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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１ 東 40歳代

　鳥取市福祉文化会館と鳥取市文化センター、鳥取市民
会館と鳥取市文化ホールと（鳥取県立県民文化会館）。似
た様な施設が狭い地域に重なっていると思います。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）

２ 東 40歳代

　公共施設維持又は建設はすべて市民の税金に関係して
くる問題である。市当局とか議会だけで決めないで、市民
の立場というものを考慮してやってほしい。

市民目線での情報公開を積極的に行い、情報の共有に努
めます。（戦略３）

３ 東 30歳代

　施設の存在やサービスが知られていない施設は、必要
なのか考えていただいて、改善して下さい。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。（戦略６）
ニーズの低い施設は、貸出や用途転用を検討します。（戦
略１）

４ 東 30歳代

　真に必要なものか常にチェックして、不必要と判断される
ものは複合化や統廃合を進めていくべき。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。設置目的を終えた施設等は、
処分を検討します。（戦略６）

５ 東 30歳代
　利用される人の少ない施設は、なくすべきだと思う。むだ
な運営はやめるべき。

設置目的を終えた施設や費用対効果の低い施設等は、処
分を検討します。（戦略６）

６ 東 30歳代

　子供が小さい訳でもなく、高齢者でもない現在、公共施
設をほとんど使用することがないので、必要性が分からな
くこのような回答になってしまいましたが、子供達が使用す
る施設は、多少経費がかかっても建替え、改修工事は行う
べきだと思います。その際、鳥取市の建設事業者を使用
し、鳥取市が少しでも潤うようにして頂きたいです。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。（戦略６）
後半部分は参考意見とします。

７ 東 40歳代

　公民館は一部のよく利用している人が利用しているだけ
の様に思う。集まらない（参加する人が少ない）企画をして
公民館の存続の為に人集めして税金を使っている様に感
じます。

参考意見とします。

８ 東 50歳代

　施設利用の際の利用料の値上げ等を含め受益者が負
担を負うべきと思います。利用が無いのに税金を使われる
事にギモンを感じます。

受益者負担については、これまでと同様に検討していきま
す。（平成２５年度に施設利用料の見直しを実施）

９ 東 30歳代

　建物の改修など一度費用を掛けてしまうと、必要なくなっ
たときの損があるので、しっかり使われる施設・配置を考
えて欲しい。どうすれば使いたくなるのかのアンケートもほ
しい。

中長期的な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながる運営
手法等を検討します。（戦略６）

１０ 東 50歳代

　現在の公共施設の量や配置について合併後10年をむか
える中、厳しい財政事情と効率化を考えれば、統廃合は必
要である。ただし、「将来のまちづくり」の点で、「利用者が
少ない」「交通が不便である」等、効率性を追求するのみで
はなく、設置時の５W１Hの再検証と、合わせて、施設の利
用者ならびに納税者の公平感を求めたい。

新しい公共施設経営に取り組み将来的なコンパクトシティ
の実現をめざします。（第５章・戦略４）
将来にわたって“住み続けられるまち”とするため、新しい
公共施設経営に取り組みます。（第５章）

１１ 東 60歳代

　地形の点からも東西に長いので、施設利用がしにくい。
統合（複合）するにしても地形を考え、場所、交通等解決し
ていけばもっと利用できるのでは･･･。せっかく他府県には
ない施設があるのに、利用しにくい場所だったり、そのま
わりの整備がおくれているのか、されていないのか。その
ため、施設じたい利用されているのかもわからないのでは
もったいない。

施設の利用圏域別などをふまえて方向性を検討していき
ます。（戦略２）

１２ 東 50歳代

　公共施設のあり方について　建物の更新においては、経
済の再生と財政の健全化を基に、計画を推進されたい。
具体的には、更新をよい機会と捉えた施設の集約化なら
びに用途の変更、さらには市民がよく利用する行政窓口
の一体化（国、県、市）、つまり、国、県、市が連携した施設
の合築等を視野に入れて検討することを望む。

イマこそが“公共サービスの新たな可能性を拓くチャンス”
として取り組みます。（第５章）
県・近隣自治体との役割分担を検討します。（戦略４）
施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

１３ 東 60歳代

　公共施設の経費削減の為には複合施設により稼働率を
上げていく。例）図書館と地区の集会施設、地区の保健セ
ンター。
　民間と共用出来る施設（補助金の活用）例）図書館、ス
ポーツ施設。

複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る公共施設をめざし、稼働率の向上を図ります。（戦略１）
公民連携を推進します。（戦略３）

１４ 東 70歳以上
　問６の方策「利用していない建物・土地を売却・賃貸して
収入を得る」に対する答え→１．積極的に実施すべきだ
が、売却はダメ。

市が保有する施設を圧縮するため、売却を含めて検討し、
財源確保に取り組みます（原則３、戦略７）

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％



(2/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１５ 東 60歳代

　財政が苦しく破綻を懸念することが予想される状態で無
駄を省いていくことに躊躇するような行政は何なんだ。この
様なアンケート結果を待って行動する市の体制は腐敗と
傲慢の病巣といえる。未来の人間らしい生活を送れる社
会政策としては、チャラチャラした建物、施設などではなく
普通に暮らせる環境造りである。

　本基本方針（案）は、新しい公共施設のあり方を創りあげ
るための基本的な考え方を市民の皆さまと共有するもの
です。（第１章）
新しい公共施設経営に取り組むことで、将来にわたって住
み続けられる鳥取市をめざします（第５章）

１６ 東 50歳代

　市民の血税を使って本当に必要なところを考えていただ
きたいです。市庁舎の移転、建て替えを望む市民は何人
おられますか？（市で働いている人ではなく・・・・・！！）全
国でも収入も低く、物価も高い鳥取県の貴重な市民のお
給料から払われる税金を他人のお金ではなく真剣に考え
て使い道を検討してほしいです！！借金は誰が返していく
のですか？

将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り
組みます。（第５章）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１７ 東 60歳代

　市庁舎は新築すべきではない。公共施設の維持、管理
がむずかしい財政でするべきではない。

将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り
組みます。（第５章）
≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１８ 東 60歳代

　市財政の現状を市民に知ってもらい、少しの不便は辛抱
してもらう。箱物だけでなく、道路水道下水道ゴミ焼却場な
ど、インフラ整備、保守の全額も市民に知らせるべきだ。ま
ず、市役所職員のすべてが、この危機感を共有しなけれ
ばならない。富津市でさえ財政再生団体になるという。鳥
取も大火の後再生団体になった。他人事ではない。市庁
舎新築など話にならない。

情報公開を積極的に行い、各方面と協働・連携ができるよ
う取り組みます。（戦略３）
現在も職員研修等を実施しており、今後も公共施設経営
に精通した人材育成等を進めます。（戦略８）
インフラ等については、総務省からの要請に基づき、『公
共施設等総合管理計画』として策定する予定であり、この
情報についても公開をしていきます。

１９ 東 50歳代

　駐車場について（駅北、駅南）公共交通機関だけではと
ても不便だからたくさんの家庭でマイカーを使用され、駅
への送り迎えの必要性が多いと思います。ですが、駅北、
駅南ともに大切な市民のための駐車場はあるとしても不
便なもので、短時間の停車用のスペースが全く考えられて
おらず、タクシー優先、バス優先スペースは大きくとってい
るといつも思います。高齢者の方も、子供たちの迎えも多
いのに、これはなぜでしょう？１２億円かけてアーケードを
作る必要性より、もっともっと市民が安全に生活の一部を
行動出来るよう考えるべきでは？と思います。

参考意見とします。
（公共施設における市民の安全については方針に掲載し
ます。）

２０ 東 50歳代

　現在ある施設を上手に活用できるように利用時間や施
設のリフォームをしてほしい。

拠点性の向上や、利用者ニーズにあった施設運営などを
検討します。（戦略１）

２１ 東 60歳代

　千代川のスポーツ広場のトイレを使用出来るよう管理し
て欲しい。草をたびたび刈って欲しい。国交省の管轄区域
はきれいに刈ってある。花火大会の前はもちろん普段でも
刈ること。ゴルフをする人が何人か（私の見たところは3人
（夕方4:00～5:00ごろ））いるので（毎日のようです）、注意
するなり立て看板をして欲しい。犬のリードをつけないで散
歩する人がいる。

参考意見とします。

２２ 東 70歳以上

　問６の方策「施設におけるサービスの水準を引き下げる
（開館時間の短縮等）」に対する答え→４．実施すべきでな
い。水準を引き上げること。

アンケート結果を踏まえ、サービスの提供を重視（サービ
ス水準を下げない等）して取り組みを進めたいと考えてい
ます。（第４章、原則１）

２３ 東 70歳以上
　超高齢者（78歳）のため各施設の利用度が少ない。また
利用していないが施設自体は必要がある。

設置目的を終えた施設や費用対効果の低い施設等は、処
分を検討します。（戦略６）

２４ 西 70歳以上

　少子高齢化の進む中、少ない財源の中でのやりくりだか
ら、なかなか希望どおりにならないが、県庁所在地である
が故に、類似的な施設が多いので取捨選択に困る。出来
る限り、無駄を排して機能的に運営できるようにお願いし
たい。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）
県との連携・役割分担を検討します。（戦略４）

２５ 西 40歳代

　問題となっている市庁舎については、検討されている駅
南地区について、防災拠点としての位置付けが唱われて
いますが、必ずしも防災拠点として相応しいとは思いませ
ん。千代川が破堤した場合の浸水深、交通渋滞、危険分
散などもキチッと考慮して検討して欲しいものです。

防災の拠点として求められる安全性を確保するよう取り組
みます。（戦略４、第８章）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２６ 西 60歳代

　現在の市庁舎分割配置を廃止して、早急に統合新築移
転を望む。（利用種類により旧市庁舎と駅南市庁舎にTEL
等照会がわずらわしい。）

≪参考意見とするほか、ご意見として担当部署にお伝えし
ます。≫
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２７ 西 40歳代

・今後増やさない。
・小規模なものと大規模なもののメリハリをつける。

次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）
施設の利用圏域別（利用者状況））によって、分類して方
向性を定めます。（戦略２）

２８ 西 40歳代

　今後の人口推移や民間への業務移譲、委託などを考慮
すると市の保有する施設は出来るだけスリム化するべきと
考えます。

人口減少をふまえ、次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（戦略６）
行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先し、それ以外については民間委託など
を検討します。（戦略６）

２９ 西 40歳代
  改修の際長持ちするものを県内の会社等に依頼する。 中長期的な視点から、生涯経費の圧縮につながる手法を

取り入れるほか、予防保全にも取り組みます。（戦略５・６、
第 章

３０ 西 50歳代

　市がどのような目的を持って運営してゆくのかを知らず
に多くの意見を出しても難しいと思う。観光を重視するの
か、産業に力をいれるのかetc.明確なことを知らないので
何とも・・・？

参考意見とします。

３１ 西 50歳代

　鳥取市の面積に対して、大きなスポーツ施設が多いと思
う。道路は対象ではないかもしれないが、都心にくらべて
道すごすぎる・・・。ただ、観光やスポーツを市や人々の生
計とするならば、もう少し何かが必要だと思う。

スポーツ施設については、県との役割等をどうするのか検
討していきます。（戦略２、第８章）
参考意見とします。

３２ 西 30歳代
　県と市の一体化。行政のムダ。 県との役割分担を検討します。（戦略４）

３３ 南 60歳代
　近くに同じ施設がありムダなものは廃止する。 近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を

進めます。県との役割分担を検討します。（戦略２・４・６）

３４ 南 70歳以上

　県立と同じ様な施設を競って作る必要はないと思いま
す。結局は天下り先がほしいのだと思いますが、それが経
済破綻の要因になっていませんか。

県との役割分担を検討します。（戦略４）

３５ 南 50歳代

　市町村合併により、市が所有、運営する施設が増えた
が、新市にある施設などは、旧市に住んでいる者は利用
は少ない。でも、新市の人にとっては近くにあり必要であ
る。

施設を利用圏域分類に区分して方向性を検討します。（戦
略２）

３６ 南 50歳代
　鳥取市の人口が減少する中、市町村合併により施設機
能の重複や配置の偏りを強く感じます。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）

３７ 南 30歳代

　将来、市民に負担がくるようなら早目に見直しをして廃止
や民間へ委ねるなどすべき。

次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）

３８ 南 10～20歳代

　鳥取は人口が少ないので仕方ないと思うが施設が少な
い。子供を連れて遊びに行く屋内の施設といったら「わら
べ館」くらいしかない。これで「子育て王国とっとり」とうたっ
ているのに納得ができません。

参考意見とします。

３９ 南 40歳代

　公共施設は、無料又は低料金で利用出来るため、市民
としては有り難い。（主にスポーツ・文化・学習施設）市内
の施設の利用状況を全て把握している訳ではないので、
確かなことは、言えないが、民間では、提供出来ない、又
は行き届かないサービスで、かつ、基本的な市民生活を
支えるサービス（例：教育、健康、安全）や市（地域）の情報
発信を行うためのサービスは、行政が実施すべきと考えま
す。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性・優先
度の高い施設の維持・更新を優先し、低い施設等は用途
転用等を検討します。（戦略６、第９章）

４０ 南 60歳代

　公共施設の量が多すぎても利用者が少ないと思われま
す。高齢化が進む鳥取県。誰もが（お年より）格安で利用
出来る施設があればいいと思います。特に介護施設が多
い県であるが、少ない所得でも入れる所、施設希望いたし
ます。

福祉関連の施設のついては、利用のニーズに基づき、機
能を維持します。（第８章）
後半部分は参考意見とします。

４１ 南 70歳以上

　市民の生活への必要度を主に考慮し、必要度の高い物
には、予算的に厳しくとも維持していくべき。どちらかと言
えば、パフォーマンスに近いような施設については、思い
切って複合化を含め、統廃合を検討すべき。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性・優先
度の高い施設の維持・更新を優先し、低い施設等は用途
転用や処分等を検討します。

４２ 南 70歳以上
　自動車社会であることを勘案すれば小規模施設を廃止
し、中規模で施設充実型への発想転換が肝要である。

施設の利用圏域分類によって、方向性を検討します。（戦
略２）
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

４３ 南 70歳以上

　類似施設が隣接。駐車場もない公共施設、類似施設の
点在による人員確保の無駄。
　※車社会であり、心の癒し、いこい等によるより所が求め
られている時代を考慮した施設の設置が欲しい。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）

４４ 南 50歳代
　特定の人や団体が使用しているか、まったく使われてい
ない施設が多く、人口の割にはいわゆるハコ物が、ムダが
多い。

参考意見とします。

４５ 南 60歳代
　ただ又はただ同ぜんはいけない。有料に受益者負担と
すること。

受益者負担については、これまでと同様に検討していきま
す。（平成２５年度に施設利用料の見直しを実施）

４６ 南 30歳代
　地区毎に配置するのではなく、居住人口にあわせる。 参考意見とします。

４７ 南 30歳代

　特定の地域に公共施設が偏っていると思う。（解放セン
ターや児童館など、使うことはない。個人的に。）１つの小
学校区に１つの公民館。その公民館に解放センターや児
童館の役割をもたせたらよい時代になっていると思う。田
舎の老人ばかりが苦労することのないように、田舎にも必
要なサービスはちゃんと残してほしい。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）
複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る魅力ある公共施設をめざします。（戦略１）
地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

４８ 南 50歳代

　市庁舎新築移転時期に合わせた公共施設の集約を計
画しエリアゾーンの確保（市庁舎、観光施設、ホール、文
化施設、図書館）及び大学周辺（鳥大、環境大）に拠点（図
書館、スポーツ施設、体育館等）を置いた町作りを目指
す。合計３ヶ所をエリア分けをして市街地活性化を考えて
みてはどうでしょうか？

参考意見とします。
地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

４９ 南 50歳代

　施設維持管理（建物）に税金を使うなら、施設の複合化、
同目的施設の統一化を図り、公共サービスの充実を図る
べきと考えます。施設維持管理のために増税とか、使用料
の増加は、本末転倒だと考えます。

複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る魅力ある公共施設をめざします。（戦略１）
市民の負担増加（増税等）につながらない取組みを推進し
ます。（第４・６章）

５０ 南 60歳代

　①やまびこ館は県立博物館と統廃合する
　②市民会館はとりぎん文化会に統廃合する。
　③市民体育館は県立産業体育館、鳥取県民体育館があ
るので統廃合する。
　④保育園、図書館は将来にむけて、鳥取市をになう若者
を育む為にも、必要。

県との役割分担を検討します。（戦略４）
保育園は優先的に維持すべきと考えています。（第４・８
章）

５１ 南 60歳代

　同じ様な目的の施設等は、積極的に統合して行き一つ
の場所で、様々な事を可能にして行く方向が望ましいと思
います。テレビ時代なので、年配になる程、活字よりも画面
から情報を得たいと思います。一日に一回位は地方の
ニュースで市の情報が流れたらいいと思います。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）

５２ 南 30歳代

　立場やお金のない人でも等しく利用できるよう望まれる
施設は、優先的に維持されるべきかと考えますが、民間で
も同等のことが可能なら（利益 優先の営業でないなら）
任せてもよいと思います。でも、民間は利益無視とはいか
ないですよね。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

５３ 南 40歳代

　職員を養う為の施設は必要ないと思います。本当に必要
な物は必要なだけ配置して欲しいです。施設の運営は専
門の人に任せた方が、利益をうみやすいのではと思いま
す。そして市職員の人員を削減した方が、市民の為と思い
ます。（あくまで個人的な意見です。）

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。また、民間事業
者の取り組みをサポートします。（戦略３）

５４ 南 40歳代

　正直なところ、そこまで利用している施設が少ない為、意
見を求められてもわからない。保育園、学校などは、鳥取
市も大いに関係してくるので、市が所有した方が情報はす
ぐにわかると思う。何か聞かれた時に、子育て王国をな
のっているにもかかわらず何も知らないでは、お話になら
ないので、そこは市が管理すべきではないだろうか。

参考意見とします。
保育園は優先的に維持すべきと考えています。（第４・８
章）

５５ 南 50歳代

　施設選択肢の中で、鳥取市が維持管理しなければなら
ないものは、市庁舎と学校教育施設だけで十分であり、他
施設は民間委託すれば良いのではないか、と思います。
また、民間で運営されている同様施設もたくさんあるように
感じます。

市庁舎・学校教育施設は優先的に維持すべきとのアン
ケート結果が出ていますので、その結果等をふまえて取り
組みを検討します。（第４章）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

５６ 南 60歳代

　それぞれの公共施設は民間にまかせる事が出来る施設
は、まかせていった方が良いと思います。民間と市がお互
いにバランスを考えながら行政に取り組んでほしい。すべ
て、民間にまかせる事になっても、市が頂になって采配し
てほしい。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。また、民間事業
者の取り組みをサポートします。（戦略３）

５７ 南 30歳代
　民間のノウハウを活用できるよう、DBOで事業を行う。 民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー

ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

５８ 南 70歳以上

　金が無い時は、借金をして、建てるべきではない。既存
の施設、又は、民間の遊休建物を利用して、経費を抑える
べき。

新築する前に既存建物の活用を検討します。（第９章）
４０年間で延床面積２９％を縮減していくことを前提に新築
は検討します。（戦略６）

５９ 南 30歳代

　少子化が進む中、子どもの保育、教育を手厚く保障する
ことが大切だと思うので、財源が少なくなったとしても、子
どもにかかる経費は確保していただきたい。

学校教育施設は優先的に維持すべきと考えています。（第
４・８章）

６０ 南 50歳代

　企業を誘致し、人口増加を図り、税金の増収が可能なら
ば現施設維持も可能と考えますので、鳥取市の更なる手
腕、努力が必要だと考えます。

参考意見とします。（企業誘致にも積極的に取り組んでい
ます。）

６１ 南 50歳代

　公共施設は新設ではなく補強し建替は反対。税金のム
ダ使いはやめてほしい。

新築する前に既存建物の活用を検討します。（第９章）
４０年間で延床面積２９％を縮減していくことを前提に新築
は検討します。（戦略６）
中長期的な視点から生涯経費の圧縮につながるよう、公
民連携等にも取り組みます。（戦略３・６）

６２ 南 50歳代

　懸案の市庁舎については建て替えを支持します。中途
半ぱな改築では、さらに子ども達の時代に建て替え予算
が必要で、二重に支出となります。市の顔として、恥ずかし
くない施設を兼ね備えたものを考えるべきです。

将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り
組みます。（第５章）
≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

６３ 南 60歳代
　まず、市庁舎をしっかりした物に建替えて市民を守って
頂きたい。

防災の拠点として安全性を確保します。（第８章）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

６４ 南 50歳代

　公共施設の場所、そして、どのように活用しているのか
わからない部分があるので、もっとレクリエーションなどし
て地域活用をしてみてはと思います。その時期季節のイベ
ントなどに活用。

情報公開の推進や稼働率向上に向けて取り組みます。
（戦略１・３）
ソフト面については参考意見とします。

６５ 南 10～20歳代
　もっと市民が使いやすくし、それぞれの施設に市民の必
要な機能を持たせ、使用者数を上げるべき。

拠点性の向上や、利用者ニーズにあった施設運営などを
検討し、稼働率の向上に努めます。（戦略１）

６６ 南 50歳代

　利用側としては、公的な方が利用料金も安く付きよい
が、サービスが悪い。又、職員も保守的。公だから利用が
多かろうが少なかろうがあまり問題としない、というような
感も受けられる。他県は公でも発想豊かに運営していると
ころもある。建てる、直す、こわす、というより、いかに繁栄
させ、それで得た収益で、たてかえ、なおし等にしていく
か・・・を考えては～　とは言っても耐震、老朽などがまず
優先ということもわかる。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新や、
サービスの効率的・効果的な提供など、公民連携を推進し
ます。（戦略３）

６７ 南 60歳代

　①地区公民館の駐車場を、自分の車庫のように年中使
用している所が現にありますが、なぜ許されるのでしょう
か？
　②福祉保健施設の受付（管理者）の応対が冷淡な所が
ありますが、本庁の担当者も、時々は、そういう事にも目を
ひからせ、教育するべきです。誰の為の市の施設かという
基本的な事さえ分からない、ただ人数合わせの人員配置
では、市民は困ります。本庁の担当者は、たえず、施設に
出かけもっと現実を知って下さい。

①担当部署にお伝えします。
②参考意見とします。（施設のみでなく、公共サービス全体
の課題と考えます）

６８ 南 50歳代

　このアンケートの評価は（協）都市設計連合がなさるので
すか？けっこう本当に考えて書きましたのに・・・。役所の
方には見ていただけないのですね。もったいないです。い
ろいろ。

いただいた意見については、鳥取市が作成する「公共施
設の経営基本方針」に反映させていただきます。

６９ 南 60歳代
　年を重ねると、遠くに行くのが困難です。心身共に元気で
いたいのですが。

－

７０ 南 70歳以上
　もう90才になれば何事も関係がないので興味をもちませ
ん。済みません。

－
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

７１ 南 40歳代

　“物より人”（物にお金をかけるのではなく、これから生ま
れてくる人たちにお金をかける）

建物ではなく、サービスを重視して取り組みを進めます。
（原則１）

７２ 南 50歳代

　不見識で恥じ入るばかりです。この際ですので、市報は
華美で無駄と思っています。同じお金をかけるなら、多くの
人の手もとに届ける方に予算を使われたらと思います。慣
例が通用するのももう古いってことでは？

参考意見とします。

７３ 南 70歳以上
　役所目線ではなく、一般庶民目線で考えてください。 市民目線での情報公開に努め、各方面と連携・協働でき

る体制づくりを進めます。（戦略３）

７４ 南 70歳以上

　単年度予算を多年度予算にしてはどうでしょう。余ったお
金を年度末に使い切るのではなく、預金として将来に備え
ては？使い切るのが法律ならば、鳥取発信でその法律を
改めてほしい。補助金を出してやるから、あれしなさい、こ
れしなさいと云うのはやめ、これをしたいから補助金を出し
てほしいと云って来れば、考えればいいのではないでしょ
うか。

参考意見とします。

７５ 北 30歳代

　市内には、市立の施設と県立の施設で似たようなものが
乱立していると思う。もっと施設の統廃合を行ってよいので
はないでしょうか。

県との役割分担を検討します。（戦略４）

７６ 北 60歳代

　鳥取市と鳥取県の設備が重複する施設が沢山ある。効
果的に使用を促し施設を減らしていくようなことは考えられ
ないか。

県との役割分担を検討します。（戦略４）

７７ 北 70歳以上

　①どこの自治体でも公共施設の量や配置に問題がある
ことは事実で、施設の複合化、統廃合は必要である。特に
広域合併に伴う見直しが必要である。
　②だからといって合理化、効率化に傾き過ぎてもよくな
い。多少の負担は増えても望ましい公共施設まで無くして
はいけない。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）
施設分類別に方向性をまとめ、必要性の高い公共施設を
維持するよう努めます。（戦略６・第８章）

７８ 北 70歳以上

　20年、30年先の市民の生活状況がどうなっているかを考
えて、整備してください。全ての人が 低限の文化的生活
を営むことができるように。

中長期的な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながるサー
ビス提供主体を検討します。行政が提供すべき公共サー
ビスを精査し、必要性の高い施設の維持を優先します。
（戦略６）

７９ 北 60歳代

　人口減少にともなって、保育園等はもっと立地のよいとこ
ろに統合し施設の拡充をはかる。旧市内は市の中心部に
どこからでも通える場所に設置するなど。（自転車等で通
える距離）小学校の校区も統廃合を促進する（生徒の少な
い区域が多くありすぎる）。
　しっかり検討してよい施策を策定してください。後世に残
らないように。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）
次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）

８０ 北 30歳代

　市庁舎建て替え問題の二の舞にならないよう、しっかりと
したビジョンを持ち、一貫した姿勢で問題を検討して欲し
い。優先順位を明確化し、サービスの質を落としてはなら
ないもの、提供の質を変えてはならない（できない）もの
（民営ではできないもの）を 優先に対応して欲しい。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先し、それ以外については民間委託な
ど、生涯経費の圧縮につながる運営主体への転換を検討
します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

８１ 北 60歳代
　現在問題になっている市庁舎の移転について早急に新
築移転し市民が利用しやすい庁舎を作ってほしいもので
ある。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

８２ 北 70歳以上

　①市庁舎問題の早期決着を。公務的にみっともない。
　②市庁舎はイ、災害時は市民のシェルターとなる。ロ、堅
固な建物を。ハ、100年の計で建てるべき。
　③哲学が欠けるからトラブルとなる。
　④信念と情熱がトップに求められる。
　⑤指導層（公務市議）の見識の有無の問題に帰する。

≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

８３ 北 70歳以上
　市庁舎は現位置が良い。 ≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

８４ 北 30歳代

　「鳥取市公共施設」でまとめてしまうと、規模が大きすぎ
て、一般市民には理解しづらく、このようなアンケートは回
答にとても困ります。今まで考えたこともない問題でしたの
で、情報も少なく、適当な回答になってしまうと思います。
一施設でどれだけの経費がかかっているのか、もっと詳し
く知る必要があると思います。

市民目線での情報公開を行うよう体制等を整えます。（戦
略１）



(7/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

８５ 北 70歳以上

　高齢者用の体育館をつくってほしい。室内テニスコートが
ほしい。

施設の新築については、４０年間で延床面積２９％を縮減
していくことを前提に検討します。（戦略６）
体育館・スポーツ施設は市域全体にバランスを含め、存廃
を検討していきます。（第８章）

８６ 北 50歳代

　施設運営のあり方に問題と、老朽化で使いたいと思わな
い。駐車場がない。お決まりの施設のアンケートに意味が
ない。発展性がない。合理化ばかりの考えで鳥取は何に
一つ良いものがない。つまらない。利用したいと思わせる
ものがない。暗い。行きたい場所がない。

参考意見とします。

８７ 北 60歳代

　市が管理している施設に於いて（河原町）、休日のみ施
設対応している人（アルバイト？）の対応サービス、モラル
が非常に悪い方がいます。人選して頂く、教育して頂く等
お願いしたいです。多くの方が思っています。すべてでは
ありません。ある施設での事です。

参考意見とします。（施設のみでなく、公共サービス全体の
課題と考えます）

８８ 北 40歳代

　実際にあまり人が来ないのに大きな公園をつくったりと
本当に税金をムダに使っていると思います。公園も小さな
公園をたくさんつくって、ほったらかしの状態だと思いま
す。本当に必要であるのか？市民に聞いてみてほしいで
す。都会の方は、大きな公園を車で20分ぐらい行くとだい
たいあります。いろんなところから、人をよべる様な町づく
りをしていただきたいです。図書館や公民館はいろいろと
たのしくしてくれていると思います。

参考意見とします。

８９ 北 40歳代
　問３、４、５が記入しにくい。いちいち１ページの表をみな
いといけないので。問５はパスです。

今後、アンケートをする際には、記入しやすいよう検討しま
す。

９０ 北 70歳以上
　高齢のため、外出は殆どしていません。 －

９１ 北 70歳以上
　特段の事項なし。 －

９２ 北 30歳代
　できるだけ市民目線でよろしくお願いします。 市民目線での情報公開に努め、各方面と連携・協働でき

る体制づくりを進めます。（戦略３）

９３ 北 40歳代

　教育や福祉にかかわる施設は、人口減少をストップさせ
る為にはかかせない存在で、必要不可欠なものなので予
算をけずる必要はないが、市庁舎の建て替えにお金をか
けたり、必要のない課や部署をつくって、予算や人件費に
無駄な税金のたれ流しは、やめるべきだと思う。公務員の
人数や給料を減らして、福祉にお金をかけるべき！！

学校教育施設や保育園は、優先的に維持すべきと考えて
います。（第４・８章）
後半部分は参考意見とします。

９４ 湖東 60歳代
　市、県が重ならない施設を造る（同じような施設はとりや
める）。

県との役割分担を検討します。（戦略４）

９５ 湖東 40歳代

　旧用瀬、旧佐治、気高、鹿野、青谷等は施設の利用頻度
が少ないものもあると思う。しかしこれからの高齢化社会
を考えると鳥取市中心部まで足を運ぶことが困難な人が
増加するため、中心部のみに設備を集中するのではなく、
これらの地域の方の事も考えた整備が必要と考える。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

９６ 湖東 60歳代

　鳥取市は広範囲であり、合併によりさらに広がった。合
併目的を元にあり方を統一し、合理的な管理を願う。
・今後は不要な箱物はつくらない。（本当に必要なものの
み）
・現存するもので耐用年数を過ぎるものも思いきって処分
する。
＊バブル期につくられた不要なものが多いので利活用を
精査し管理費負担が増大しない様に願います。

旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施
設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）
新築する前に、既存建物の活用などを検討します。（第９
章）
設置目的を終えた施設等は、売却等を検討します。（第９
章）
コンパクトシティの実現に向け、まちづくりの整合性のとれ
た施設経営を進めます。（戦略４）

９７ 湖東 60歳代

　合併により利用率の悪い施設が多くなっていると思いま
す。よって現存する施設の中で交通の便等考慮し多機能
化した施設にし、減らしていく事を希望します。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

９８ 湖東 10～20歳代

　人口減少、高齢化は今後一層進んでいくものと仮定して
考えていくべき。借金によって負担を先送りにするのは論
外。一人当たりの税負担が将来増える事態も避けるべき
である。市の公共施設は、市民生活や防災に不可欠なも
のを除き、大幅に整理統合される必要があるだろう。

次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していきます。行政が提供
すべき公共サービスを精査し、必要性の高い施設の維持
を優先します（戦略６）

９９ 湖東 60歳代
　出来るだけ後に伸ばさない。（つけを回さない） 次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４

０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１００ 湖東 10～20歳代

　例をあげるとやまびこ館はもったいない施設だと思う。
しっかりした建物で展示もおもしろいが中々行く気にならな
い。たまに行っても誰もいないのに映像が動いたりしてい
て無駄。そういった施設を新たに作らず、今あるもので対
応していく必要があると考える。作ってしまうと維持も必要
なので・・・。

新築する前に既存建物の活用を検討します。（第９章）
４０年間で延床面積２９％を縮減していくことを前提に新築
は検討します。（戦略６）

１０１ 湖東 40歳代

　公共施設なので市民が気軽に利用できるのが良いと思
います。それには、施設の数もそれなりに必要と思いま
す。スポーツ施設、ホール施設、図書館等は文化を豊か
にもしてくれます。それには利用者の負担という事も必要
と思います。

受益者負担については、これまでと同様に検討していきま
す。（平成２５年度に施設利用料の見直しを実施）

１０２ 湖東 70歳以上

　公共施設は税金で建てられる以上、より多くの人が恩恵
をうけるよう配慮していただきたい。間違っても特定の個
人、限られた人のみの施設はいらないと思う。

利用者が特定されている施設は、譲渡などの処分を検討
します。

１０３ 湖東 30歳代

　同じ税金を払っていても、同じサービスが受けられないよ
うな不平等さを感じない施設の配置、運用を考えて欲し
い。駅前のアーケードを開閉型にしてお金は掛けるのに、
必要な建替えにお金が無いと言われてもしっくりこない。

施設の利用圏域別などをふまえて方向性を検討していき
ます。（戦略２）
施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

１０４ 湖東 50歳代

　バラバラいろんな所にあって、駐車場も少ない。スポーツ
はA、文化学習はBに行けば連携した施設があるというよう
にわかりやすくした方がよいと思う。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

１０５ 湖東 60歳代
　配置の重要性。交通量の多い所は？ 参考意見とします。

１０６ 湖東 50歳代

　公共施設の複合化、統合化を行い、職員の数を減らす。
それにより、財源を確保することが重要ではないか。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）
財源を確保する取り組みを推進します。（戦略７）

１０７ 湖東 30歳代

　今後は、老朽化、少子高齢化する中で統廃合や複合
化、多機能化は必須と思われるが、地区のコミュニティー
機能、保育園、学校などの教育分野や福祉分野に関して
のものは民営化すべきでなく公共のものとしての検討を要
すと思う。

市民アンケート等をもとに、行政が提供すべき公共サービ
スを精査し、必要性の高い施設の維持を優先します。（戦
略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１０８ 湖東 30歳代

　今は子供がいないので、市の施設を利用することはほと
んどない。特に必要性を感じておらず、自分の生活に関わ
るのは市役所ぐらい。ただし、今後子供が生まれたら、保
育園や体育館、図書館なども活用することになるので、な
いと困る。複合化や統廃合には賛成だが、民間にはでき
ない市ならではの施設作りを目指してほしい。例えば、利
用者は少なくても、絶対に必要としている人がいる施設な
ど、少数の人にも配慮してほしい。

市民アンケート等をもとに、行政が提供すべき公共サービ
スを精査し、必要性の高い施設の維持を優先します。（戦
略６）

１０９ 湖東 40歳代

　生活していくうえで必要性のあるもの（学校教育施設や
地区集会施設、市庁舎）は、現状通り市が保有管理してほ
しいと思う。観光や保養などに施設は限られた人たちの利
用となるので民間にゆだねて税金等からの充当はして欲
しくない。

市民アンケート等をもとに、行政が提供すべき公共サービ
スを精査し、必要性の高い施設の維持を優先します。（戦
略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１１０ 湖東 60歳代

　色々な公共施設が数ありますが、ほとんど民間に委託さ
れても良いのではと思います。市が持ってる施設等が多
すぎます。民間の方が上手だと思いますよ。

中長期的な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながる運営
主体への転換を検討します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１１１ 湖東 70歳以上

　公共施設と公施設とは違うのでは。公施設、市庁舎、学
校は市が建設、運営すべき公共施設は民間事業を勘案し
てるから、その補完的、あるいは補助的なものとするのが
いいのでは？

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先し、それ以外については民間委託な
ど、生涯経費の圧縮につながる運営主体への転換を検討
します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１１２ 湖東 60歳代
　アンケート調査結果にもとづき、即刻対応できる施設に
対して、即実行すること。必ず行動を起こすことを希望しま
す。

新しい公共施設経営を着実に進めるため、推進体制を整
えます。（第１０章）

１１３ 湖東 10～20歳代

　市庁舎の建てかえは、早くしたほうがよい。災害が起きて
からでは遅い。鳥取をよくするには思いきりも必要。だけ
ど、わけのわからないことだけはしないでほしい。何を目指
しているのかを明確に。

≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１１４ 湖東 50歳代
　鳥取市庁舎の移転等について何故解決がなされないの
か。市議会議員は何を考えているのか。新築移転が 善
案と思う。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫



(9/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１１５ 湖東 60歳代

　市庁舎の新築はしないで、耐震補強で対応すべきであ
る。

中長期的な視点で生涯経費の圧縮につながる手法を取り
つつ、防災の拠点として求められる安全性を確保するよう
取り組みます。（戦略４・６、第８章）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１１６ 湖東 70歳以上
　まず立派な頑丈な市庁舎を建てる事。 防災の拠点として求められる安全性を確保するよう取り組

みます。（戦略４、第８章）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１１７ 湖東 30歳代

　誰が何のためにどうやって利用するのかわかりにくい。
各施設の明確なサービス内容や利用者状況をわかりやす
く公示してほしい。

市民目線での情報公開を行うよう体制等を整えます。（戦
略１）

１１８ 湖東 40歳代
　多くの市民が利用出来るよう、周知PRをもっと行った方
がいいと思います。

複合化等によって、多様な人々が集まる公共施設をめざ
すほか、稼働率の向上に取り組みます。（戦略１）
ソフト面については参考意見とします。

１１９ 湖東 30歳代

　もっと公園がほしい（子どもが外であそべる環境を。）
　もっと子育て世帯において魅力的で使いやすい施設が
ほしい。
  市庁舎をキレイに安全にするよりも先に、学校・保育園な
ど子どもの安全を優先してほしい。

学校教育施設・保育園は優先的に維持すべきと考えてい
ます。（第４・８章）
公園については参考意見とします。

１２０ 湖東 50歳代
　図書館の数を、増やしてほしい。 施設の新築については、４０年間で延床面積２９％を縮減

していくことを前提に検討します。（戦略６）

１２１ 湖東 60歳代

　バードハットを一日一日しっかり利用できるよう、住民が
楽しめる場所へもう少し考えてもらいたい。
　天候の悪い日に子供達が遊べる場所があるとよいと思
います。（無料であること）

参考意見とします。

１２２ 湖東 70歳以上

　他所に比べれば「災害リスクが低い」とされている当地で
ずが、70・60年前には地震や火災に見舞われています。し
かし、近年は経験した事が無いとされるような災害が各地
で発生しており、当地の保障の限りでありません。よって、
一時避難施設として活用出来る多機能施設の整備は不可
欠と思われます。

指定避難所となる施設は、求められる安全性や性能の確
保について検討します。（戦略４）

１２３ 湖東 40歳代

　各公共施設に特色がない。県外者からは魅力がないと
言われる。鳥取市は“頑張っている”姿が前面に見えな
い。

今後、新しい公共施設経営に取り組む中で、魅力ある公
共施設づくりをめざしていきます。（戦略１）
施設の魅力づくりや活性化につながる民間事業者の取り
組みをサポートします。（戦略３）

１２４ 湖東 50歳代

　鳥取市を子育て世代にとって住みやすい市にするため
には、教育の充実と文化レベルの維持等が必要であり、そ
の将来計画に沿って公共施設の統廃合とともに充実をは
かるべきである。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性・優先
度の高い施設の維持・更新を優先し、低い施設等は用途
転用等を検討します。（戦略６、第９章）

１２５ 湖東 60歳代
　老人人口が増加しているので、老人の生きがい対策、健
康予防等公共で考えて欲しい。

福祉関連の施設のついては、利用のニーズに基づき、機
能を維持します。（第８章）
ソフト面については、参考意見とします。

１２６ 湖東 30歳代

　アンケートの選択肢は別紙にしてほしい。用語が分から
ないのに表紙では見づらい。書くのにイミが分からず時間
がかかる。仕事、子育てで忙しいのにかんべんしてほし
い。

今後、アンケートをする際には、記入しやすいよう検討しま
す。

１２７ 湖東 30歳代
　生まれてずっと鳥取市に住み、これからもずっと住むの
でよい町になってほしいと思っています。

将来にわたって“住み続けられるまち”とするため、新しい
公共施設経営に取り組みます。（第５章）

１２８ 湖東 40歳代
　特になし。 －

１２９ 江山 60歳代

　県、市が重複した施設が多くどちらか一方にした方が利
用者としても良いです。小さな県市に2つ以上はいらない
施設あり、人員削減にもなる。県、市、民と重複した施設の
見直し。同じ様な施設が一箇所に集中して居る様に見え
もっと市、県民に有効に利用される様にして頂きたい。予
算の逼迫のために建物は耐震で抑える。公務員が多過ぎ
る。管理は民に委託すると良い。

県との役割分担を検討します。（戦略４）
施設の生涯経費の圧縮につながる運営主体への転換を
検討します、（戦略６）

１３０ 江山 50歳代

　前のアンケートと重複しますが小さなハコ物をあっちこっ
ち建てないで多目的に使える建物をドーンと建てる（維持）
べきと思います。特に駐車場の少ない施設は使いづらい
です。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）



(10/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１３１ 江山 60歳代

　学校など耐震化の終わった建物で、空室の多い施設に、
高齢者用の文化・研修等の可能な設備を複合化あるいは
利用していくことはどうでしょう。現在の機能は地域の高齢
者には、認知症の予防、活性化として、地域で活用できま
す。複合化することで、管理面積の縮小、ソフト面での削
減となり、公共運営可能となり、世代間の交流にもなり得
ると思います。

複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る公共施設をめざし、稼働率の向上を図ります。（戦略１）

１３２ 江山 50歳代

　人口が減少しているわりに、公共施設が多いように思い
ます。市がすべきことと民間に任せることを分けるべきだと
思います。施設を作ることを考えすぎて、後のコストのこと
に考えが不足していたのではないか。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先し、それ以外については民間委託な
ど、生涯経費の圧縮につながる運営主体への転換を検討
します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１３３ 江山 50歳代
　遊休資産の流動化をもっと積極的に。 費用対効果の低い施設は積極的に売却等の処分を検討

します。（戦略６）

１３４ 江山 70歳以上
　新しい箱物はなるべく建てないこと、古いものをリノベー
ションして使い切ること。

新築する前に既存建物の活用を検討します。（第９章）
４０年間で延床面積２９％を縮減していくことを前提に新築
は検討します。（戦略６）

１３５ 江山 60歳代

　施設はハード面だけで考えないで下さい。ソフト面とセッ
トで初めて立派な施設となるものです。その意味で一番に
求められるのは市庁舎の中身である。市職員の資質の向
上を急いで欲しい。管理部分は勿論のこと現業部分でも
問題な所が多見されるのは残念です。1人1人の問題もで
すが、異動の時引継がなされてない等組織としての問題
点も大きい様に思います。

建物ではなく、サービスを重視して取り組みを進めます。
（原則１）
後半部分は参考意見とします。

１３６ 江山 70歳以上

　私の目に出来る公共施設といえば地区公民館ですが、
一般企業の職員の働き方とはっきりと違います。緊張感も
なく公私混合もはなはだしく、目にあまるものがあります。
住民へのサービスも考えてほしいし、行事の度に多勢の
住民のボランティアの協力があってこそなのです。ヒマなら
ば職員を減らすとか、午前中の留守番のアルバイトはやと
わないとか人口がだんだん少なくなっていけば職員も減ら
していけるはず。もっと精いっぱい働いてほしい。無駄をは
ぶける所は、はぶいてほしい。全体の見直しが絶対に必
要です。施設が沢山ありますが、人の出入が少なく、職員
さんは遊んでいるような働き方をしているのではないでしょ
うか？管理の仕方も考え直してほしい。

公民連携としての取組みを推進します。（戦略３）
参考意見とします。

１３７ 高草 60歳代
　財源の確保は、各部署ごとに分かれていては出来ない。 庁内連携が強化するための体制を整えます。（第１０章）

１３８ 高草 50歳代

　老朽化が著しい市営住宅をとりこわし、さら地にする。若
い夫婦は、民間のアパートなど入居する。TVひるおびでも
（日本人は、新しい物が好きで古い家、アパートなどには
入居しにくい。）から。

参考意見とします。

１３９ 高草 50歳代
　積極的に民間にまかせるようにすればよいと思う。（補助
金をだして）

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１４０ 高草 60歳代

　市庁舎を補修するのは新築と変わらない（多いかも）位
のお金がかかる～という事をもっともっと明確に市民に伝
えてほしいと思います。老人の方等は補修するのはお金
がかからない⇒と思い込んでおられる方、たくさんおられ
ます。
昔のままを現在もひきずるのは無駄が多過ぎます。

将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り
組みます。（第５章）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１４１ 高草 10～20歳代

　現在、大学生なのですが、公共施設に関わる機会がな
く、また、どのような公共機関がどこにあるのか等、分から
ないです。PRするなど、公報していくべきだと思います。

市民目線での情報公開を行うよう体制等を整えます。（戦
略１）

１４２ 高草 40歳代
　積極的に利用できるよう市報等を通して市民に知らせて
いく。

情報公開の推進や稼働率向上に向けて取り組みます。
（戦略１・３）
ソフト面については参考意見とします。

１４３ 高草 60歳代

　公民館におけるいろいろなサークルですが、人数集めの
ため名前だけおかりして補助金を受け取るため必要に
なっているところがある様です。どういうサークルがいいの
かよく検討をして頂きたいと思います。集まらなかったら、
無しにするとかした方が良いでしょう。

参考意見とします。
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１４４ 高草 60歳代

　全ての公共施設の駐車場を増やして欲しい。施設の立
替改修費用を考える前に、利用し易い施設にする為には
どうするかを考えて戴きたい。駐車場の確保は、 優先に
検討すべきと思う。

利用しやすさについて、交通手段の確保や多機能化など
検討をしていきたいと考えます。（戦略１）
駐車場について参考意見とします。

１４５ 高草 50歳代
　防災センターを建設すること。 新築する前に既存建物の活用を検討します。（第９章）

４０年間で延床面積２９％を縮減していくことを前提に新築
は検討します。（戦略６）

１４６ 高草 10～20歳代

　市長が地味。もっとメディアに出てアピールすべき。市長
は広告塔。よいと思われる鳥取市に他県から流入しやす
い環境であることを知らせるべき。農業でいくのか、観光に
焦点をあてるのか？産業を充実させるのかによって人口
が増え、施設の利用者増につながる政策を実施すべし。

参考意見とします。

１４７ 高草 60歳代
　64才女性日々パート業と農作業に追われていて関心を
持つ時間がない。

－

１４８ 高草 60歳代

　市報なども、無駄な記事が多い。カラー刷りでなくともよ
い。もう少し安価で出来ると思う。こういうアンケート調査に
係る費用とて無駄遣いである。業務委託は鳥取市内にす
べき。

参考意見とします。

１４９ 桜ケ丘 60歳代

　まず未活用施設の建物、土地の売却、県が保有する類
似施設があれば市の施設はハイシする。つぎに市の保有
する類似施設（例、サッカー場（練習場含む））は1つにす
る。公共施設のムダ物が多い！

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。県との役割分担を検討します。（戦略２・４・６）
施設（土地・建物）の総量を圧縮します。（原則３）

１５０ 桜ケ丘 50歳代
　町村合併前の地域に縛られない施設配置。 旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施

設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）

１５１ 桜ケ丘 60歳代
　市町村合併による合併前の建物を処分する必要があ
る。

旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施
設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）

１５２ 桜ケ丘 70歳以上
　大型合併に伴って、統廃合・複合化の検討はされている
ようですが、決断、決定、実施（実行）が遅く感じられます。

旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施
設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）

１５３ 桜ケ丘 60歳代
　負担を次世代に送らないようにする。 次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４

０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）

１５４ 桜ケ丘 50歳代

　公共施設がそれぞれなぜそこにあるのかをしっかりと考
えてから、見直すべき。このようなアンケートだけでは、見
落としてしまう。その施設を必要としている市民を重視すべ
き。切り捨てられていく「サービス等を必要とする人」が作
られていくようではダメ。

個々の施設については、基本方針策定後に、具体的に検
討していきます。（第９章）

１５５ 桜ケ丘 60歳代
　公に必要なものは、公で維持管理運営すべき。 行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い

施設の維持を優先します。（戦略６）

１５６ 桜ケ丘 60歳代
　ホール施設等は民間に任せて、運営し、教育施設や保
育園は市が、管理すべきと考えます。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。（戦略６）

１５７ 桜ケ丘 30歳代

　質問でもそうですが中間は必要ないです。実施するか実
施しないかしかありません。実施して多少問題が発生して
も時が解決してくれます。今必要なのは財源確保です。

参考意見とします。

１５８ 桜ケ丘 40歳代

　使われていない施設（例えば、国府町役場とか、古くなっ
てしまった公営住宅とか）をお金をかけてでも解体して民
間の会社に土地を売却した方がいいと思います。そのま
まにしてると、見た目も悪いし、少しでも収入を得た方がい
いと思うのですが・・・。

費用対効果の低い施設は処分を検討します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１５９ 桜ケ丘 50歳代

　市庁舎を新しくし、福祉保健施設の機能や図書館、体育
館、プールなど多目的な合同庁舎にしてはどうか。所蔵品
などの貸出しなどを行い、市民に宣伝、啓もう活動を行
い、いろんな施設を利用してもらえるようにしてはどうか。

≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１６０ 桜ケ丘 60歳代

　市庁舎を新しくしても結果として市民に負担が掛る。 将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り
組みます。（第５章）
個別 適化ではなく、全体 適化を考える中で、中長期的
な視点で新しい公共施設経営に転換してきます。

１６１ 桜ケ丘 60歳代
　市庁舎は早急に方針通り建設すべき。 ≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１６２ 桜ケ丘 70歳以上
　市庁舎の新築移転を早くすべきである。 ≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１６３ 桜ケ丘 60歳代
　長い間鳥取に居ますが、知らない施設がたくさん有りま
す。

市民目線での情報公開を行うよう体制等を整えます。（戦
略１）

１６４ 桜ケ丘 60歳代

　ハコ物を整理してその金を少子化対策に活用すべき。 公共施設の更新問題を打開し、新しい公共サービスのあ
り方へ転換します（第５章）
施設の売却等で得た財源は、公共施設経営に充てるため
の基金に積み上げることを想定しています。（戦略７）

１６５ 桜ケ丘 60歳代

　市街地の施設は利便性はよいが駐車場が少ない。駐車
場の確保が困難な施設は郊外の施設を充実させ、利用す
べき。

施設の複合化・多機能化に合わせて、交通手段の確保に
ついて検討していきたいと考えます。（戦略１）
駐車場について参考意見とします。

１６６ 桜ケ丘 60歳代
　公民館などで老朽化が著しいものがあるが、早急に改善
すべき。

公民館や学校、保育園など、優先度の高い施設は耐震性
を保つための対応を進めています。

１６７ 桜ケ丘 40歳代

　問７の⑧類似施設が民間で運営されている施設←それ
は何？対象は？
　問８「全てを維持（市が所有）することが困難」←設問が
不当では。
　アンケートの設問に回答出来ない質問がある。経費等の
思いは分かるがでは、何を無くすのか、やめるのか、それ
ぞれの立場、利用度がある。利用度が少ないものをやめ
ればいいのか、その答を望んでいるような内容のアンケー
トと思われる感じがする。

類似施設が民間で運営されている施設の例として、保育
園や公営住宅（アパート）、福祉施設などが挙げられます。
平成２５年度に公表した「鳥取市公共施設白書」におい
て、鳥取市も「公共施設の更新問題」を抱えており、全ての
施設を現状のまま維持し続けることは困難と考えていま
す。
個々の施設については、市民ニーズ等をふまえて、経営
基本方針策定後に検討していきます。

１６８ 桜ケ丘 60歳代

　利用者が少ないのに、職員が多くいて、無駄話に花を咲
かしているのはどうかと思う。職員数をもっと減らして、広
範囲を勉強させて、しっかり仕事の責任感をもたせて欲し
い。

公民連携としての取組みを推進します。（戦略３）
参考意見とします。

１６９ 中ノ郷 10～20歳代

　公共施設の運営に関して一部の特権階級の人々が独占
して、関わっている現状。
　・市会議員の親族や、選挙に深く関わっている。
　・一般の住民は関われない。

参考意見とします。

１７０ 中ノ郷 60歳代

　施設が多い利用者と利用していない者の差が大。本当
に必要なものをしっかり守り継続する。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性・優先
度の高い施設の維持・更新を優先し、低い施設等は用途
転用や処分等を検討します。（第６章）

１７１ 中ノ郷 60歳代

　地区体育館、スポーツ施設等、特定の者が早い段階で
予約してしまって、その他の者（団体）が利用できない。公
平利用が出来ない施設は不要である。

利用者が特定されている施設は、譲渡などの処分を検討
します。

１７２ 中ノ郷 30歳代

　同じ様な機能を持った施設がある（合併によるものも含
む）ので、人口が減ることが予想されているのなら、一ヶ所
ですませられるならそうした方がいい。もし、子育て支援し
たいなら、働きやすく、産みやすいような施設を増やしてほ
しい。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）
地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）
複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る公共施設をめざし、稼働率の向上を図ります。（戦略１）

１７３ 中ノ郷 50歳代

　立て替えする場合、今は、各所にバラバラとあるものを、
できるだけ1ヶ所に集めて利便性を高めてほしい。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）
地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）
複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る公共施設をめざし、稼働率の向上を図ります。（戦略１）

１７４ 中ノ郷 40歳代
　もっと民間を利用した方がよいと思う。 民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー

ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１７５ 中ノ郷 60歳代

　人口減による税収減にて税金の使い道を考えて行う。む
だな施設は民間へ。

人口の減少に合わせて、市が保有する施設を圧縮するこ
とが必要であり、売却を含めて検討していきます（原則３、
戦略７）
中長期的な視点から生涯経費の圧縮につながるよう、公
民連携等にも取り組みます。（戦略３・６）

１７６ 中ノ郷 60歳代
　市庁舎の移転について住民の意を問うた施策に5000万
円もの公金を費やした意味を良く考えるべきである。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

１７７ 中ノ郷 30歳代

　次世代に負担を先送りしないようみんなで考える？今ま
で先送りにしてきた結果がこれだと思う。施設の老朽化、
人口の減少、誰でも分かりきった問題である。新しく建設
することは反対です。学校教育施設はしっかりと維持して
いただきたい。

先進自治体と比較し、取り組みが遅れたことは事実です。
これ以上先送りしないために、今、新しい公共施設経営に
転換する必要があると考えています。（第５章）
学校教育施設は優先的に維持すべきと考えています。（第
４・８章）



(13/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１７８ 中ノ郷 10～20歳代

　公共施設で働く人材に、60才以上のベテランをどんどん
活用し、低コストで高いクオリティーのサービスが可能にな
る事を望みます。高齢者の住み良い町になる事は、若い
人達の明るい将来を想像できる町づくりにつながると思い
ます。

参考意見とします。

１７９ 中ノ郷 50歳代
　市が運営している所は、民営の所とちがって、態度、
サービスが悪い。（上から目線で、使わせてやってる感が
ある）

参考意見とします。（施設のみでなく、公共サービス全体の
課題と考えます）

１８０ 中ノ郷 30歳代

　多くの人が、集い交流の場になって欲しい。防災面での
役割を担ってほしい。

複合化等によって、多様な人々が集まる公共施設をめざ
します。（戦略１）
指定避難所となる施設は、求められる安全性や性能の確
保について検討します。（戦略４）

１８１ 中ノ郷 60歳代

　公共施設の老朽化に関しては、優先順位を決め早い目
に建替えを行い経費を市が持つ。
　市民に負担をかけないようにしてほしい。

公民館や学校、保育園など、優先度の高い施設は耐震性
を保つための対応を進めています。
将来にわたって市民に過度な負担をかけないよう取り組
みます。（原則３）

１８２ 中ノ郷 70歳以上

　公共施設のあり方と云うのではありませんが、都市計画
として鳥取駅より県庁までの商店のありかた、と云うか城
下町らしい感じにできないでしょうか。現在空き家も多くあ
り一番の中心がとてもみすぼらしい感じで市民として淋しく
思います。砂丘を観光地にするにしても若桜街道はあまり
にもひどいと思います。

参考意見とします。

１８３ 中ノ郷 30歳代

　市民の意見をもっと真摯に考えて欲しい。住民投票した
りアンケートをしても難しい。問題は山積みだろうが、民意
を無視し市長や、議会で勝手に事業を進めないで欲しい。

いただいた意見の一つ一つを取り上げ、今後の取組み反
映するよう検討をしていますので、ご理解ください。

１８４ 国府 60歳代
　県と市の公共施設が重複しているものがある。 県との役割分担を検討します。（戦略４）

１８５ 国府 70歳以上
　ホール施設が多すぎる。 近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を

進めます。（戦略２・４・６）

１８６ 国府 70歳以上

　町村合併により旧町村から引き継いだ施設の中、地区
公民館は必要です。地区民の集う場を大切にしてほしい。
又現在の市の在り方で地区公民館が行政の手先の様な
活動の在る所があります。元来地区公民館は生涯学習、
人づくりの場であるべきものが、以前より変化されている
様です。グループ、サークル作り。職員も役員も角度を変
えてほしい。

地区公民館は、協働のまちづくりを進める地域の拠点とし
て有効活用を図ります。（第８章）

１８７ 国府 40歳代

　金を生まないもの（市庁舎）に投資するのはムダ。将来
は金を生む、教育施設に投資すべき。それこそ（公）がや
るべきことではないか？金を生まない未来のない老人に
金を使うな。

教育施設は優先的に維持すべきと考えています。（第４・８
章）

１８８ 国府 60歳代

　地区集会施設は住民の憩いの場でもあるため、又、ない
とどんどんさびれていっていまうため必要である。他の建
物（類似施設）は、統廃合してもよいと思います。

地区公民館は、協働のまちづくりを進める地域の拠点とし
て有効活用を図ります。（第８章）
近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）

１８９ 国府 70歳以上

　利用度の低い施設の有効活用を考える（※）
　（※）利用・使用規定等の見直しをして、利用（使用料をも
らう）促進を図る。（宝の持ち腐れ！！）

複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る魅力ある公共施設をめざします。（戦略１）
受益者負担については、これまでと同様に検討していきま
す。（平成２５年度に施設利用料の見直しを実施）

１９０ 国府 30歳代

　マンガ王国や、いなかならではの良さなど、鳥取市だか
らできる事で定住者（特に子育て世代）が増えるような魅
力ある新しい施設を既存の施設に併設する。今ある施設
内に新しい施設を入れる事でついで利用できると便利だと
思う。

複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る公共施設をめざし、稼働率の向上を図ります。（戦略１）

１９１ 国府 30歳代
　学校や庁舎など公共施設としての必要性が高い施設は
複合化、多機能化を図るべきである。

複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る公共施設をめざし、稼働率の向上を図ります。（戦略１）

１９２ 国府 40歳代

　鳥取市内にある同じような施設は１つにする。国府町の
万葉歴史館内に役場を入れて（コーヒーコーナーなしにし
て）職員は役場の職員と町の仕事をすればよいのでは。
区切りをつけすぎなのではと思う。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）
後半部分は参考意見とします。

１９３ 国府 70歳以上

　老朽化し運営費用のかかる施設をなくする。同じような
施設を統合する。

費用対効果低い施設は処分を検討します。（戦略６）
近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）



(14/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

１９４ 国府 30歳代

　鳥取市の施設の量は肥大化している印象。安易な長寿
命化は、費用がかさむ。このため、隣接自治体と共同で運
営できる施設は広域化、民間の施設を利用できる場合は
民間化。負担を増やしてまで維持したい公共施設はない。

中長期的な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながるサー
ビス提供のあり方（施設の保有主体等）を検討します。（戦
略６）
近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。県との役割分担を検討します。（戦略２・４・６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

１９５ 国府 60歳代

　民間に委託できるものは民間に、学校教育施設は公営
でしっかりした教育をできるようにする。地域の祭や文化
遺産を積極的に保護、育成する。その為には、住民の意
識改革が必要。郷土愛（地元愛）が必要。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
学校教育施設は優先的に維持すべきと考えています。（第
４・８章）

１９６ 国府 60歳代

　本来の公共施設は市で管理すべきでその他は手離し公
務員を削減すべし。削減した人員は民間に移す。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先し、それ以外については民間委託な
ど、生涯経費の圧縮につながる運営主体への転換を検討
します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
職員数は定員適正化計画に基づき取り組みを進めていま
す

１９７ 国府 70歳以上

　教育・福祉関係の建物は公が所有・管理運営し、他は民
間で管理運営させる（民間の能力活用）。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
学校教育施設は優先的に維持すべきと考えています。（第
４・８章）

１９８ 国府 70歳以上
　民間への払い下げ等により整理する。（いつまでもほっ
たらかしである施設、土地等が見受けられる。）

費用対効果低い施設は処分を検討します。（戦略６）

１９９ 国府 60歳代
　問６の方策「利用していない建物・土地を売却・賃貸して
収入を得る」に対する答え→実施すべきではない。他使
用。

市が保有する施設を圧縮するため、売却を含めて検討し、
財源確保に取り組みます（原則３、戦略７）

２００ 国府 40歳代

　鳥取市の人口に対して公共施設、及び職員の数が多い
と思う“維持費”“人件費”に無駄に税金を費やしている様
に思う。利便性よりも実用性を重視してもっとコンパクトに
まとめる事で支出をおさえて欲しい。鳥取市を愛していけ
る税金の使い方を！！

中長期的な視点から生涯経費の圧縮につながる運営主
体への転換などを検討します。（戦略６）
地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

２０１ 国府 60歳代
　市庁舎を早く工事に着手してほしい。移転新築を希望。 ≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２０２ 国府 70歳以上
　 優先は本庁舎を駅裏地区に建設することです。 ≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２０３ 国府 30歳代

　これ以上増やす必要なし。税金のムダ遣いだけは注意し
て下さい。

人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

２０４ 国府 40歳代

　地区体育館はない。市は、小学校、中学校体育館の利
用を促すが、利便性の高い小学校は、使用スケジュール
がいっぱいであり、また雨漏り対策がなかなか実施されな
い実態であり、市の対応に疑問を感じる。

施設の新築については、４０年間で延床面積２９％を縮減
していくことを前提に検討します。（戦略６）
体育館は市域全体にバランスを含め、存廃を検討してい
きます。（第８章）

２０５ 国府 10～20歳代

　公共施設の使い方を統一してほしい。私物のように利用
する人もいるので。どのような場所で利用した際の利点な
ど細かく提示するようなサービスが無料で年齢問わず見
やすい形で見えたら･･･。20代の若いママたちが気がねな
く使えるようなサービスや情報交換、悩み相談など設けて
下されば有り難いと思います。（公共施設の利用の仕方や
インターネットなどで見る事もないので、あまり存在を知ら
ないので生意気かもですが・・・）

市民目線での情報公開や稼働率向上に向けて取り組みま
す。（戦略１・３）

２０６ 国府 40歳代

　公共施設がムダにたくさんあると思う。利用する際、駐車
場が圧倒的に少なく、周辺にも停車できないのは、不便す
ぎ。車を利用する人が多い鳥取なのに、市内に作るより
も、地代等安くできる場所に総合施設を作れば良いので
は？公共交通機関も、時間が合わなくて、利用できない時
もあるので、充分な駐車スペースが確保できれば、色々な
人が色々な行事や催しに利用できると思う。

施設の複合化・多機能化に合わせて、交通手段の確保に
ついて検討していきたいと考えます。（戦略１）
効率性等を考慮して、地域の拠点となる施設への機能集
約・充実を図り、将来的なコンパクトシティの実現に向けて
取り組みます。（戦略４）
駐車場について参考意見とします。

２０７ 国府 60歳代

　各公共施設利用する、しないに関わらず、鳥取東部地区
では車で移動しないと、何かにつけて不便な為、駐車場の
確保がなかなか難しい。故に駐車場を広くして頂きたいと
思う。

参考意見とします。



(15/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２０８ 国府 30歳代
　避難所にも使えるように、常に備えを強化して下さい。 指定避難所となる施設は、求められる安全性や性能の確

保について検討します。（戦略４）

２０９ 国府 70歳以上
　老朽化が著しい施設から順次行うこと。 建物性能（耐震性や劣化度）に応じて、個々の施設のあり

方を検討していきます。（第９章）

２１０ 国府 10～20歳代

　公共施設を減らしたいと、アンケートを取ったのだろう
が、使う人を増やすように行政を行うべきではないです
か？まず企業誘致などして人口を増やす努力をして下さ
い。

施設の稼働率を高めると同時に、人口減少を見据えて公
共施設の総量を圧縮していく必要がると考えています。
（戦略１、原則３）
鳥取市として人口増加策については、積極的に取り組ん
でいます。参考意見とします。

２１１ 国府 30歳代

　各施設の現状がわからないのでこのアンケート自体よく
わからずに答えている。例えば「一括して施設のサービス
について」といわれてもわからない事も多いので答えにく
い。このアンケートが反映されると怖いし、市民の意見を
反映させたといわれても心外。

今後、アンケートをする際には、記入しやすいよう検討しま
す。
新しい公共施設経営に転換していくべきという方向性にご
理解をいただけたらと考えています。

２１２ 国府 60歳代
　そのような（質問のような）視点で検討したこと、考えたこ
とがないのでなし！

－

２１３ 福部 30歳代

　鳥取市街地ではバスを利用して小・中には通うことがで
きるので、小学校区・中学校区も縮小できるのであればす
べき。元郡部は、バスが少なくバス代も高額なので、残す
べき。（保幼小中で一つの施設とする）

児童・生徒数の減少に伴う統合等を検討します。（第８章）
施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

２１４ 福部 50歳代

　多数の町村が合併したのだから、公共施設は多すぎる。
利用率の悪い施設は廃止していくしかない。数が減ったら
バスなど公共交通のルートや便数を増やして利用しやすく
するべきだ。

旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施
設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）
施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

２１５ 福部 50歳代

１．バードハットは必要だったのかギモン。（陰気クサイ）→
完成後の想像力が足りない。
２．市民会館は以前改修されたが、そもそも現在地がベス
トだったのかギモン。
３．行政のハコモノは建ってから利用を促進する傾向があ
る。民間では、マーケティングを充分行ってから建てる。こ
の違いを考えるべき。
４．人口減少や合併により見直しは仕方ないと考える。市
民の理解も得られるのではないか。

１．本基本方針は、建物（ハコモノ）を対象としているため、
参考意見とします。
２．個々の施設については、基本方針策定後に、具体的に
検討していきます。（第９章）
３．事前協議制を導入し、十分に検討する体制を構築しま
す。（第１０章）

２１６ 福部 70歳以上
　公園や広場が多すぎる。 本基本方針は、建物（ハコモノ）を対象としているため、参

考意見とします。

２１７ 福部 40歳代

　問６の方策「施設の統廃合や機能の複合化・多機能化に
よって施設数を減らす」に対する考え→どちらかといえば
実施すべきだが場合による（施設の種類による）

参考意見等します。個々の施設については、基本方針策
定後に、具体的に検討していきます。（第９章）

２１８ 福部 60歳代
　児童数減による小、中学校の統廃合は地域性を考えて
見なおしが重要ではないでしょうか。

児童・生徒数の減少に伴う統合等を検討します。（第８章）

２１９ 福部 50歳代
　災害発生時に必要な施設、転用出来る施設は、市の所
有運営がのぞましいと思う。

災害ｊ時に指定避難所となる施設は、安全性の確保を検討
します。（戦略４）

２２０ 福部 60歳代

　後年に負担をやってもらっても可である。市庁舎は耐震
で対応すべきである。

市民アンケートの結果からも、将来にわたって市民へ過度
な負担を押し付けないよう取り組みます。（第５章）
≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２２１ 福部 60歳代

　市庁舎の新築について、何年も前から結論が出ていま
せん。いつになったら結論が出るのかわかりません。鳥取
の人の人間性が疑われます。もう期待していません。私は
県外から来て35年立ちます。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２２２ 福部 60歳代

　前ページの問６にある、借金をして施設にかかる財源を
確保する（後年度負担の増）には絶対反対！！なのに住
民投票を無視して、鳥取市庁舎新築移転条例案提出と聞
きました。借金があるのに民間団体（会社）では倒産です。
なのに特例債があるとしても借金です。これ以上付属施設
も含めていくらかかるかわからない市庁舎新築反対です。
耐震改築でお願いします。スコットランドであったように住
民投票を重視すべしです。市長も議員も猛反省して下さ
い。お願いします。

市民アンケートの結果からも、将来にわたって市民へ過度
な負担を押し付けないよう取り組みます。（第５章）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２２３ 福部 60歳代

　多すぎではないか。 人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

２２４ 福部 60歳代

　市民も生活する上でムダなものは持たない、ムリはしな
い生活をしています。何にも値上がりする内で身分にあっ
た物持で市もよく考えて「都会の」「人口増の」鳥取市では
ないですから、ガマンです。市民はガマンしますヨ！！鳥
取市にあった持ち物でいいと思います。

人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

２２５ 福部 40歳代
　名前だけ形だけではなく、少なくてもいいので、充実した
誰でも利用しやすい施設のあり方を求めます。

今後、新しい公共施設経営に取り組んでいきます。

２２６ 福部 10～20歳代

　量か配置、あり方を考える前に、どうやったらUターンやI
ターンの人が増えるか考えるべきだと思う。人口が増えた
らその分、利用すると思うから。観光施設にしても、市か、
県かその観光施設のある地域ともっと力をあわせて盛り
上げていくべきだと思う。僕は福部に住んでいて砂丘も近
く砂の美術館だけ盛り上げて福部じたいが全然盛り上がっ
ていないと思う。

施設の稼働率を高めると同時に、人口減少を見据えて公
共施設の総量を圧縮していく必要がると考えています。
（戦略１、原則３）
鳥取市として人口増加策については、積極的に取り組ん
でいます。参考意見とします。

２２７ 福部 50歳代

　今まで公共施設を使用したことが殆どないので、老朽化
した建物は壊して、自然公園のような広い原っぱを作って
ほしい。（公園の中には建物は不要）例：総合支所等の玄
関庭など市職員で草をとったりしてほしい。自分たちの職
場なのだから！！税金を使ってほしくない。

参考意見とします。

２２８ 福部 60歳代

　（問13、町丁目の記載に対して）アンケートの意味な
し！！新市街地に対して反省して下さい！！

中学校区別に回答内容に傾向があるかどうかを調査する
ため、鳥取市に引っ越してきて間もない方など、中学校区
が分からない方のために設けた欄です。説明が不足して
おり申し訳ありません。

２２９ 河原 30歳代

　類似施設が多いため、統廃合は必ず必要。県と市とのあ
り方を検討する必要があると思われる。問８の選択した施
設においても、統廃合を考える必要があると思う。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。県との役割分担を検討します。（戦略２・４・６）

２３０ 河原 30歳代

　確かに全く必要のない公共施設も存在している。（必要と
している人もそれぞれの施設にあるでしょうが。）人口減少
もしているので、施設の統廃合は必須なのではないでしょ
うか。必要のない施設に税金が使われないようにしてもら
いたいものです。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性・優先
度の高い施設の維持・更新を優先し、低い施設等は用途
転用や処分等を検討します。（第６章）

２３１ 河原 40歳代

　時代は流れ変化しており、その流れにスムーズに変化に
対応できる公共サービスなり施設維持をして欲しいです。
世界の田舎、地方の取り組み等も参考にしてみてはと思
います。今までどおりが多すぎるように思います。

将来にわたって“住み続けられるまち”とするため、新しい
公共施設経営に取り組みます。（第５章）

２３２ 河原 70歳以上

　市内中心部に大型駐車場（例として大型の催し（シャン
シャン祭り等に）見物、食事をしにいく時に遠方からだとマ
イカー利用が中心となり遊びに行きづらい。1時間無料、そ
の後１～２時間有料も可）

参考意見とします。

２３３ 河原 無回答

１、高齢者急増に伴う介護予防対策として地区毎に筋トレ
センター（プール付）を緊急整備すること。
２、人口減、観光客減が予測されるので関連施設の整理
を早急に行うこと。
３、図書館の利用率が低いので学校に吸収。
４、市民会館、わらべ館、やまびこ館、万葉館は即刻ナシ。

１．４０年間で延床面積２９％を縮減していくことを前提とし
ており、現時点で新たな施設整備は困難です。
２．３．４．個々の施設については、基本方針策定後に、具
体的に検討していきます。（第９章）

２３４ 河原 50歳代

　この頃、学校の統廃合をよく耳にする。子供が少なくなっ
たからとか、維持費が大変だから・・・などであろう。だが、
統廃合すれば、その地域は尚一層人口流出するのはあき
らかであろう。学校のない所に若い人は住まない！！学
校をもっと地域に開放して、多目的、多機能化出来ないも
のだろうかと考える。教育委員会や、文部省などの兼ね合
いがあるのだろうか。行政で、タテに政策するのではなく、
ヨコに民間ノウハウを入れて、間口を開けて、考えていけ
ないものだろうかと思える。保育園などは福祉保健施設と
隣接するとかバラバラにするのではなくそんな感じで出来
ないものだろうかと考える。

複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る公共施設をめざし、稼働率の向上を図ります。（戦略１）
公民連携を推進するほか、庁内の横の連携体制も強化し
ます。（戦略３、第１０章）
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２３５ 河原 60歳代

　総合支所の縮小。空部屋活用。（ex貸事務所、コンビニ
化、カルチャー）本庁舎建替による、空地の活用、商業複
合施設を街中に作ることにより、市街地が活性化する。人
を呼ぶ施設、住みやすい町づくりを考えていただきたい。
若者が休日に街中を歩いている姿を見たい。

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）

２３６ 河原 60歳代
　複合化を目指す。（駐車場を広くする）学校の統廃合をす
る場合は、スクールバスの運営をする事。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

２３７ 河原 30歳代

　将来的に民間への委託が必要になる施設もあるかもし
れませんが、子供たちを育てる事と高齢者をいたわる事
と、生活に支障を来たしている市民の為の施設は、可能な
限り営利とは分離している必要があり、また、その部分を
管掌するのは行政の意義だと思いますので、宜しくお願い
します。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。（戦略６）
将来にわたって“住み続けられるまち”とするため、新しい
公共施設経営に取り組みます。（第５章）

２３８ 河原 60歳代
　公民館は市の予算で設置すべきである。（旧郡部には公
民館の無い所がある）

地区公民館は、協働のまちづくりを進める地域の拠点とし
て有効活用を図ります。（第８章）

２３９ 河原 50歳代

　公共施設の数量を自分自身が把握してないので、なんと
も言えませんが。やはり、人も老人が増加していき、築年
数も古くなっていくので、古いのを土地を売却とかしても良
いのなら、民間に売るとか考えたらいいのでは？出来ない
のなら、さら地にしたり駐車場にしたりしては？！

人口の減少に合わせて、市が保有する施設を圧縮するこ
とが必要であり、売却を含めて検討していきます（原則３、
戦略７）

２４０ 河原 60歳代

　市民が多く使用する、必要な建物、施設は耐震補強した
り、リフォームする。使用しない建物は、維持費がかかるも
のとかは壊すとか、なるべく税金を使わないよう。 近は
不景気で暮らしも大変。これから先、未来の子供達が困ら
ないよう市民皆が自分の利害ばかり考えずにしっかり考
え、実行していくことが大切だと存じます。

中長期的な視点から生涯経費の圧縮につながるサービス
提供主体（施設保有者のあり方）などを検討します。（戦略
６）
個別 適化から全体 適化への転換するとともに、将来
にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り組み
ます。（第５章）

２４１ 河原 70歳以上
　庁舎建築は早期に取組んでほしい。（市民病院あと） ≪、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２４２ 河原 60歳代
　公共施設はシフト制にし、毎日利用できるようにするべ
き。

参考意見とします。

２４３ 河原 70歳以上

　伊賀上野市の5月連休での集客力、一度参考にしてほし
い。じいちゃんばあちゃん孫づれで1日中遊びまわってい
ます。松坂人は商売上手ですよ！！ぜひ一度若手職員さ
んを送りこんで町おこしの参考にして下さい。市民によろこ
んでお金をつかう気分にしてほしい。

参考意見とします。

２４４ 河原 50歳代

　具体的に思いつかないが、将来は各施設の運営維持は
難しくなっていくと思う。

平成２５年度に公表した「鳥取市公共施設白書」におい
て、鳥取市も「公共施設の更新問題」を抱えており、全ての
施設を現状のまま維持し続けることは困難と考えていま
す。
そのためにも、新しい公共施設経営に転換していくべきと
考えています。

２４５ 河原 70歳以上
　特になし。 －

２４６ 河原 70歳以上

　公営にすれば費用が高い、私営にすれば費用が低くな
ることがあるのは公務員の給料が民間に比べて高いでは
ないでしょうか。公務員の場合課長、部長。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新や、
サービスの効率的・効果的な提供など、公民連携を推進し
ます。（戦略３）

２４７ 用瀬 70歳以上

　鳥取市の場合余りにもあちこち役所関係がちらばってい
てすごく便利が悪い。なるべく個所をまとめて、数少なく便
利を改善して欲しいです。特に新鳥取市の人は（佐治、用
瀬、河原など）都合が悪すぎます。
　※高齢者には、むつかしすぎるアンケートでした。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

２４８ 用瀬 40歳代

　老朽化が著しくても、市民のニーズがあるなら建かえを
するべきだと思う。
　箱物をたくさん作っても、だれも利用しないのなら意味が
ない。
　子供（1才～12才）までが雨の日でも遊べる施設があれ
ばと思う。今は、ジャスコに集中している。

市民ニーズの高いものは更新を検討します。（第９章）
後半部分は参考意見とします。

２４９ 用瀬 50歳代
　市の人口が少なくなる為公共施設の維持は困難。先を
見越して統廃合すべき。

次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２５０ 用瀬 30歳代

　近隣自治体と共同で施設を運営する場合、そこへ行く交
通手段のことも一緒に考えてほしい。サービスの水準を引
き下げるとき、ガッカリするような引き下げはしてほしくな
い。大きい施設だけが高いサービスにならないようにして
ほしい。施設が小さくても足りないものをカバーできる何か
を一緒に考えてほしい。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）
後半部分は参考意見とします。

２５１ 用瀬 40歳代
　統廃合をするかわりに送迎サービス等を充実するように
すればいいのではないか。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

２５２ 用瀬 60歳代

　私達地域は少子高齢化が進んでいます。住居に近い場
所に公共施設は必要だと思われます。地区公民館か行政
の出先のような役割をしていただけたらと・・・。

地区公民館は、協働のまちづくりを進める地域の拠点とし
て有効活用を図ります。（第８章）

２５３ 用瀬 50歳代
　中間年層を基準に考えず、高れい者や青少年を対象に
検討して下さい。

参考意見とします。

２５４ 用瀬 40歳代

　税金を引き上げるのはなるべくやめてほしい。維持費用
等削れる所から調整してやっていただきたい。後世の税金
負担を減らして欲しい。急激に増やさないで欲しい。

中長期的な視点から生涯経費の圧縮につながるサービス
提供主体（施設保有のあり方）などを検討します。（戦略６）
アンケート結果からも金銭的な負担が増えないような取組
みを進めていきます。（第４章）
将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り
組みます。（第４・５章）

２５５ 用瀬 40歳代

　鳥取市新市庁舎について　建替について住民投票時に
提示した額より、多額の費用がかかるとの事で、現在新庁
舎建設にむけて行政は動いているが、間違った内容を市
民に提示し、住民投票まで行った投票の費用は誰が責任
を取るのか。まずは、職員、市長、市議会議員が頭を下げ
てからこのようなアンケートを実施すべきだと思う。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２５６ 用瀬 50歳代
　市役所は移転して新設すべき。 ≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

２５７ 用瀬 30歳代

　今後、生産年齢人口の減少による税収減が避けられな
い流れであるとすれば、必要 低限の公共施設運営を目
指していくのが社会保障の維持に不可欠と考えます。一部
の方々のライフクオリティー低下を嘆く声があるかもしれま
せんが、無い袖は振れないので、身の丈に合った生活が
よろしいかと。子どもを生み育てやすい環境、利益と切り
離し、全ての人が享受できる権利として、全ての人が負担
し合う為、その持続、維持の意味でハコモノとして提供する
事が行政の“公共施設のあり方”という役割であると思い
ます。

人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）
個別 適化から全体 適化への転換するとともに、将来
にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り組み
ます。（第５章）

２５８ 用瀬 70歳以上

　用瀬町運動公園のり面に太陽光発電施設を建設する必
要あり。のり面の草刈の必要が無くなり、（経費の節減にな
るのではないですか？）日照時間も長いように思います。
もう少し利用された方が良い。種々スポーツ施設検討の必
要あり。

スポーツ施設は市域全体にバランスを含め、存廃を検討
していきます。（第８章）
前半部分は参考意見とします。

２５９ 用瀬 10～20歳代

　県外にくらべ施設を民間が利用しやすいようになってい
るが会場などがせまく、利用したくてもできない事がたまに
見られる。

参考意見とします。（具体的な施設分類等があればより検
討ができます）

２６０ 用瀬 30歳代

　全国的に有名な観光施設鳥取砂丘には、もう少し整備
に税金を使ってもいいのではと思う。砂丘の景観は、砂丘
側を見れば美しいが、反対側、店側を見るととても残念な
状態である。とても観光地とは思えない。砂丘周辺は廃墟
のような建物があり、暗い気分になってしまう。外国人、県
外の友人ももったいないと話していた。すばらしい観光資
源があるのに、生かされていない。多くの観光客は、鳥取
市に来るとまずは砂丘に来る人が多いだろう。砂丘を見た
後、つかれている所にカフェや景色の良いレストランで
ゆっくり出来れば、市街地にも行ってみようという気持ちに
なるのでは。大阪の友人が、フランスにも鳥取と同じような
砂丘があり（ピラ砂丘）人気の観光地であると話していた。
何度も行ってみたいと思える鳥取砂丘であってほしい。

参考意見とします。

２６１ 用瀬 10～20歳代
　特になし。 －

２６２ 用瀬 10～20歳代
　問５についての答え→どうすればいいかわかりません。
　問６についての答え→わかりません。

今後、アンケートをする際には、記入しやすいよう検討しま
す。



(19/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２６３ 用瀬 40歳代
　特にありません。 －

２６４ 用瀬 50歳代
　特記なし。 －

２６５ 用瀬 10～20歳代
　“市民の意見を大切に”お願いします。 いただいた意見の一つ一つを取り上げ、今後の取組み反

映するよう検討をしていますので、ご理解ください。

２６６ 佐治 30歳代

　山間地域に住んでいますが、保育園や中学校統合な
ど、子供がいる世帯は住むのが不便です。だから若い人
はみんな街に移住してしまい、負の連鎖が起きていると思
います。いつもガマンするのは田舎に住んでいる市民で
す。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

２６７ 佐治 40歳代

　鳥取市が大きくなり、全て同じ基準にしようとしています。
旧市内の近隣と旧郡部の近隣では、かなり違和感がある
と思う。もっと状況を把握し、柔軟に対応してほしい。旧郡
部には建物の数を減らし、一つの建物で多機能に対応で
きるものがあればよいと思う。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

２６８ 佐治 60歳代

　とにかく新しく建てておけばよいというように建てられた
後々の維持管理を人任せの建物は人口減少と共に利用
されていない施設が多いと思います。そのような施設は取
り壊し、マイクロバス送迎に切り替えて、残せる施設を絞り
込み活用する方法が良いと思います。

旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施
設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）
施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

２６９ 佐治 70歳以上

問６の方策について
　「他の公共サービス（ソフト）の予算を減らして公共施設
に充てる」←お城は不用。

参考意見とします。

２７０ 佐治 70歳以上

　統合されて10年になるのに、夫々がこれまでの枠、利権
を守るのに汲々としている。各総合支所はできるだけ統合
して、出張所制度に（東京など、それで日常のことは間に
合っている）すべきである。縄張り意識を排除しなければ
無意味な経費が増えるだけであり、公設民営は結局は、
助成金乞食根性を育成するだけである。

旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施
設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）

２７１ 佐治 50歳代

　地区公民館、基幹公民館（中央公民館）は地域住民等で
形成される段階的計画の基に実施する。国体などに指名
指定管理で運営されることが将来的に望ましいと思う。
　体育施設などは利便性の向上などを考え、利用者と協
議して、指定管理へ移すことが望ましいと考える。
　まずは不用な土地、建物は民間、個人へ売却すべきと考
えます。

地区公民館は、協働のまちづくりを進める地域の拠点とし
て有効活用を図ります。（第８章）
中長期的な視点から生涯経費の圧縮につながる運営主
体への転換を検討します。（戦略６）
市が保有する施設（土地・建物）の総量を圧縮します。（原
則３）

２７２ 佐治 70歳以上

問６の方策について
　「近隣自治体と共同で施設を建設・所有・運営する」「施
設の建設・管理・運営に民間のノウハウや資金を活用す
る」←責任があいまいとなる。
　「地域活動に密着した施設は、地域住民等が所有し、管
理・運営を行う」←助成金ナシで。

参考意見とします。

２７３ 佐治 50歳代

　費用対効果のみで判断するのではなく地域性、利用者
視点、福祉、教育（その施設に係わる）、地域活性化、危
機管理などを考え、意見交換、議論して、施設の改修、選
考などを決めていく必要がある。（利用者、住民の総意の
基）

行政が提供すべき公共サービス（ソフト）に着目して取り組
みを進めます。（原則１）
将来にわたって“住み続けられるまち”とするため、新しい
公共施設経営に取り組み、市民との情報共有を図ります。
（戦略３、第１０章）

２７４ 佐治 40歳代
　積極的に民間運営にする。 民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー

ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

２７５ 佐治 30歳代

　民間にお願いしてでも、施設をへらすのはやめてほしい
と思います。施設がへった場所、地域の変化は調査されて
いますか？支出が多いのなら収入を増やすのが一般的な
対処の仕方かと思います。

人口の減少に合わせて、市が保有する施設を圧縮するこ
とが必要であり、あわせて売却等を行うことで、公共施設
家営に必要な財源を確保していきます（原則３、戦略７）

２７６ 佐治 30歳代

　公共施設の存在を知らない方が多いのではないかと思
います。（私自身も）このアンケートにのっている施設で、
場所やサービス内容を知らない施設が多くあり、サービス
内容を知れば、もっと利用しようかと思います。

市民目線での情報公開の稼働率向上に向けて取り組みま
す。（戦略１・３）



(20/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２７７ 佐治 60歳代

　高齢化による税収の減少は確実なので、施設の統廃合
を積極的に実施すべき。

財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減する必要が
あります。（原則３）
近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）

２７８ 佐治 70歳以上

　高齢者になりました。福祉施設の利用がスムーズに入れ
ますよう数を増やしてほしいですね。

福祉関連の施設のついては、利用のニーズに基づき、機
能を維持します。（第８章）
施設の新築については、４０年間で延床面積２９％を縮減
していくことを前提に検討します。（戦略６）

２７９ 佐治 30歳代

　利用料は徴収し、職員も沢山いるが、特にスポーツ施設
の整備不良、不備が多い。野球、テニス場などは草だら
け、体育館は補修を依頼しても全く改善されない。民間は
必死に改善し、費用削減しているが、市職員に危機感が
全くない。

安全な施設づくりを進めるため、優先順位をつけて修繕等
を行います。（戦略５）
後半部分は参考意見とします。（民間事業者の取組みを
サポートして施設の活性化をめざします。）

２８０ 佐治 70歳以上

問６の方策について
　「施設におけるサービスの水準を引き下げる」←×なら
やめる。

アンケート結果により、施設のサービス水準が下がらない
よう、建物よりサービス面を重視して取り組みます。（第４
章、原則１）

２８１ 佐治 70歳以上

問６の方策について
　「施設を補強し、しばらくの間建替えないようにする」←立
ち腐れをまつ。

参考意見とします。

２８２ 佐治 50歳代

　耐震強度の無い様な施設は、現時点で利用をしてない
時点で、解体して更地にした方が良いと思う。維持管理費
の事を考えれば将来に借金を残さぬ様に！

建物性能（耐震性や劣化度）や市民ニーズに応じて、個々
の施設のあり方を検討していきます。（第９章）
解体等についても、中長期的な視点で生涯経費に圧縮に
つながるよう検討していきます。（戦略６）

２８３ 佐治 10～20歳代

　問５の質問は、お互いのメリット・デメリットも何も分から
ない中で選ぶことができません。複合化、多機能化の考え
はすばらしいと思いますが、そうすることによって、労働者
が減り、若者が県外へ出れば、結局状況は変わらないの
ではないでしょうか。人口が減るからその先の為に今から
少しずつ何かをするのではなく、人口を増やす為には何を
すべきなのかを考える必要があると思います。その為に
は、いかに若者に鳥取に残ってもらうのか、観光はただの
その場しのぎ、それよりもずっと鳥取に住んでもらうほうが
よいですよね。年配の方ばかりではなく、未来ある方たち
の為にもなる施設を考えてはいかがでしょうか。

鳥取市として人口増加策については、積極的に取り組ん
でいます。一方で、新しい公共施設経営にも着実に取り組
んでいく必要があると考えています。
参考意見とします。

２８４ 佐治 10～20歳代
　特にないです。 －

２８５ 佐治 70歳以上

　このアンケートの調査が何故、神戸なのか？鳥取市はと
もかく合併の旧町村の体質等は都会人には理解の外でこ
の地方での生活体験がなければ、形だけの浅い分析しか
できないと思えるがいかがですか！
　追記、われ、東京生まれの東京育ち、日本各地の周遊
の体験もあるが、この地に住み着いて、ガクゼンとした価
値観の相違である。

現在、公共施設の経営基本方針を策定しており、同策定
業務を神戸市のコンサルと協力しています。その一環でア
ンケート集計業務をコンサルが実施していますが、アン
ケート結果の分析や経営基本方針への反映等は、鳥取市
が行っています。

２８６ 気高 70歳以上
　合併前の各市町村施設を見直し近隣地区の必要性を検
討すべきである。

旧自治体区域にとらわれず、近隣で重複している機能（施
設）については、整理・統合を進めます。（戦略６）

２８７ 気高 70歳以上

　市町村合併により、地域が広くなったため、公共施設の
利用が不便になった施設があるので今後、改築する場合
は鳥取市全体のことを考慮して位置を定めるべきである。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）

２８８ 気高 40歳代
　1人当たりの負担額が現状と同程度以下での施設の量、
配置で良いと思います。

現在の負担額を維持すると仮定し、今から見直しを始めて
４０年間で延床面積２９％を縮減することで、過度な負担を
発生させないようにします。（戦略６）

２８９ 気高 10～20歳代
　福祉関係の施設は今後活用量がふえると思うのでふや
したほうがいいと思う。

福祉関連の施設のついては、利用のニーズに基づき、機
能を維持します。（第８章）

２９０ 気高 30歳代
　24時間の託児所もあると、働くお母さんは、安心して仕事
が出来るはずです。

参考意見とします。

２９１ 気高 30歳代

　人口減少のなか、保有、維持できる施設は限られてくる。
人口増加の要因は、様々だと思うが、教育関係や保育園
など、子供を産んで、育てていきたいと思わせるようにそう
した施設の充実は確保していくべきだと思う。

教育施設・保育園は優先的に維持すべきと考えています。
（第４・８章）

２９２ 気高 50歳代
　体力作り、教養などに必要な施設はあるべきだと思う。 参考意見とします。
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

２９３ 気高 50歳代

　地域に根ざした公共施設は可能なかぎり存続していただ
きたい。鳥取市全体での公共施設で利用率の低いものは
いかがなものか。

地区公民館は、協働のまちづくりを進める地域の拠点とし
て有効活用を図ります。（第８章）
後半部分は参考意見とします。

２９４ 気高 60歳代

　公共施設の量やあり方は、社会的ニーズと地域活性化
を判断の基準として欲しい。（20年後、30年後を考えた判
断）

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）
将来にわたって“住み続けられるまち”とするため、新しい
公共施設経営に取り組みます。（第５章）

２９５ 気高 40歳代

　鳥取市の庁舎、総合支所など老朽化の為建替え、耐震
補強など検討している様だが、今現在使用されていない、
市庁舎、総合支所として使用出来そうな建物があると思
う。又、小学校など、合併して空いた校舎の使用など莫大
な予算を使わなくともすむ様な案はまだたくさんあると思
う。本当に必要な予算が使われる様希望する。

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）
中長期的な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながる運営
手法を検討します。（戦略６）

２９６ 気高 50歳代

　市民会館、文化ホール、福祉文化会館が市民の生活に
どのように役立っているのか？使わない人にとっては要ら
ない施設です。どれも減らしてしまうのではなく全ての要件
を兼ね備え集約率の高い施設を作って下さらないと市もさ
びれていきます。その為には民間の知恵も借りて頂きたい
と思います。

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）
公民連携を推進します。（戦略３）

２９７ 気高 50歳代

　とにかく大胆に統廃合や複合化、多機能化によって施設
数を減らすことです。私は現在56才です。私が必要とする
施設は地区集会施設ぐらいですが、高齢社会において健
康を増進するような又、ねたきりにならないような取り組み
に財源を確保していただきたい。（そのための施設）
　そして、特に若い人に（10代、20代）意見を十分聞いてい
ただきたい。（例えばスポーツ、学習面でどんなサービスを
受けたいのか）とにかく市民のニーズを 大限引き出し新
設も有りうると考えます。

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）
次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していくとともに、財源を確
保する取り組みを推進します。（戦略６・７）
市民と情報共有できる体制を進めます。（戦略３）

２９８ 気高 60歳代

　人口が減少しても、学校施設は、公民館と合併させるな
ど是非地域に残して欲しい。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

２９９ 気高 60歳代
　学校教育施設は、少子化の流れから統廃合が進むため
施設の空スペースを地域へ解放し積極的に複合化を進め
るべき。

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）

３００ 気高 70歳以上

　小・中学校の統廃合。空いた校舎を有効活用（民間等
へ）。

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）
公民連携を推進します。（戦略３）

３０１ 気高 30歳代

　民営化については、ある程度の利用が見込まれる施設
のみになりそうな気がする。
　※公営住宅は不要。民間にまかせ、その分、生活保護
の拡充をすべき。

公民連携によるWin-Winのカタチをめざし、市民・民間事業
者の取り組みをサポートなどによって、新たな発想による
充実したサービス提供を検討します。（戦略３）
公営住宅については、民間活力の活用を検討します。（第
８章）

３０２ 気高 50歳代

　体育館等は、利用者が限られるので“公共性”というのは
あたらないように思う。市庁舎、学校、保育園など市民の
多くが利用するもの以外は民間所有にしていってもよいの
ではないかと思う。

利用者が特定されている施設は、譲渡などの処分を検討
します。（戦略６）
行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。（戦略６）

３０３ 気高 40歳代

　今後の公共施設のあり方は、民営化に少しずつしていき
運営していければ予算にゆとりがもてると思う。公共施設
の回転率をあげていく工夫をしていくように知恵を出しあっ
て市民が楽しく利用していける公共施設を維持してほし
い。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）

３０４ 気高 40歳代

　施設を維持するのは大変なことだと思います。働いてい
る方のふたんも年々大きくなってきていると聞いています。
財源がなく網戸のあみさえなおしてもらえないという施設も
実在しています。末端を民営化にしようとする考えではな
く、職員全員が少しずつでも給与、賞与をカットして、それ
でもどうもならないようなら、このようなアンケートを出すの
も分かります。ほとんど身をけずらずに・・・という考えは、
違うと思います。役所こそ民営化をして、経営を見直すべ
きではないでしょうか？個人の意見ではなく、多くの市民が
そう思っています。大変なのです・・・。と思っている職員の
方は、民間で働いてみて下さい。役所はゆるいと思いま
す。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
後半部分は参考意見とします。



(22/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

３０５ 気高 40歳代
　利用していない施設は、活用できるようにする。（他の何
か）古い建物はこわす。民間に渡して使用してもらう。

費用対効果低い施設は処分を検討します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）

３０６ 気高 40歳代

　稼働率の低い施設の売却や民間委託可能な物は積極
的に検討してください。

人口の減少に合わせて、市が保有する施設を圧縮するこ
とが必要であり、売却を含めて検討していきます（原則３、
戦略７）

３０７ 気高 10～20歳代

　新しい市庁舎は必要ない。 アンケートの結果から市庁舎は優先して維持すべきと考え
ており、中長期的な視点で生涯経費の圧縮につながる手
法を検討します。（第４章、戦略６）
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

３０８ 気高 60歳代

　※市庁舎の建替すべきでない（絶対に）
　・今後、人口減、地域経済の縮小、税収減が確実な中
で、バカげている。
　・市庁舎は、プレハブで充分である。
　・借金はすべきでない。
　・将来に負担を引継ぐべきでない。
　・市議会の市庁舎建替の議論、あほらしい。
　・市会議員は、いらない。（人数が多すぎる）給料に見
合った仕事をしていない。
　※鳥取市の運営にも経営感覚を取り入れないと将来は
ない。

将来にわたって市民へ過度な負担を押し付けないよう取り
組みます。（第５章）
≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

３０９ 気高 60歳代
　住民投票まで行った市庁舎問題で何のための住民投票
であったのか？鳥取市の対応が全く理解出来ない。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

３１０ 気高 70歳以上

　特に本庁舎などは旧鳥取市の都合だけでなく広い視野
をもって、利用しやすく（交通の便）（広い駐車場の確保）な
ど気軽に利用できる場所を希望します。

地方中枢拠点都市構想や将来的なコンパクトシティへの
転換をふまえて取り組みます。（戦略４）
≪参考意見（市庁舎の方向性は第８章に掲載）とするほ
か、ご意見として担当部署にお伝えします。≫

３１１ 気高 40歳代
　公共施設のPRがされていない感じがするので市民に
知ってもらい有効利用して頂くよう配慮してほしい。

市民目線での情報公開の稼働率向上に向けて取り組みま
す。（戦略１・３）

３１２ 気高 10～20歳代

　問6の方策「近隣自治体と共同で施設を建設・所有・運営
する」に対する考え→新しく建築すべきでない。

地方中枢拠点都市構想等をふまえ、近隣自治体との連携
を強化すべきと考えています。
新築する前に既存建物の活用を検討することとし、４０年
間で延床面積２９％を縮減していくことを前提に新築は検
討します。（第９章、戦略６）

３１３ 気高 30歳代

　利用者が少なく需要がない施設は早急に民間譲渡や廃
止を行うべきだと思う。地方交付税が削減されるので支出
を減らさなければならない。本当に必要な公共施設のみを
残すことで将来の負担を軽減させることになると思う。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先し、それ以外については民間委託な
ど、生涯経費の圧縮につながる運営主体への転換を検討
します。（戦略６）
人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

３１４ 気高 30歳代

　市民負担の増は避けるべきだと思います。必要のない施
設は、維持しなくても良いです。

市民アンケートをふまえ、市民の金銭的な負担が過度に
増えないよう取り組みます。（第４章）
行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先し、それ以外については民間委託な
ど、生涯経費の圧縮につながる運営主体への転換を検討
します。（戦略６）
人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

３１５ 気高 40歳代
　税金の使い方をよく考えて公共施設のあり方を考えてほ
しい。量、配置ともにバランスが悪い。

アンケート結果等をふまえ、新しい公共施設経営に転換し
ていきます。

３１６ 気高 70歳以上

　公共施設の老朽化が著しい物、あまり利用されていない
物は、維持、管理に多額な費用が必要になるので、統廃
合を早急に行う必要がある。

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略６）
個々の施設については、基本方針策定後に、市民ニーズ
や建物性能等をふまえて具体的な方向性を検討していき
ます。（第９章）
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

３１７ 気高 10～20歳代

　気高地区保健センター（ゆうゆう健康館けたか）では職員
の態度が酷いらしいので、民間での運営をやめて、市が所
有したほうがいいと思います。気高地区保健センターでは
職員同士による酷い「いじめ」もありました。あのような民
間の教育のできていない会社にまかせるのではなく、ちゃ
んとした「市」が所有するべきだと思います。必要のない施
設はつぶしていいと思います。

参考意見とします。
個々の施設については、基本方針策定後に、具体的に検
討していきます。（第９章）

３１８ 気高 30歳代

　駅前のお店の確保と、公共施設の耐震は、しっかりして
ほしいです。保育園を多くして欲しいです。

公民館や学校、保育園など、優先度の高い施設は耐震性
を保つための対応を進めています。
保育園については、行政が提供すべき公共施設（サービ
ス）のあり方を含めて検討します。（第８章）

３１９ 気高 50歳代
　防災拠点の維持をお願いします。 指定避難所となる施設は、求められる安全性や性能の確

保について検討します。（戦略４）

３２０ 気高 60歳代

　県外からの人の流入（観光、シニア世代のニーズ開発、
長期滞在型のリゾート開発他）を促進し、地域起し、経済
活性化等に注力して欲しい。（定住、人口増は困難な問
題）

参考意見とします。

３２１ 気高 10～20歳代

　問７について→質問の意味が分かりません。（削減すべ
きと思うものに○をつけました。）

－

３２２ 気高 60歳代

　地区集会しせつ→おら性格が、内気でひっこみじあん
で、なにもよういわんし、言われてもなにもいいかえしもよ
うせん。気の弱くて人の言うなりになっていて地区住民か
らアホウにされています。

－

３２３ 気高 40歳代

　市の職員を各施設に配置し、責任をもって運営するべき
である。地元の人の感覚の運営をやめ、職員が余ってい
る本支所から回すべき。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新や、
サービスの効率的・効果的な提供など、公民連携を推進
すべきと考えています。（戦略３）

３２４ 鹿野 10～20歳代

　新市域の公共施設において、人員の配置が少ないせい
で、職員の方たちの（1人当たりの）負担が大きくなってい
ると思います。（これは住民にとってのサービス低下です）
新市域の住人は、市役所本庁舎や駅南庁舎に行くことが
困難な人も多いです。もっと人員を増やしてほしいです。
新市域は交通の便が悪いので、もっと考えてください。旧
市だけが鳥取市ではありません。

公民連携で充実したサービス提供となるよう検討します。
（戦略３）
後半部分は参考意見とします。

３２５ 鹿野 60歳代

　新市の施設ばかり少なくなるのは、人の集まり等がます
ます少なくなるので、やめてほしい。
※現在病気中の為公共施設は利用できない。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

３２６ 鹿野 40歳代
　財源に見合った施設の保有、改修が必要であり、負担を
先送りすることのない対応が必要と考えます。

次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）

３２７ 鹿野 30歳代

　将来を担う子どもに関わる事（学習・保育・スポーツなど）
の施設は必ず残す。もしくは増やす。改装するべきだが、
公務員の職場（市役所、役場など）は、よほどのことがない
限り、その必要はない。税のムダ。それよりも、公私関わら
ず、保育園などの民間、私営などの施設へは、金をかける
べき。市役所を改装する前に、わずかな助成金でなんとか
経営している私立の教育施設を改善したほうがよい。

教育施設・保育園は優先的に維持すべきと考えています。
（第４・８章）
後半部分は参考意見とします。なお、公民連携としての取
組みは推進します。（戦略３）

３２８ 鹿野 50歳代

　過剰な施設は不要なので要求の多い順に整備していく
必要があると思う。使わない、稼働率の悪い施設は使い
方や運用を見直しすることが必要。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。（戦略６）
ニーズの低い施設は、貸出や用途転用を検討し、稼働率
の向上に取り組みます。（戦略１）

３２９ 鹿野 40歳代

　問７の項目に対する考え
②利用度や稼働率が低い施設（あまり利用されていない
施設）→リフォーム・リユース
⑦主に特定の人や団体が使用している施設→多目的施
設で対応

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）
利用者が特定されている施設は、譲渡などの処分を検討
します。

３３０ 鹿野 10～20歳代

　問６の方策「地域活動に密着した施設は、地域住民等が
所有し、管理・運営を行う」に対する考え→地域住民等が
所有し、管理・運営を行うことは無理。

参考意見とします。なお、集会所等は、すでに地元移管を
進めています。
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鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

３３１ 鹿野 40歳代

　問６の方策
「地域活動に密着した施設は、地域住民等が所有し、管
理・運営を行う」に対する考え→公平性に欠けるからどち
らかといえば実施すべきではない。

参考意見とします。なお、集会所等は、すでに地元移管を
進めています。

３３２ 鹿野 40歳代

　今ある施設は、昭和の価値観のままでは？
　より多様化が進むであろう２５年、５０年後の未来図を描
かなくては、安心して暮らせません。ＩＴを駆使する事で、夜
間・早朝・無人でも利用できたり、必要なときだけ動かした
り、ボランティアや世話人など人材のデータベース化、特
典付き追加納税や、市民債の発行、民間企業以上の事は
出来ないかもしれませんが、サービスに対して、貪欲で
あって欲しいですね。
　旧郡部から鳥取市街近郊に住み替えた人には、税制優
遇を行ったりして、居住区は小さく、農業は大きく！
　第三者に事業仕分けをお願いして、ゴネ徳や、民間との
癒着を減らしてください！

中長期定な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながる取り
組みを進めます。（戦略６）
様々なご提案については、個々の施設・サービスを検討す
る際の参考とします。
公共施設経営の進捗管理のため、外部評価を取り入れま
す。（第１０章）

３３３ 鹿野 60歳代

　住民で協同して維持していくべき公共施設には①稼働
率、利用人数、コストなどの目に見える指標で価値を評価
すべきものと、それらの指標の数値が良くなくても、②文化
的、教育的な価値を評価すべきもの、③地域の維持/活性
化への貢献度を評価すべきものなどがあると考えます。こ
れらを同じ土俵で評価せずに適切な整理/分類をして評価
を行い、時代、地域に合致した施設を維持管理して下さ
い。
分類の一例
①：集会場、会議室、体育館、スポーツ施設など
②：文化・学習施設、図書館、保育園、児童館、学校教育
施設など
③：観光施設、保養所など

施設分類別に方向性を定めて検討します。（戦略２）
個別施設の方向性については、利用ニーズや建物性能を
大きな指標として、平成２７年度以降に検討をしていきま
す。（第９章）

３３４ 鹿野 60歳代

　「市が所有する施設を減らして、民間施設の利用に対し
て助成する」という方向が望ましいと考えます。特に鳥取
市にあっては、民間力をもっと活性化、有効利用化する必
要があると思います。民間が自主的に計画する事業・施
設運営に対して公益性のある部分についてはできるだけ
助成することで地域住民が利用しやすく真に必要な施設と
なると考えます。現在の公が建設し途中から指定管理者
が経費節減の為運営に加わるというやり方では当然サー
ビス低下がおこり、利用していた住民にとって今後利用し
たくない施設となります。（具体例ゆうゆう健康館けたか）
公共施設の今後のあり方については十分御検討いただけ
ますようお願いします。

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
個々の施設については、基本方針策定後に、具体的に検
討していきます。（第９章）

３３５ 鹿野 40歳代

　問６の方策
「他の公共サービス（ソフト）の予算を減らして公共施設に
充てる」に対する考え→ハコはいらない。

人口の減少や財政規模に見合った施設の総量に圧縮しま
す。（原則３）
行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施を維持します。（戦略６）

３３６ 鹿野 40歳代

　問６の方策
「特別な税金等の徴収など、市民全体で負担する」に対す
る考え→支出を抑えるのが先。ふるさと納税みたいに納税
者特典付きにする。

アンケート結果からも金銭的な負担が増えないような取組
みを進めていきます。（第４章）
後半部分は参考意見とします。

３３７ 鹿野 40歳代

　問６の方策
「施設におけるサービスの水準を引き下げる（利用者の負
担の増）」に対する考え→ますます多様化すると思われる
のでどちらかといえば実施すべきではない。

アンケート結果により、施設のサービス水準が下がらない
よう、建物よりサービス面を重視して取り組みます。（第４
章、原則１）
多様化が見込まれる市民ニーズに対応するため、新しい
視点での公共施設の運営や民間活力の活用が求められ
ています。（第５章）

３３８ 鹿野 60歳代
　公共施設の見直しも必要ですが、鹿野町ドリームセン
ターは税金のムダ使いです。ほとんど運営されてないよう
に思います。

個々の施設については、基本方針策定後に、具体的に検
討していきます。（第９章）

３３９ 鹿野 30歳代
　特になし。 －

３４０ 青谷 30歳代

　旧鳥取市を中心とした考え方だけはやめてほしい。すべ
てにおいて、鳥取市中心部からはなれているほど、不便に
なったりサービスが悪くなっているので、全体をみて考えて
ほしい。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）



(25/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

３４１ 青谷 30歳代

　鳥取市内ばかりが便利になるばかりで、郡部は統合に
よって不便になるばかりで、人口も減るばかり。何がしたい
のか、わからない。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

３４２ 青谷 40歳代

　病院等、必要な施設は新市域においても、市が所有して
建設すべきだと考える。市外から流入してくる人口が増え
なければ、新市域は、成り立たなくなり、消めつする。郡市
では、公共施設があってはじめてニュータウン等が売りに
出されることを考えると、田舎も、そういうところにお金をか
けるべきと思う。

中長期的な視点を持ち、生涯経費の圧縮につながるサー
ビス提供主体を検討します。（戦略６）
後半部分は参考意見とします。

３４３ 青谷 50歳代

　効率化や利便性に関わらず、地域や農村、中山間維持
の視点を決して忘れないこと。むしろ、都市部住民に不便
を与えてでも。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

３４４ 青谷 60歳代

　市内と言えど、旧郡部では、鳥取まで出掛けるのは大変
です。もう少し郡部を充実させてほしいと思います。（イン
ターネット等、利用できない物に関してです。）

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

３４５ 青谷 30歳代

　子どもが少なくなっているのもわかるが、その少ない子ど
もたちが遊べる空間がとても少なく、親同士の情報交換も
できず、1人で子育てをすることになり、とても苦労してい
る。子どもにもやさしい空間＝老人にもやさしい空間だと
思うので、目線を変えてもらいたい。

複合化等によって、多様な人々が集まる公共施設をめざ
します。（戦略１）

３４６ 青谷 40歳代

　子供の教育、高齢者の介護サービスの充実など、手厚く
サポートしていける施設が重要になってくると思う。

教育施設は優先的に維持すべきと考えています。（第４・８
章）
福祉関連の施設のついては、利用のニーズに基づき、機
能を維持します。（第８章）

３４７ 青谷 10～20歳代

　どの公共施設においても、交通の便が良くあってほしい
です。あと、利用料が高いというのもダメだと思います。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）
受益者負担については、これまでと同様に検討していきま
す。（平成２５年度に施設利用料の見直しを実施）

３４８ 青谷 50歳代

　市内の場合は、100円バスが走っていて公共施設へ行く
のに交通機関が便利だが、郡部の場合、自動車に乗れな
い中年が色々な施設へ行ってみたいと思っても、バス代、
便の少なさがあり不便なことばかりで、行きたいと思う気持
ちをなくしてしまう。まず、場所選び立地状況はとても重要
だと思う。

施設の複合化や多機能化に合わせて、交通手段の確保
にも取り組みます。（戦略１）
地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

３４９ 青谷 40歳代

　せっかく施設があるので、利用率が低いところはソフト面
で工夫をして有効活用してほしいです。壊したり放っておく
のはもったいないです。ただ維持費はかかりますが・・・。

複合化や多機能化、、空きスペースの貸出や転用によっ
て、多様な人・モノ・情報が集まる公共施設をめざし、稼働
率の向上を図ります。（戦略１）

３５０ 青谷 70歳以上
　保育園等はなるべく公共施設の近辺につくる様にした方
が、あらゆる面から考えて合理的だと思います。

参考意見等します。個々の施設については、基本方針策
定後に、具体的に検討していきます。（第９章）

３５１ 青谷 10～20歳代

　公共施設は市が管理し、運営を民間にまかせてはどう
か？そして、民間にまかせてできたお金を市に納めてはど
うか？

民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）
　なお、２３３施設に指定管理者制度を導入し、民間に運
営していただき、一部の収益性の高い施設からは、お金を
市に納めていただいています。

３５２ 青谷 50歳代

　問６の方策「地域活動に密着した施設は、地域住民等が
所有し、管理・運営を行う」に対する答え→積極的に実施
すべきだがただし公設民営。

参考意見とします。なお、集会所等は、すでに地元移管を
進めています。

３５３ 青谷 30歳代

　中央病院の耐震工事をしたと思ったら次は新しく建てか
えるなど、むだなことをしないで欲しい。大切な市民の税金
をよく考えて使ってもらいたい。

参考意見とします。（中央病院は県有施設です）

３５４ 青谷 50歳代
　住民との話し合いの場をもち現状にあった状態に修正し
ていく。

市民と情報を共有する体制づくりに努めます。（戦略３、第
１０章））

３５５ 青谷 50歳代

　確実に人口減少が進みます。同様な施設は統合し、不
用なものは解体し、別の目的（高齢者、商業サービスetc）
として、民間活力を見込んで対処することを望みます。ま
ずは、行政として身軽になる事です。

費用対効果の低い施設は処分を検討します。（戦略６）
民間事業者の資金やノウハウを活用した施設更新やサー
ビス提供に向けて公民連携を推進します。（戦略３）



(26/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

３５６ 青谷 10～20歳代

　風力発電や太陽光発電施設をふやして、他県か電力会
社に売る。または、その自治体で消費することにより市民
の負担を減らしてはどうか？その分の浮いたお金を税とし
て徴収してはどうか？

平成２５年度から太陽光発電を目的として、公共施設の屋
根を民間事業者に貸出しています。
今後も財源確保に向けた取り組みを推進します。（戦略７）

３５７ 青谷 50歳代

　公共施設の見直しもよいが市役所の新築を見直してもら
いたい。

個別 適化ではなく、全体 適化を考える中で、中長期的
な視点で新しい公共施設経営に転換してきます。
≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

３５８ 青谷 70歳以上
　鳥取市の発展のため新庁舎を駅前に建築移転を希望す
る者です。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

３５９ 青谷 10～20歳代

　もう少し公共施設をできるならば縮減したほうが良いと思
います。

人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

３６０ 青谷 10～20歳代

　公共施設の充実が地域の発展につながると思う。施設を
減らすだけでなく維持をしてもらいたい。施設が減ることで
利便性が悪くなり、人口が減少したり少子化が進むのでは
ないでしょうか。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図りますが、
建物ではなく、サービスの提供を重視して取り組みを進め
たいと考えています。（戦略４、原則１）

３６１ 青谷 70歳以上

　過疎化の進んだ集落などに金を使って暮らすことはな
い。老人用シェアハウスみたいな物を作り一括して面倒を
見てもらう等にしてはどうか？昼間は好きにくらす、ただ夜
又は一定の時に帰ってきて安心して寝る。畑付き老人シェ
アハウスなんて、良いと思う。家族も帰りにちょっと寄って
顔見て帰るなんて、素敵ではないか。

参考意見とします。

３６２ 青谷 10～20歳代

　卒業して地元に帰ったとき、どの年代のにも利用しやす
いように管理規則を検討していってほしい。
　※現在は県外学生

市民目線での情報公開や稼働率向上に向けて取り組みま
す。（戦略１・３）

３６３ 青谷 50歳代

　現在、週に一回スポーツ施設を利用しているが、きまり
事が多く柔軟性のなさにおどろいている。利用者からの声
をもとに、人気の出る場所にすることは大切！！
　青谷郷土館の周辺に食事する所がないので、町内外か
ら来られた方が何もなくて、休憩する所がほしいという声
があがっています。

市民目線での情報公開や稼働率向上に向けて取り組みま
す。（戦略１・３）
後半部分は参考意見とします。

３６４ 青谷 50歳代

　耐用年数を大幅に経過した建物が、予算の問題がある
かもしれないが、取り壊さないと、地震等によりあぶない。
耐震補強してない物件が多くある。早急の対応が必要と考
える。

建物性能（耐震性や劣化度）や市民ニーズに応じて、個々
の施設のあり方を検討していきます。（第９章）
解体等についても、中長期的な視点で生涯経費に圧縮に
つながるよう検討していきます。（戦略６）
市民の安全が第一であり、早急に検討します。（原則２）

３６５ 青谷 10～20歳代
　特になし。 －

３６６ 青谷 40歳代
　体調が良くならないため、公共施設を利用する事が少な
いです。

－

３６７ 無回答 30歳代

　鳥取駅前に似たような施設が密集しているのでとてもわ
かりにくい。先日、４つ程施設をたらい回しにされた。どこ
で何をしている施設かスタッフもはあくしていない。結局む
かいの施設だった。稼働率が悪いのに乱立していて人件
費もムダ。血税をムダにしないでほしい！！

近隣で重複している機能（施設）については、整理・統合を
進めます。（戦略２・４・６）

３６８ 無回答 無回答

　旧町村から引継いだ施設に本当に不要なものが残って
いないかよく検討して馬鹿らしい経費を投入しない様にし
て下さい。

行政が提供すべき公共サービスを精査し、必要性の高い
施設の維持を優先します。また、旧自治体区域にとらわれ
ず、近隣で重複している機能（施設）については、整理・統
合を進めます。（戦略６）

３６９ 無回答 無回答

　人口減少により、いろんな施設が維持困難になっていく
と思われる。将来の事を考えると私達も多少のぎせいは
やむをえなくなっていくのは仕方ない。

次世代への負担軽減を図るため、今から見直しを始めて４
０年間で延床面積２９％を縮減していきます。（戦略６）

３７０ 無回答 60歳代

　公共と言えど、税金で成立する施設なので根本的に住
民サービスの精神で、設置、運営（？）してほしい。新設す
るのであれば環境を十分考慮したコンセプトの”モノ”を。
自然豊かな鳥取なので、自然環境にとけ込む様な”モノ”
を。設計案などコンペで行う。市民が何を求めているかは
難しいが、魅力ある施設を。魅力とは何かをまず考える必
要があるのでは？魅力がなければ足を運びません。

公民連携としての取組みを推進します。（戦略３）
複合化や多機能化によって、多様な人・モノ・情報が集ま
る魅力ある公共施設をめざします。（戦略１）



(27/27)      

鳥取市公共施設の経営基本方針の策定に向けた市民アンケート調査

対象者：
実施期間：
回答状況：

中学
校区

年齢 自由回答
市の考え

（　）は経営基本方針に反映した箇所

１８歳以上の鳥取市民（３，０００人）にアンケート用紙を郵送
平成26年9月18日（木）～10月8日（水）
回答数：965票　回収率：32.2％

３７１ 無回答 無回答

　公民館は問８でどこにはいるのですか？公民館が管理
する（いろいろな施設を）土地人がいりますが！核を作る
感覚でお願いしたい。

地域の拠点となる施設への機能集約・充実を図り、将来的
なコンパクトシティの実現に向けて取り組みます。（戦略４）

３７２ 無回答 無回答

　利用者の少ない施設について何故少ないのか、本当に
必要なのか、必要だけど広報不足か、使いづらいかなど１
つずつ調べてはどうかと思います。

個々の施設については、基本方針策定後に、具体的に検
討していきます。（第９章）

３７３ 無回答 10～20歳代

　各施設のあり方を見直し、予算がないというのなら、新し
い市庁舎こそ不要では？お役所仕事は地域がどうあろう
が、どうなろうが関係ないということが優先なのですか？

アンケートの結果からも市庁舎は優先して維持すべき施
設と考えています。（第４章）
中長期的な視点から生涯経費に圧縮につながる運営手法
等を検討していきます。（戦略６）

３７４ 無回答 無回答
　鳥取市の市庁は便利の良い場に移転して、新築してほし
い。お願いします。

≪ご意見として担当部署にお伝えします。≫

３７５ 無回答 無回答

　公民館、市役所の立地も悪い。関係のある方がもっと役
をまっとうして下さい。近くの人に声かけすることもなく、何
をしているのか月間の予定もしりません。アパートにいる
人は、地区の行事もよく知りません。子供のつながりだけ
が近所のつきあいでは、税金を払いたくないです。市報も
届いたことがありません。市の職員さん、近所の役の方は
何をしているんでしょう。公共施設よりもっと考えた方がい
い課題があると思います。

参考意見とします。

３７６ 無回答 40歳代

　必要のない公共施設が多すぎる。税金のムダ使い！！ 人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

３７７ 無回答 無回答

　できるだけ施設を減らし、市民の負担を少なくする努力
が必要。

人口減少・財政規模をふまえ、施設（土地・建物）を縮減す
る必要があります。次世代への負担軽減を図るため、今
から見直しを始めて４０年間で延床面積２９％を縮減して
いきます。（原則３、戦略６）

３７８ 無回答 無回答
　本庁の駐車場が少ないと思うので増やすことが出来れ
ばうれしい。

参考意見とします。

３７９ 無回答 無回答
　現在の建物（地区の公民館）を改築して、修復して、利用
してほしい。

中長期的な視点から、生涯経費の圧縮につながる手法を
取り入れるほか、予防保全にも取り組みます。（戦略５・６、
第９章）

３８０ 無回答 70歳以上

　鳥取駅前に何も観光となる物がなくいやせる場所もない
為街中もシャッターの降りたままなので駅前から若桜街道
にかけ、もう少し活力のある街道であればな？例えば駅前
を大きな広場に、ロータリー的な感じで市庁舎も駅前から
望める様な感じにして欲しい。昔から若桜街道があって鳥
取市だと思います。

参考意見とします。

３８１ 無回答 無回答 　わかりません。 －

３８２ 無回答 無回答
　将来を考えてと言うお話ですが、実際的には、色んな事
を知る必要が有り難しい。短い時間でも考える事が良かっ
たと思う。

今後も情報公開し、みなさんとの情報共有に努めます。
（戦略３）


