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小鴨地区生活環境整備要望について（回答） 

 

■ 提出者：小鴨地区自治公民館協議会 

■ 提出日：平成23年 4月13日 

■ 回答日：平成23年 5月26日 

 
 

小鴨地区自治公民館協議会 

 ① 県道仙隠岡田線（生田～北野間）の早期改良工事の完成について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   この道路については、中部県土整備局において改良工事が進められ、国道313号線生田橋入口交

差点から倉吉市農村環境改善センターに至る区間が平成22 年8月に工事完成し、供用になりまし

た。ご要望の生田～北野間の県道仙隠岡田線の現道に至る区間については、平成 23 年度測量設計

業務に着手する予定であり、今後とも整備促進について引き続き県に要望してまいります。 
 
 ② 天神川河川防災ステーションへの市独自の排水ポンプ車の設置について 
【回 答】防災安全課（電話：２２－８１６２） 

   天神川河川防災ステーションへの市独自の排水ポンプ車の設置については、国土交通省倉吉工事

事務所において３台配備をされることとなっており、これにより一定程度の対応は可能と考えてお

ります。１台のポンプ車は高額のため市単独での設置はなかなか困難と考えており、更なる整備充

実について、国土交通省と協議をしてまいります。 
 
 
富海自治公民館 

① 富海川の閥かい及び淩渫について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

例年行われている閥開については今年度も引き続き鳥取県で実施されます。 

     浚渫につきましては平成２１年度に実施されておりますが、引き続き鳥取県へ要望いたします。

 
② 市道富海中央線の拡幅について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 
１．県道倉吉環状線の整備に関連して鳥取県へ要望を行っているところでありますが、予算措置は

難しい状況にあります。再度、要望してまいります。 
なお、昨年度回答しておりますが、交差点部分は基本的には県管理であります。 

   ２．昨年度も要望をいただき回答をしておりますが、優先度から判断して、現段階では困難であり

ます。市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限度額５０万円）での対応を、検討して

いただきたいと考えております。 
 
③ 富海川下流右岸の管理道路の舗装について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

     昨年度も要望をいただきましたが、県の河川管理道になりますので、引き続き鳥取県へ要望いた

します。 
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④ 県道倉吉環状線の早期着工について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   一般県道倉吉環状線の整備につきましては、現在、和田東町から三明寺西の区間を県施工で優先

的に事業実施していただいています。 
   要望箇所につきましては、これまでも県に要望していますが、県の回答では「必要性が低く、現

時点では事業実施は考えていない。」となっております。 
今後においても、この道路が市街地を通り抜けることなく国道 313 号と国道 179 号とを 短で

結ぶ重要な路線となることを引き続き要望してまいります。 
 
⑤ 富海地区の簡易水道を上水道へ 
【回 答】環境課（電話：２２－８１６８） 

富海簡易水道施設は、水道法に基づく簡易水道施設で、水量もあり水質も問題ないと考えております

が、上水道に整備することについては、地区内の配管を布設替えする必要もあり、多額の経費を要する

ことから、現時点では困難と考えております。 

ご指摘の水道水の濁りについては、実施可能な対策を検討してまいります。 

 
⑥ 除雪機の配備について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   今年の積雪は例年になく多く、多数の公民館から小型除雪機の貸出依頼があり、今年度新たに２

台の購入を予定しております。また、富海を含めた地区（小鴨川右岸）への配備も含めて、鳥取県

へ３台の貸出要望をしており、その中で配備計画を検討してまいります。 
 
 
東鴨新町自治公民館 

 ① 側溝、横断溝の補修について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   現在、県施工で東鴨新町～長坂町間に歩道設置工事が事業実施中であります。要望箇所がこの工

事区間と近接しており、関連工事として施工していただくよう県に要望いたします。 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   今年度対応いたします。 
 
② 不法投棄物処理について 
【回 答】環境課（電話：２２－８１６８） 

平成２３年４月１５日に回収しました。 

 
 
長坂新町自治公民館 

 ① 益田川の竹の伐採について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 
  要望のありました箇所は、民地でありますので、所有者または、地元での対応をお願い

します。 
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② 市道横、法面の除草について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   法面の除草につきましては、平成２１年度に要望をいただき、防草シートを施工してお

ります。なお、道路肩の除草については地元での対応をお願いします。 

 
③ 市営住宅入り口の土手の樹木の剪定について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   要望箇所の植栽については、昭和 60 年当時、倉吉市が旧建設省から堤防用地を借り受け、緑地

帯として整備したものでありますが、十分な管理ができていない状況でありました。昨年も同様の

要望をいただいており、地元の要望をお聞きしたうえで今年度、緑地帯全体の剪定及び伐採作業を

実施いたします。 
④ 県立倉吉養護学校横の側溝について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   側溝の蓋架けにつきましては、平成２０年度に要望をいただき、道路幅員が６ｍと広い

ことから、安全対策として視線誘導標を設置しておりますので、現段階では蓋架けは考え

ておりません。 
 
 
長坂町自治公民館 

① 市道の補修について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   要望のありました市道の補修につきましては、同様の要望を他地区からも多数いただい

ており、緊急性を整理し予算状況を見て順次整備しております。他地区との優先度を考慮

し実施時期を検討してまいりたいと考えております。 

 
 
大宮自治公民館 

① 市道の改善について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

昨年も要望をいただき回答をしておりますが、市道大宮４号線につきましては、人家が連担して

おり拡幅は大変困難です。小鴨大宮線につきましては、退避所と迂回市道があり緊急性から判断し

て拡幅は困難です。 

 
② 生活道の改善について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   昨年も回答しておりますが、市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度（限度額５０万円）

での対応を、検討していただきたいと考えております。 
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③ 広瀬川の草刈の継続と全区間実施について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

例年行っている草刈りについては今年度も鳥取県で実施されます。 
全区間実施につきましては、鳥取県へ再度要望いたします。 

 
 
生田自治公民館 

① 鴨川閥かいおよび淩渫について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

平成２３年度に実施予定であると、鳥取県から回答をいただいております。 
 
 
打吹団地自治公民館 

① 鮒川左岸の生活道に安全施設の整備 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

鳥取県が管理する河川の管理道でありますので、鳥取県へ要望を行いましたが、設置は困難との

回答をいただいております。市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与制度により、地元での対応

をお願いしたいと考えております。 
 

 

西倉吉町自治公民館 

① 鴨川・北野川の浚渫について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 
Ａ 鴨川の浚渫につきましては、平成２３年度に実施予定であると、鳥取県から回答をいただいて

おります。 
【回 答】農林課（電話：２２－８１５７） 

  Ａ 鴨川と北野川との接合部は河川区域について調査する必要がありますが、農業排水路部分の北

野川は大鴨土地改良区に管理をお願いしておりますので、改良区にご相談いただきたいと考えてお

ります。 
  Ｂ 鴨川と北野川との合流部分の護岸整備でありますが、上流側と下流側が整備されており約２５ｍ

が未整備であります。鴨川と北野川との接合部であるため河川区域について調査する必要があり、

県と十分調整してまいります。 

 
② 市道福守町～秋喜線の道路整備について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 
 Ａにつきましては、市道等補修用原材料支給及び建設機械貸与の今年度分の申請を受理しており

ます。 
 Ｂにつきましては、農業用水路でありますので、蓋を架けての拡幅は考えておりませんが、既設

水路の構造を利用して蓋の施工が可能であれば、部分的な対応を検討したいと考えております。な

お、安全対策のための視線誘導標設置の対応は可能であります。 
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③ ポプラの大木の強風対策について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   ポプラの木が生えているところは市の財産である法定外公共物（赤線）上であり、市において伐

採しますが、作業の際には周辺土地の所有者の方のご協力をお願いします。 
 
 
鴨川町南自治公民館 

○ 市道側溝の改修について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

平成２１・２２年度に鴨川町４号線の改修を実施いたしました。要望のありました鴨川町２・３

号線につきましては、同様の要望を他地区からも多数いただいており、緊急性を整理し予算状況を

見て順次整備しておりますので、他地区との優先度等を考慮し実施時期を検討してまいりたいと考

えております。 
 
 
◎福守町自治公民館 

Ⅰ 生活環境改善関係 
① 市道西倉吉町不入岡線の道路拡幅について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

待避所の設置につきましては、同様の要望を他地区からも多数いただいており、緊急性を整理し、

他地区との優先度等を考慮し、予算状況を見て順次整備してまいりたいと考えております。 
 
② 市道西倉吉町鴨川町線２号線の側溝床板及び守護分川の整備について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

側溝床板の整備につきましては、早期の全線整備は現段階では困難でありますが、同様の要望を

他地区からも多数いただいており、緊急性を整理し、他地区との優先度等を考慮し、予算状況を見

て順次整備してまいりたいと考えております。 
【回 答】農林課（電話：２２－８１５７） 

老朽化した守護分川水路の側壁の整備についてでありますが、大鴨土地改良区で管理されている

水路であります。市にはかんがい排水事業の補助制度がありますので、改良区と十分調整していた

だきたいと考えております。 
 
③ 市道西倉吉町福守線の横断歩道（守護分地内）の設置について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   要望のありました道路の一部改良につきましては、現地を立ち会いしていただき、対応を協議し

たいと考えております。 
【回 答】防災安全課（電話：２２－８１６２） 

   市道西倉吉町福守線の横断歩道（守護分地内）の設置につきましては、平成１６年から倉吉警察署に

要望をしてきていますが、設置予定位置がカーブとなっており、現状では難しいと考えます。今後道路

改良がされ見通しが良くなる段階で、早期に設置されるよう引き続き要望します。 
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④ 福守町地内の鴨川の汚泥除去及び、鴨川堤防の除草について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

鴨川の汚泥除去及び除草につきましては、平成２３年度に実施予定であると、鳥取県から回答を

いただいておりますが、引き続き鳥取県へ要望いたします。 
 
 
Ⅱ 市道昇格関係 
① 福守農道１号線、７号線の市道への昇格について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   この道路は、現状においては路面幅員が４ｍ未満であり、また道路側溝も未整備であることから、

市道の認定条件を満たしておりませんので現状では認定は困難であります。 
 
② 農道５号線の市道昇格について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   人家の並びや道路幅員及び道路側溝（農業用水路兼用）を見る限り市道認定の要件は備わってお

り、今後、市道西倉吉町不入岡線の工事と併せて改良工事を実施したいと考えております。 
 
Ⅲ 国道３１３号線倉吉道路建設関係 
① 守護分までの区域の内水処理対策について 
【回 答】下水道課（電話：２２－８１７６） 

豪雨等による内水被害を解消するため、鳥取県が国道313号倉吉道路の改良工事に合わせ釜場が

設置されています。 
また、隣接地に国土交通省が防災センターを建設予定であり、これの早期完成を要望してまいり

ます。これらにより早期の内水排除が可能となり当該地区の内水被害が解消できるものと考えてい

ます。 
今後、竣工後の状況を見ながら、必要に応じて内水対策を検討してまいります。 

  
② 側道の和田出口橋までの延長について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

側道につきましては、現在、堤防道路へ接続できるように検討しております。国道３１３号への

接続は、将来的な検討事項と考えております。 
 
③ 市道西倉吉町不入岡線の早期改良について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

   昨年も回答しておりますが、倉吉道路完了後に実施するように予定しております。 
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北野自治公民館 

① 市道北野８号線の延長と県道バイパス道路への接続の早期完成について 
【回 答】建設課（電話：２２－８１６９） 

鳥取県と協議を行い、県道工事の進捗を見ながら、実施時期を検討したいと考えており

ます。 

 
② 西倉吉消防署より岡田・仙隠線へのバイパス道路の早期完成について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   小鴨地区自治公民館協議会への回答に同じ 
 
③ 県道仙隠岡田線拡幅工事の早期完成について 
【回 答】管理課（電話：２２－８１７４） 

   中部県土整備局においては、県道仙隠岡田線へのバイパス道路の整備を 優先で行っていただい

ております。西倉吉町～北野間の拡幅工事については、今後も引き続いて要望してまいります。 
 
④ 北野地内の消防防災設備設置の要望について 
【回 答】防災安全課（電話：２２－８１６２） 

   北野地内の消防防災設備設置につきましては、各地区からの要望も多く現状を見ながら整備を進

めていきたいと考えます。 
 

以上 

 


