委員：先ほど言ったことの繰り返しかもしれないのですけど、市長が地域審議会に

諮問しなければならないという案があって、それに基づいて市長は、諮問して

おるわけですね。それの中身についていろいろ相談があったわけで、その中身

についての意見も出しました。その意見について修正してもらうところは、修

正してもらい。本日やったところ、まだ不備なところ、納得できない点があり、

ここを修正してもらったらという意見が出ていました。今日ですね、まちづく

り計画についての意見は締め切り。そう、次 6 日というのが決めてありますか

ら、今日までに出た意見をもう一度事務局の方で整理していただいて、それを

2 週間程度あればできるということですから、出来次第ここで確認なら確認し

て諮問について答申しましょうと、この答申案については当日までになんとか

できるように事務局と我々で相談して皆さんに意見を諮る。その際に皆さんか

ら付帯意見でもあれば、付帯意見を付けて最終の答申というものにしたいと私

は思います。ですから地域審議会というものの設置は時限立法みたいなもので

15 年目の今回終わるわけですけど、その中に所掌事務というのがあります。

それに基づいて審議会にも諮問しておられるわけでして、それに対する意見を

我々が今までもしてきました。若干、逸脱した返答もありましたがその件も酌

んでいただいて、きちんと地域の意見として酌みとっていただいて、これに基

づいた大きな基本の新市まちづくりというものを作っていただいたと思ってい

ます。ですけども、まだ不足があったということで、今回で３回の審議会を開

いていろいろ意見を出させていただいたと。もう一度、2 週間後に作れるとい

うことでございますのでそれを最終として、この審議会の答申案を作りながら、

付帯意見を付けながら答申していくということにすればいかがでしょう。 

長谷川会長：古川委員からそういうご意見があったのが、次回 2 週間後なり地域審議会

を開いて答申書を完成させるかどうかですね。お聞きしてよろしいですか。日

程は 2週間後なりにもう一度審議会を開いて答申書と付帯意見なら付帯意見を
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作って、市長に出す答申書を作成するということに賛成の方は挙手願います。 

(挙手 多数) 

はい、ありがとうございます。そしたらそういう形でさせていただきます。日

程はまた早急に連絡させてもらいます。それともうひとつ、そのあとに新市ま

ちづくり計画の総括の答申もまだありますので、そちらのほうもよろしくお願

いしたいと思います。 

では事務局の方から何か。 

事務局：そうしますと次回の審議会ですが、急で申し訳ありませんが、早急に日程を決

めまして連絡をさせていただくということでよろしくお願いいたします。 

長谷川会長：はい土光委員。 

土光委員：新市まちづくり計画の答申は、いつまでと決まっているのですか。 

長谷川会長：まちづくり計画は 2 月末で。 

松本室長：いつまでにという取り決めは、今のところ考えておりませんので。まず３月

議会でとりまとめて報告をさせていただきたいとは思っておりますけれども、

審議に時間がかかるようであれば、そこにこだわるということはありません。

ただ淀江地域審議会自体が、3 月 31 日までということですので、3 月 31 日

までには答申をいただきたいという具合に考えております。 

長谷川会長：次回の地域審議会のときに、新市まちづくり計画の答申案も合わせてでき

れば良いとは思っております。 

土光委員：次回、答申案が出て付帯意見についてやるのですよね。これは単なる提案で

すけど付帯意見、とにかく 1 個だけじゃもったいないというか、だから次回の

時に今度は意見じゃなくて具体的に付け加えるとすると、こういう文面でとい

うのを皆さん持ち寄りませんか。それで一致するのだったら付帯意見をもっと

付けましょう。これは私の提案です。 

長谷川会長：おっしゃる通りだと思います。できれば今回の修正案を出すときに市役所

の方から各委員に議会に提案する付帯意見について、具体的な内容の文章を書

いたものを提出してくださいと各委員さんに依頼してやった方がいいのではな

いかなと思います。そういう意見も含めまして次回お願いしたいと。 

これで第 43 回米子淀江地域審議会を閉会したいと思います。長時間にわた

りどうもありがとうございました。 


