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「鳥取市公共施設の経営基本方針（案）」に対する 

市民政策コメントと鳥取市の考え 

 

～ご意見をいただき、ありがとうございました～ 
 

 平成２６年１２月１７日から平成２７年１月２２日にかけて、「鳥取市公共施設の経営基

本方針（案）に対する市民政策コメントを募集したところ、下記のとおりご意見・ご提案

をいただきました。 

 いただいたご意見等については、“同基本方針（案）へ反映すること”または“今後の 4

協議の参考とすること”にします。（個別施設に対するご意見は担当部署にお伝えします） 

 また、ご意見等に対する本市の考えについてお知らせいたします。多くのご意見をいた

だき、本当にありがとうございました。 

 

 募集結果  提案者数：１４人 意見：３６件 

        内訳（提出方法）メール：１２人、ＦＡＸ：１人、郵送１人 

          （提案者居住地）鳥取地域：１０人 用瀬地域：１人 

                  気高地域： ２人 青谷地域：１人 

 

提案 NO ご意見・ご提案 鳥取市の考え 

提 

案 

者 

1 

1 

まず視点が定まっていないように思います。 

公共施設は市民が使うことが前提だと思います。 

過疎化が進むなか数多くの小規模な施設は必要ないかと

思います。 

少し離れていても利便性の良い（そこに行けば何でもあ

る）ような施設が必要だと思います。 

予算は必要だと思いますが使われない小規模施設を多数

経営するよりは経費削減かとおもいます。 

ただそれだけでは利便性は失われますので公共の移動手

段が必要と思われます。 

地域の拠点となり得る施設は、複

合化や多機能化等によって、人々

が集う魅力ある施設になることを

めざします。 

また、拠点となる施設への交通手

段確保などについても取り組みた

いと考えています。 

なお、個々の施設については、行

政関与の必要性等をふまえ、方向

性を検討していきます。 

2 

重要なのは公共施設が活用されているかどうかです 

たとえば図書館・博物館ですが、現状市民の移動手段は

自家用車です。駐車場に不便を感じている人は多いので

はないでしょうか？市内循環バスなど有りますが鳥取駅

が基準となりますこれは郡部の在住者にとってメリット 

はとても薄いように感じます。理由はJRの時刻表を見れ

ばわかると思います。合併以降鳥取市はほぼ東部全域に

なっています。これを一つの市内として思えば現在の循

環バスは市内とは思えません本数を減らしてでも路線延

長をするほうが効果があると思います 

施設の稼働率（利用率）を高める

ことは重要な視点です。いただい

た意見をふまえ、“稼働率を高める

ための取組み”を盛り込むよう検

討します。 

3 

このように財産管理とは離れた内容になっていってしま

うので公共施設単体での意見というのはみなさん主張し

にくのではないかと思います 

広い視野での検討を期待します 

個々の施設の方向性については、

今後、具体的に協議していきます。

また、“個別最適化”の観点から中

長期的な“全体最適化”の考えに

転換していくことをめざします。 

提 

案 
４ 

利用者がほとんど見込めない施設はリノベーションをし

てアイターンの移住先として利用。 

利用率・稼働率が低い施設につい

ては、用途転用・民間譲渡等をふ
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者 

２ 

くめ幅広い視点で方向性を検討し

ます。 

５ 

建物は売る。土地は市の所有とし、貸し出すものとする。 

その際、住人自らも工事に従事してもらい費用をおさえ

る。 

又、短期バイトを募り市民自ら携わる。DIYを教わる。 

利用者が見込め、工事を必要とする施設は減築をし、最

小限に建物の面積を減らす。そこには災害時の電力が賄

える装置(小型風力発電機)をつけたり、空いた広場には融

雪装置をつけ、それをうりにし、残った広場を駐車場と

して貸し出す。これらの高額の装置には募金を募り、し

た市民には市民税減税等をする。 

尚、これらの工事及び方法は市民自ら提案できる場を与

え、リノベーションスクール受講生やそれを手伝える市

内工務店で監修のもと、鳥取市がバックアップする。 

そして県産の材などを優先してつかう。(Ｊパネル、組手

什、等)熱源も電気ばかりでなく、ガスも使えるものとし、

暖房は薪ストーブか木質チップストーブにする。 

畑を作り、作物を売ったり交流の場とする。 

雇用・公民連携（市民自らの関わ

り）・工法・流通など、幅広い視点

からご意見をいただき、ありがと

うございます。 

“様々な視点から総合的に取り組

むべき”と理解させていただきま

した。 

具体的な取り組みを検討する際の

参考とさせていただきます。 

６ 

このように、市民が知らない間にハコモノができたり、

なくなったりすることを避けることで施設に感心がもて

るようになります。移住者も市に感心をもってもらえ、

他から見た鳥取市としてアイデアをくれることもあると

思います。 

 

「新しい公共施設経営」を推進す

るためには、市民・事業者の皆さ

まに関心を持っていただくことが

非常に重要と考えており、公民連

携の強化に関する項目を基本方針

に盛り込みます。 

７ 

そのためにはまず、市民の願いでもある、あるものは新

築せず改修して長く使うということをしてもらい、税金

を大事に使っていくことを望みます。 

中長期的な視点から、生涯経費が

縮減させる運営手法等で取り組ん

でいきます。 

提

案

者

３ 

８ 

 鳥取市として可能な範囲で、「東京都豊島区役所」の建

築に近づける努力をする。 

老朽化による新築移転が決まった豊島区役所は、区役所

の庁舎と高層マンション、商業施設を同じ建物内に入れ

込みました。報道によれば、マンション入居者や商業施

設入居者から広く浅く建物全体の建築費を負担させ、区

の予算投入ほぼゼロで新庁舎の建設に成功したとのこと

です。さらに建物には商業店舗が入居する予定で、これ

までの役所のイメージを覆すアイデアが随所に盛り込ま

れており、区のみならず全国的にも大きなニュースにな

りました。私自身は豊島区民ではありませんでしたが、

このニュースを聞いて「わくわく」しました。 

東京都心にある豊島区と、鳥取市を同列で述べることは

難しいとは思いますが、可能な範囲で、このエッセンス

を少しでも取り入れることは出来ないでしょうか。例え

ば、市役所の 1 階にはコンビニ、スーパー、カフェ、書

店などに入居してもらうこととし、役所の手続きのため

以外の目的で市役所に足を運んでもらう理由を提供す

る。また、法律的に許されるのであれば「ドライブスル

ー行政手続き」が可能となるような施設にする。その上

を「市役所フロア」とし、さらにその上は（業者が見つ

かれば）マンションとして希望者に分譲販売する、とい

うことでは如何でしょうか。マンション建設は難しいか

公民連携（PPP）の一例として参

考とさせていただきます。 

なお、現在、市庁舎整備に対する

アイデアを募集していますので、

参考意見として担当部署にお伝え

いたします。 
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もしれませんが、これは都心部の居住を推進するコンパ

クトシティー構想にもつながる、という説明もできよう

かと存じます。 

こういったアイデアを盛り込むことで、地元企業に雇

用・活躍の場所を提供すると同時に賃料を取り、市とし

ての独自財源としても捉えることができるのではないか

と思います。何より、こうしたアイデアを盛り込むこと

により夢のある企画とし、市役所を「市役所っぽくなく」

し、建設段階・計画発表段階で市民を「わくわく」させ、

完成後は行政手続き以外の多様な理由で市民が市役所を

訪れ、市役所が市民の楽しみの場・憩いの場となるよう

な仕掛けを、新築移転の機会を活用してぜひ設けて欲し

いと思います。 

９ 

市庁舎以外でも、「如何に安く作るか」という観点以外に、

上述のエッセンスを取り入れ、「如何にそこで収益を上げ

るか」や、「如何に楽しい施設を作るか」という観点を加

味していただければと思います。 

施設の生涯経費を縮減する取り組

みと併せて、“施設の魅力向上”や

“財源を得る手法”について基本

方針に盛り込みます。 

提

案

者

４ 

10 

気高総合支所は、老朽化しているが、西地域の拠点とし

て浜村駅南に設置し、保健センター「ゆうゆう健康館」、

青谷・鹿野支所と、新たに計画している道の駅と連携し、

ここに来ればすべてのことが整うような支所となってほ

しい。その後に鹿野支所は、支所の事務内容を吟味し、

鹿野町今市にある保健センター内に増築移転すれば、今

の借地を解消することができると思われる。 

各総合支所については、まず耐震

性を確保し、地域の拠点としての

あり方を協議していきます。いた

だいたご意見は参考とさせていた

だきます。 

また、借地についてはできるだけ

解消するように努めます。 

11 

合併前に国道とは別に環状線として、青谷～鹿野～鳥取

のルートを計画するよう聞いていたが、いまだに何のこ

ともないが、青谷町河原～気高町飯里～鹿野町鹿野のラ

インは今でも多くの方が利用し、通勤時の温泉病院周辺

は混雑するので、２車線化を早急に図ること。 

また、和紙が世界遺産となって青谷地域にある、和紙の

資料館は今後利用が増えると思われるが、今のように行

き止まりの施設ではなく、殿の布勢の清水や鹿野の街並

みや勝部の伝承館との連携が今後の西地域の観光が魅力

あるものになると思う。 

道路整備及び観光振興について、

それぞれ担当部署にお伝えしま

す。 

提

案

者

５ 

12 

若い世代は、共働きの人が多いので、主婦向けの生涯学

習の施設は減らしていいと思います。 

生涯学習施設については、“サービ

ス提供のあり方見直し”“他施設と

の複合化”という方向性で議論し

ていく予定です。なお、本市の生

涯学習施設は、対象者を特定して

いません。 

提

案

者

６ 

13 

 自分たちが使っている体育館とか、具体的な施設名が

出てこないと実感が持てない。もう少し具体的になって

から意見を求めてはどうか。具体的な例を市民に見せな

がら意見を求めるのもいい。施設を減らしていくことは

今の社会を見れば当然のことで、市民に問うまでもない。

市庁舎移転が決まったからこの問題を表に出したのか？ 

今回のパブリックコメントは、こ

れからの公共施設経営に関する基

本的な方向性について、市民のみ

なさまにご了解をいただくことを

一つの目的として実施しました。

個々の施設については、平成２７

年度以降に検討していく予定であ

り、その際にもご意見を求めてい

きます。 

なお、この取り組みは、平成２６

年２月（公共施設白書公表）から
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広く周知活動を進めており、パブ

リックコメントの実施時期と、市

庁舎の位置条例可決とは関係あり

ません。 

14 

 利用していない施設に、お金をかける必要はない。例

えば、「この集会所は月に１、２回利用しているから必要

だ」と言われても説得力がない。建物がないと生きてい

けないわけではない。例えば、文化施設が無いからと言

って文化（芸能）が伝承されないわけでもない。 

利用率等をふまえて、個々の施設

の方向性を検討していきます。ま

た、建物（ハード）ではなくサー

ビス内容（ソフト）を重視して公

共施設経営に取り組んでいきま

す。（基本方針（案）の原則１とし

ています） 

15 

 道路や橋、港、トンネルなどもどう考えるか重要であ

る。 

道路や橋りょうなど、インフラに

ついては、総務省から全国の自治

体に対して策定要請のあった「公

共施設等総合管理計画」の中で取

扱うこととし、今後の方針を検討

しています。 

提

案

者

７ 

16 

 施設を減らす前に、利用してもらう努力をしてはどう

か？それか、施設にかかる経費を抑えれば施設を残せる

のではないだろうか。 

「利用率や稼働率を高める取り組

み」、「施設にかかる経費の圧縮」

は経営基本方針に盛り込みます。

それに加え、人口減少に合わせて

施設総量を減らす取組みを進める

ことが、将来に過度な負担を押し

付けないことにつながると考えて

います。 

17 

 市が持っていて使い道がないなら、民間にタダで渡せ

ばいい。民間には知恵と情熱がある。空き家や空き店舗

のリノベーションが有効。鳥取市でもそうした動きがあ

る。公共施設にも活かしてはどうか。市で専門家を雇っ

て進めるとか。 

公共施設は、市民共通の資産です

ので、民間譲渡を行う際にも適切

なカタチ（価格・譲渡先等）で進

めていきます。 

リノベーションは有効な手法であ

ると考えられますので、各方面と

連携して、具体化できないか検討

したいと考えています。 

提

案

者

８ 

18 

 （自分も参加できなかったが）住民説明会にもっと多

くの市民が参加すべきだった。テレビや新聞でよく聞く

問題である。施設を廃止する時にこの問題を「聞いてま

せん」「知りません」ではすまない。市民が危機感をもつ

ことが大事。人口減少で自治体が消滅するかもしれない。 

 これまで役場はハコモノを作り過ぎた。住民も議員も

求めすぎた。これを反省すべき。（町村同士で競って良い

ものをつくってきた）旧役場も今となっては大きすぎる。 

今後も、市民・事業者の皆さまに

情報をお届けし、情報を共有しつ

つ新しい公共施設経営に取り組ん

でいきます。 

各総合支所のあり方についても、

地元意見を聞きながら、今後検討

を進めていきます。 

19 

 あと、総合支所が借地に建てられていて借地代がかか

っているとか、一部の人（地域）が施設を独占している

とか、何とかしてほしい。「公共」の施設と言えるのか？ 

借地料が発生している施設につい

ては、中長期的な視点を持ち、解

消に向けて検討します。 

施設の稼働率（利用率）を高める

ことは重要な視点です。いただい

た意見をふまえ、“稼働率を高める

ための取組み”を盛り込むよう検

討します。 

提

案
20 

 （戦略５の）更新・修繕の優先順位をつける仕組みは、

「どういった修繕か」を見る必要があると思います。市

いただいた視点について、優先順

位付けの仕組みに反映させていき
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者

９ 

民に危険があること（天井が落ちる、床が抜ける）を先

に直して、エアコンの効きが悪いとか、我慢できるもの

は後回しにすることが必要と思います。ぴょんぴょんネ

ットで拝見した講演会で講師の方の「学校の外壁（一部）

が落下した」という現実を聞き背筋が凍りました。 

ます。 

提

案

者 

10 

21 

①廃校舎・廃園舎の活用 

 統合によって廃校・廃園となった小中学校や保育所を、

まず、民間事業者に譲渡する。上物は無償譲渡とするが、

土地は売却を原則。面積的にも広大な校庭・園庭は、分

割売却もありうるが、事業者の求めない部分は一般への

競売とする。廃校・廃園を活用した民間事業者の誘致は、

地元住民の雇用促進を導くものである。 

 障害者・高齢者の雇用の場を優先する前に、まず若い

世代の働く場確保の視点に立つことが肝要だと考える。 

 基本的に、市有財産からは早急に切り離すべきである。 

 同時に解体撤去を促進する。解体撤去には莫大な経費

がかかるが、民間譲渡の不可能な施設については、年次

計画的に解体撤去を勧め、跡地は一般への売却及び市有

地として駐車場整備し、駐車場管理運営は民間に委ねる。 

未活用施設については、地域活性

化に繋がる活用を検討します。活

用が難しければ、処分を検討しま

す。 

いただいたご意見は、個々の施設

の方向性を検討する際の参考とさ

せていただきます。 

22 

②学校施設の活用（統廃合と私学参入） 

 小中学校の統廃合、とくに小規模校の統廃合を積極的

に進める。 地域から学校施設がなくなることへの抵抗

感は、相当な反発を生むが、競い合って学ぶことの重要

性、国際社会を生き抜くための、逞しくグローバルな視

点を培うことの必要性、教育する側の教師の専門性が発

揮されること、あるいは子供たちの希望に添える部活動

の充実など、統合によって期待できる部分を丁寧に説明

していくことで、住民及び保護者の理解は得られるはず

である。 

 旧町村単位の統廃合では限界がある。旧郡を一つのエ

リアとして統廃合を進めていく。旧町村の単位では、保

育所→小学校→中学校と、持ち上がりの形態が続き、子

供たちが新しい仲間と環境の中で新たに学ぶ意欲が生ま

れる、ということには繋がりにくい。旧郡単位であれば、

子供たちの学びにも友達づくりにも新鮮さが失われな

い。 

 統合し新たな学校は、原則、新築とせず、現有校舎の

増改築とする。さらに市街地もしくは市街地への距離を

意識したり優先するのではなく、極力、郡部での設置を

優先する。 

 小学校の場合は、スクールバスを運行することによっ

て通学を安全なものとし、中学校においては自力通学を

優先し、心身ともに強く逞しい少年少女を育んでいく。

もちろん、国が定める通学距離に従って、ではあるが・・・ 

 小中一貫校についても促進する。学校統合の推進に並

行して、小中一貫校の開校も具体的に検討し実現をめざ

すべき時期ではないか。統廃合の推進に、小中一貫校は

外せない検討課題である。 

 いずれにしても、義務教育が当然であった小中学校教

育の時代から、確固たる目的方向性をもった私立の参入

も、妨げられない時代となってきた。切磋琢磨する強い

学校施設については、文部科学省

の方針を参考として、施設機能の

複合化等を検討します。 

また、児童・生徒数にあわせて統

合等を検討します。 

いただいたご意見は、個々の施設

の方向性を検討する際の参考とさ

せていただきます。 
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意志や学力向上を目指すための学校の選択は、今まさに

自由な社会である。 

 統廃合の積極推進はもとより、私立小中学校の地域参

入も前向きな検討が必要であり、公私の切磋琢磨が生ま

れれば、なおさらに学力向上だけにとどまらず、特色あ

る学校経営につながるはずである。 

23 

③保育所及び幼稚園の運営 

 新しい子育て支援制度の始まりとともに、保育所・幼

稚園及び保育幼児教育の在り方についても変革の時を迎

えた。保育と幼児教育を併せ持ち、保護者が子供を安心

して預けられる施設づくりを目指すためにも、国が示し

ている最低基準をそのまま尊重するのではなく、あくま

で、鳥取市としてどのような保育幼児教育をしていくか、

明確なビジョンを構えた上で、必要な措置には十分な予

算配分をすべきである。保育幼児教育は、人間形成のも

っとも重要な部分を築くものだという理念をもち、より

質の高い保育と幼児教育の実践を勧めるためにも、保育

士及び教諭の人的配置を、今以上に十分なものを目指し

てほしい。 

 保育教育の質の向上といったソフト部分に十分な予算

配分をする以上は、保育所等についても、小規模施設は

当然ながら統廃合を勧めていくべきである。 

保育園については、地域の実情を

ふまえ、行政が直接提供すべきサ

ービスを明確とし、費用対効果を

ふまえサービスの提供主体を検討

します。 

また、園児数の推移等をふまえ、

小規模園の統合などを検討しま

す。 

いただいたご意見は、個々の施設

の方向性を検討する際の参考とさ

せていただきます。 

24 

④社会体育施設について 

 基本的な考え方として、住民の体育スポーツ振興及び

社会教育の推進等は、果たして行政が実施主体となる必

要性があるのだろうか。行政の役割は、市民の健康づく

りや一人ひとりの心豊かな人生、福祉の向上等を目指し、

そのための具体的な目標や方策を導くための基本的な指

針・方向性を示すのが本務であるはずで、その実践活動

の先頭に立つべきは、専門的な民間事業者の方が、より

効果・質の高いものを生み出すのではないか。福祉分野

が、介護保険のスタートによって行政と民間事業者の果

たす役割をすみ分けたように、社会体育・社会教育の場

にも、この考え方を取り入れる時期に来たのではないか。 

 旧町村から引き継いだ体育施設は、概ね老朽化が進み

修繕等の経費は市財政を圧迫するのは目に見えているこ

とから、旧郡部を単位として現有の体育施設を集約する。

集約によって割愛すべきとした施設は、民間無償譲渡（土

地は有償）を原則とし、老朽の状況から解体撤去が必要

なものは、年次計画的に解体撤去を進めていく。解体撤

去後の土地は、当然ながら一般売却を第一義とする。 

 集約し存続するとした体育施設等は、その管理運営を

民間事業者に委ねるものとする。 

民間事業者のノウハウ等を活かし

て、効率的・効果的なサービスの

提供にむけて検討していきます。

（公民連携） 

地区体育館については、複合化や

多機能化など、利用者の増加や稼

働率の向上を図ります。 

また、市域全体のバランス等をも

とに存廃について検討していきま

す。 

いただいたご意見は、個々の施設

の方向性を検討する際の参考とさ

せていただきます。 

25 

⑤社会教育施設について 

 上記と同じ事由により、根本的に考え方を切り替える

時期ではないか。図書館や文化センターの運営や管理を、

行政が直接行うべきかどうか、なぜ民間事業者が参入し

てはいけないのか、従前、高齢者福祉や障害者福祉、保

育や学校給食、医療など、行政の責務として、行政の施

策として行われていたものが、今や民間の専門事業者の

手によって、より充実した内容をもって展開されている。

民間事業者のノウハウ等を活かし

て、効率的・効果的なサービスの

提供にむけて検討していきます。

（公民連携） 

社会教育に関連する施設について

は、費用対効果を含め、サービス

提供のあり方を検討していきま

す。 
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この視点に立てば、各種の社会教育も、行政が目指す方

向性・指針を示し、それに基づき専門事業者が運営して

いくことは十分可能である。従って、各種社会教育施設

についても、管理運営を民間事業者に委ねることで施設

の在り方を考えれば、自ずから手法は見えてくると思う。 

26 

⑥市庁舎（総合支所）について 

 合併前、競って建設された旧町村庁舎の現状は、今さ

ら言うまでもなく、その取扱いに苦慮される箱モノの代

表格である。 

 まず、空きスペースを民間事業者に貸与させてはどう

か。騒音・悪臭等の発生する業種を除いて、業種内容を

問う必要性は何らなく、市民の雇用促進にも直結する。 

 庁舎の利活用には、とかく住民の交流親睦の場とする

声が強く上がり、結局はなんらの活用もなされないまま

になりがちだが、将来を見据えた上での公共施設の在り

方を検討するに、まず庁舎の取り扱いは重要な要素を含

んでおり、その如何によっては基本的な方向性が揺らぐ

場合も考えられる。将来展望のもと、公共施設の在り方

にかかる考え方を転換すべき時期とする市の確固たる信

念のもと、まず旧町村の総合支所から着手すべきと考え

る。 

各総合支所については、行政サー

ビス提供の場、地域防災の拠点と

して取り組みます。 

具体的なあり方については、今後

地元と意見交換しつつ、中長期的

な視点を持って検討していきま

す。 

いただいたご意見は参考とさせて

いただきます。 

27 

旧町村に残された各種の公共施設を「無駄な箱もの」

として処分するだけではなく、活用しようにもできなく

なった実情、人口減少や若者流出、過疎化、高齢化の急

進、農林水産業の衰退など、今のこの現状をどう打破し

ていくかを同時に考えながら、具体的な方策を示してい

かなくては、そこに住む住民の理解は得られず、ただ切

り捨てられた・・・という感情しか残らなくなります。 

なぜ合併しなければならなかったか、旧町村が抱えて

きた課題をもう一度掘り起し、今、自分たちにできるこ

とは何か、何をすべきか、を考えて行動できる「人づく

り」に取り組んでいかなくては、郡部切り捨ての論にの

みとどまり、そこに住む人々の生活に活力が生まれるは

ずはありません。 

市としても、財政状況の厳しさを訴えるだけではなく、

どのような「無駄」を省きながら活性化に向けた具体策

に取り組んでいるか、これからも強くアピールされてい

くことを期待します。 

個々の施設の方向性を検討する際

に、いただいたご意見をふまえた

協議をさせていただきます。 

また、今後も新しい公共施設経営

の取り組みについて、情報を提供

し続けたいと考えています。 

提

案

者

11 

28 

 大阪から移住して山中に貸し別荘業を営んでおります。

鳥取市民のご利用を３０パーセント程度見込んでおりまし

たが、結果としては１～２パーセントと低く、市が運営さ

れている「安蔵の宿泊施設」の低額利用料金が大きく影響

していることが明白でしたので、何らかの対応をとお願い

に伺いましたが、当時は合併前で「他市町村だから」と門

前払いでした。 

 合併後再度「安蔵の宿泊施設の低額利用料金は民業圧迫

では、」と問題提起し、改善策等の検討をお願いしてまいり

ましたが、何１つ対処いただけておりません。 

 宿泊施設の低額な料金設定についてお尋ねしたところ、

「安蔵森林公園は公共施設であり、多くの市民や本市を訪

れた方々に利用していただくことを目的としています。現

保養施設については、可能な限

り、民間による運営に移行しサ

ービスの向上を図りたいと考え

ています。 

いただいたご意見は、今後の取

組みの参考とさせていただきま

す。 
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在の利用料金につきましては投資額を回収するのではな

く、維持管理費をベースにして料金設定しています。(毎年

１千万円を超える指定管理料の支払いがあり、回答に矛

盾)」(平成 25 年 6 月 6 日付市民総合相談課からの回答)

とのご返事でした。 

 他にも質問させていただきましたが、全て自己中心的考

えで、施設運営の基本的な考えが独断と偏見で、”何が問

題か!”と言わんばかり、我々民間が同一事業を営み、現実

困っていても全く配慮いただけず残念でなりません。 

 そして、これは林務水産課だけの問題ではありません。

問題提示された段階で、同課が関係部門である総務課・秘

書課・広報課・市民総合相談課・徴収課・財産経営課等に

協議し、問題を共有し解決する仕組みとなっていたら何ら

かの対応や他部門の協力を得られたかも知れません。 

 林務水産課の考えや対処法は万能ではありません。専門

でない部署にはスキルのこともありチェック機能が働きま

せん、そして、一度下した結論を修正することを担当部門

のプライドが許さず、更に問題を大きくしてしまう可能性

があり、ついては市民を不幸にします。 

 今般の「公共施設の更新問題」の「戦略３、公民連携で

Win－Win のカタチをつくる!」との戦略となっております

が、これまでの考えのもとでは何１つ進展は望めません。

民業圧迫について真剣に取り組んでいただきたく、よろし

くお願いいたします。 

提

案

者

12 

29 

「公共施設の活かし方」によって、『生活、社会、鳥取市

の未来・市民の人格形成は決定します。』 

★【なりたい未来像】【理想の未来】＝目標 に向かって、

計画実行してください。《心豊かで、環境意識・文化意識

の高い、市民》を目指して欲しい。 

★『因幡の歴史文化』は、大変興味深い、日本誕生の秘話

でもあります！ 

★鳥取市民が、地元歴史文化の博識でなければ、恥です。 

子供の教育だけでなく、「大人の意識改革が必要です。」 

《『地域の宝・埋もれた才能に気付き、活かしていける』

開かれた未来へ向けて》建設的な、考えとやり方で、新し

いカタチを進めて欲しい。市民の多数決でなくても。【未

来に向いている、強い意志で進めること】 

「今まではこうであった」「現在は、こうである」 

けれども《未来は、こうでなればならない》責任もって、

道をつけてください。 

前向きに『新しい公共施設経営』

に取組み、“個別最適化”の観点

から、中長期的な“全体最適化”

へと転換していくことで、将来

にわたって市民へ過度な負担を

押し付けない、「いつまでも暮ら

したい。誰もが暮らしたくなる

鳥取市」の実現をめざします。 

そのためにも、『鳥取市公共施設

の経営基本方針』を策定し、“新

しい公共施設経営の基本的な考

え方”を市民と共有しながら積

極的に取り組んでいきます。 

30 

「現状の立場、現状の仕事を維持したい人」 

「今後も、私利私欲を満たし、現在を継続したい人」 

「仲間内の私利私欲のため」 

意見交換の場は、いつも、こういう人たちが進んで参加し

て、主導しています。悪い慣習です。 

こんな多数決、こんな不公平な、場は、持つ意味がない。 

現在を中心にして、うるさい人たちの満足を満たすことは、

簡単で、明解ですが、現在を中心に、現状を引っ張ってい

ってはだめです。 

いつまでたっても開かれない未来には、希望がありません。 

埋もれた才能も、地域の宝も、開花されません。 

“個別最適化”の観点から、中

長期的な“全体最適化”へと転

換することが必要と考えていま

す。 

また、市民のみなさまと情報共

有し、意見交換することが重要

であると考えています。 

本市を将来にわたって、“住み続

けられるまち”とするために、

『新しい公共施設経営』に取り

組んでいきます。 



9 

 

31 

有識者会議「有識者」どういう方々ですか？【有識者の方々、

ご意見内容を公に公表するべきです】 

鳥取市の現状を見る限り、【次世代のための「現在進行形

～未来先読み・深読み」が欠けています】 

【時代・芸術・スタイルは、常に、進化しています】 

『未来を生めない』『未来が開かれない』 

★資格、立場、権利にのっとった、「化石のデータ解析」

では、未来像は不明です。 

★しがらみのない・有能な『有識者の選び方を考えるべき』

でしょう 

公共施設の経営基本方針策定に

あたって、鳥取大学教授・自治

連合会長等で構成する「公共施

設のあり方見直しに関する研究

会」を設置しました。本研究会

の議事録は、市公式ウェブサイ

トで公開しています。 

32 

★芸術の宝庫の宝箱『鳥取砂丘』を、シーズンオフのない観光施設と

して、PRできないなんて。信じられない。 

★子供用・親子用娯楽施設はあっても、大人用娯楽施設（デート用な

ど含む）がない。 

（子供向け文化環境教育だけあって、大人向け教育がない） 

★【鳥取の芸術・アートシーンは、古くさいもので、進んでいます】

趣味の同好会のようです。仲間内だけ中心。立場・上下関係のコネな

ど。 

①文化価値のある宝が、本当には活かされないまま、死なされていま

す。（鳥取砂丘、多鯰ヶ池、吉田医院、砂丘パレス、砂丘温泉） 

②一方では、本質を活かされないまま、維持だけされています。（横

田医院、五臓円薬局、高砂屋、さじアストロパークなど） 

③一方では、価値をつけようとして、中途半端に進んでいます。（湖

山池公園、砂の美術館、観光施設の砂像彫刻、） 

④価値を知らないために、大切な伝統歴史文化が、ないがしろにされ

ています。（多鯰ヶ池周辺、白兎神社周辺、丸福珈琲、吉田医院） 

・吉田医院 ★『吉田璋也』を広く知らしめ、市内観光として広める

ためにも、「鳥取の文化博物館的役割として」維持管理が必要です。 

・丸福珈琲 鳥取文化人の集った「丸福珈琲店」も、市内観光スポッ

トになります。 

・城下町とっとり交流館「高砂屋」 せっかくの建物なのに、現在の

使い方は、観光客を呼べません。 

・砂丘パレス ★改装し直し、『砂の芸術館・砂の博物館』として、

公共観光施設にするべきです。（現在、広大な『鳥取砂丘全体』を満

喫出来ていません！）【「砂丘の馬の背」まで歩けない人でも、見渡

して楽しめる、砂丘観光を！】【《『砂』と『日本海』だけで、１年

中楽しめる、豊かな芸術であること》を観光に活かしていない】 

・砂丘温泉ふれあい会館 ★周遊交通の便をよくし、公共施設として

改装し直せば、砂丘観光施設として、冬でも楽しめる。 

・多鯰ヶ池周辺 多鯰ヶ池で、カラフルなカヌーなんて、歴史伝説を

侮辱しています。★旧ボート置き場などは、野ざらしでひど過ぎです。

整備が必要です。★湖山池より、よほど宝もの。伝統信仰文化のある

観光地となれる。カヌーは、遊びじゃなく「研究のために」★公共に

して「木製カヌー」にすれば、自然と観光を呼ぶ。 

・サイクリングターミナル砂丘の家 ★周遊交通の便を良くして、若

者向け改装、PRの努力をするべき。何も借りられない、大人向けキャ

ンプ場は、人気あるだろうか？ 

・因幡万葉歴史館 日本は、仏教国でなく、神話の国。オリンピック

には、世界に向けて発信しなければならない。自慢の『因幡の歴史文

化』をもっと広く認識してもらうようにするべき。白兎神社の、『可

哀想な白兎』のためにも。 

観光・保養施設につ

いては、可能な限り、

民間による運営に移

行しサービスの向上

を図るほか、利用者

の増加・稼働率の向

上に向けて取り組み

ます。 

いただいたご意見

は、関係課に報告し

ます。 

また、今後、個々の

施設の方向性を検討

する際の参考意見と

させていただきま

す。 
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・仁風閣 ★元々あったという『果樹園』の復活をして欲しい。 

・砂の美術館 ★名前を変えた方がいい。ここは『砂像彫刻館』です。

（砂を使った、アートは、他にも素晴らしいものあるのに）★ないが

しろにされている『「ギャラリー流音砂」の「世界の砂丘」』には、

感動しました。宝の持ち腐れです！美術館フリークのワタシ、自分で

はまったく行く気はなかった。興味が持てず。何故か？Gツアーでたま

たま見た。一度見れば十分。立派です。それだけです。★ガラスケー

ス内展示のような『博物館見物』は時代遅れ。★ドキュメンタリーの

時代です。人の創るものは、『砂の自然芸術』には勝てない。★『鳥

取砂丘への愛、感謝、情熱が感じられない』（鳥取砂丘の砂でなくて

もいいのでは？）（砂丘は低くなっていると、以前から聞いているの

に～砂丘の砂を、こんな大量に使って、砂丘は大丈夫？？） 

★砂丘オフシーズンに、独自では客を呼べない。 

（年間パス、毎年のリピーター特典など、絶対につけられない）近隣

の砂丘リピーターが毎年入館するはずもない。 

●「何故？ロシア？」「何故？世界旅行？」意図不明 

（世界中から集めた、砂像彫刻家との地元交流もない） 

●砂像彫刻家を育成してない。 

●世界に向けて『砂像彫刻家コンテスト』開催するわけでもない。 

●『何故？テーマを毎年変えるのか？？』 税金の無駄遣い。（「何

故？1年毎に壊してしまうのか？？」壊れやすいのか？）（にわか勉強

して創るには、テーマが大き過ぎ、表現が浅過ぎる。） 

★『鳥取砂丘の知識欲が、まったく満たされない』 

★観光でなく、「制作者たちの満足と楽しみのため」だけ。「個人美

術館？」 

美術館探訪番組の対象にされない。 

★作家には、『おもてなし演出』はできません。 しっかりした、ビ

ジュアル演出が必要です。 

「創ったから、見てくれ！」と、作家に言われている感じ。 

「ここは、観光施設じゃない」個人の美術館です。 

《砂の美術館パンフレット》 

【ただのチラシと思って開きませんでした】 

【こんな最悪な、不親切な、チンケな、恥ずかしいパンフレット、見

たことない！】（読んでもらいたくないのか？ケチっただけなのか？） 

《プロジェクションマッピング》 

これは、砂像彫刻をバックに使う意味なく、ただの、映像作品。まっ

たく興味もてない。 

他に楽しみのない、地方の人だまし！？だまされては情けない。 

★豊かな文化に接しないと、人の意識は、高まらない。 

★砂丘という、恵まれた自然環境で育っているのに、「鳥取人が意識

の低い人になるなんて！？」 

★鳥取の文化は、低過ぎる。「これでは、文化人が育たない。」だか

ら、丸福珈琲もつぶれた。 

・さじアストロパーク 『鳥取の天文台』としての、大人向けにも、

デートスポットにも、PRが足らない。★交通の便が悪過ぎる。周遊バ

スが必要。夜間観望会：積極的に開催するべき。★「2014『皆既月

食』すら興味ない、鳥取市民」は、情けない。 

・ペンション「コスモスの館」 まるで、民営です。家族向けには、

高過ぎです。 利用出来ない。★気軽に泊まれない、公共施設なんて、

意味ない。 

・鳥取市歴史博物館（やまびこ館） 専門的過ぎて、とっつきにくい。
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企画展は、非常に興味深い。PRが足らない。★『樗谿公園』『鳥取東

照宮（樗谿神社）』の整備が必要。 

★近くにある、『高砂屋』と共に、市内観光施設として、周遊交通が

必要。 

・わらべ館 ★元図書館だったので、思い出深いけれど、子供向けに

変わってしまって、行けません。★建物としての素晴らしさは、「大

人向け市内観光施設」のはずなのに。 

・子供の国 親子連れ、子供向けなので、大人はキャンプ場も使えな

い。入れない。★周辺は、子供向け環境でもないのに、他の施設案内

もPRもしていない。 

・都市公園 「市内中心地の公園は、ほとんど空き地である」だけ。

市内には、「みどりの整備」が必要です。 ポール・スミザーの監修

の『湖山池公園』のように、地元の植物を育て、外来種を排除したほ

うがいい。 

★『ポール・スミザーの「里山植物の知識を継承できるように」』鳥

取で植物愛護教育を広めればいい。 

★『芸術文化』の観点が欠けています。『芸術文化』は、学校で教わる

ものではありません。『芸術文化』は、常に進化しています。未来にデ

ータは、ありません。進化させていくのは、先読み、深読みの有識者

のはずですけど。『気付き』『可能性』の読みが足りません。 

『多鯰ヶ池』：伝説、伝統歴史文化の「弁財天信仰」が汚されています。

「鳥取砂丘観光」に含まれていいはずなのに。生物、植物の宝庫だと

思われますが、宝の価値も知られていない。生きた『芸術文化』のな

い、鳥取では、調査もされていないようです。現状、荒れ放題。貸し

ヨットが放置されたままで、汚いです。ひど過ぎます。カヌー運航し

ているのに、放置されたままなのは、ここは無視されているのですか？

カヌーは、勝手に遊んでるだけで、放任されているのでしょうか？ 

『鳥取砂丘』：観光地として、全体が活かされていません。砂丘芸術の

評価がなされていません。芸術としての観点がなされていないからで

す。砂丘は、生きているので、成長進化し続けています。勝手に進化

を止めてもいます。★市民にとって、『鳥取砂丘＝観光地』 ★認識が

低過ぎます。恥です！ 

鳥取砂丘自然観察会、1月に参加しました。冬、荒天後、雨後の砂丘は、

『芸術の宝庫』です。カミナリの日以外、オフシーズンはありません。

図書館にあった、古い写真集『砂丘の幻想』に、昔の砂丘芸術が写っ

てました。『砂丘芸術』をご確認ください。鳥取砂丘は、近くまで歩か

ない限り、全貌が見渡せません。「展望台」からの眺め、「砂丘温泉」

などを整備すれば、オフシーズンのない観光になります。★『砂の芸

術博物館』の設立をお願いします。 

時代を早過ぎた『ガウディ』のような、『自然芸術（ドキュメンタリー

観点）』が、『現代芸術』です。 

★白兎神社、多鯰ヶ池の観光に、「砂像」は、不必要です。『白兎神社』

観光：「見せ物の白兎」をやめさせてください！ 白兎は、神様なのに、

白兎イジメです！『白兎との触れ合い広場』を創ってあげてください。

豊富で、貴重な植物、生物の生態系を活かして、郷土自慢させてくだ

さい。どうか、よろしくお願いします。 

提

案

者

13 

33 

１．基本方針ありきで各論を事務的に市民に押し付けるのではなく、

施設分類別に１０年後・２０年後の公共施設の具体像を早急に示し、

市民が議論できるようにすること 

住民説明会の参加者がご発言された通り、市民は「総論賛成・各論反

対」です。 

今回のパブリックコ

メントは、これから

の社会にあった公共

施設経営に転換する

ための基本的な方向
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資料を拝見した限り、市の規模に応じて公共施設を縮小・統合するこ

とが必要であることは理論的に理解できますが、個別施設の行く末が

明確ではないため、市民にわかりやすい方針となっていません。基本

方針策定と並行して、施設分類別に具体的な将来ビジョンのを示し、

現在の施設がどうなるか示さないと市民レベルの議論は盛り上がりま

せん。 

将来、個別施設の統廃合が示されたとき、市役所は「基本方針に従っ

て」と住民へ説明されるのでしょうが、それでは市役所と住民との間

に不毛な争いが生まれ、住民が市役所へ不信感を持つだけです。特に、

公共施設の見直しの影響が大きいと思われる新市域と中心市街地の住

民へは青写真作成段階からタイムリーに情報を開示し、住民の意見を

求めるべきと考えます 

性について、市民の

みなさまにご了解を

いただくことを一つ

の目的として実施し

ました。 

個々の施設について

は、今後、検討して

いく予定であり、そ

の際にも情報を提供

し、ご意見を求めて

いきます。 

 

34 

２．廃止施設は積極的に民間へ払い下げ、遊休施設を減らすこと 

特に中心市街地で空き施設となるものは積極的に民間へ払い下げ、活

用を促進すべきです。廃止となった公共施設をそのまま残していたの

では市内に廃墟が増えるだけであり、避けなければなりません。また、

廃止施設の建物を解体して更地にしても、市有地として市が保有し続

けていては、市の活性化につながりません。特に民間需要が高いと思

われる中心市街地の廃止施設は、解体の上、土地を民間へ売却し、積

極的に民間の活力に資するべきです。 

時価の低い市有地の売却にあたっては、簿価との差額が市の損失とな

ることについて、市民の反対があることも想定されます。しかし、地

価の上昇見込みが困難な現代において、含み損が現実化することをお

それて土地を保有し続けても、何のキャッシュフローも生まれません。

遊休地となる市有地は積極的に民間へ売却し、市のキャッシュ（売却

金+固定資産税等の税収）の増加と、市内経済の活性化を図っていただ

きたいと考えます 

未活用施設について

は、活用方法を検討

し、活用が困難であ

れば積極的に処分し

ていきます。 

処分が決定した際に

は、民間活力を活か

して効果的・効率的

な手法で取り組むよ

う検討します。その

際にはいただいたご

意見を参考として検

討させていただきま

す。 

提

案

者

14 

35 

経営基本方針概要を拝見し、おおよそその内容に関して頷くことがで

きますが、ただの一点だけ。 

「次世代への負担を軽減するため」に、鳥取の将来は、鳥取の将来を

担う次世代に任せるべきだと考えます。 

少子高齢化による人口減少。国からの地方交付税や補助金の削減。 

地域を支える社会インフラの維持継続でさえ、見込まれる税収にその

余剰はない。鳥取で生活しはじめて 1 年になりますが、出会う方々の

多くはこの事実に気がついています。 

とりわけ、20代 30代の若年層がそのことに敏感なのは、彼らが来た

る社会の主人公であり切実だからです。 

これまでに、鳥取市の政策は迷走を続けてきたように思えます。 

将来を担う若年層の彼らにとって、引き継ぎたいと思わせる事業はい

ったいいくつあるのでしょう。 

先のプレイヤーから持続可能性を提案されたとしても、彼らのまなざ

しを明るく変えることができるのか、これがわたくしが疑問するとこ

ろです。 

切実さは発明を産みます。自分たちで運営する鳥取を見据え、持続可

能な社会を最優先に考慮した発明は、切実な彼らこそが導き出すので

はなかろうかと予感します。切実さゆえに後天的に身につけはじめた

彼らの資質に触れるたびに、そのような予感を感じるのです。 

インフラ維持と見込まれる税収のバランスに関心を寄せ、鳥取の社会

を経営目線で捉え始めようとしている資質です。 

鳥取市は幸いなことに資金調達のショートが遠い将来に設定されてい

るのですから、若い彼らがじっくりと堅実に慎重を重ねて取り組む猶

ご意見のとおり、将

来を担う若年層のみ

なさまが、自らの発

想で「新しい公共施

設経営」に取り組ん

でいただくことが望

ましいと考えていま

す。 

一方で、老朽化した

危険な施設を放置す

ることや、現状の施

設管理を続けること

は、将来に大きなツ

ケを残すことになり

ますので、「不要な施

設を更新しない」「新

設を抑制する」とい

った施設量へのスリ

ム化に向けて大きく

舵を切りたいと考え

ています。 
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予があろうかと思います。 

経営基本方針概要を拝見し、おおよそその内容に関して頷くことがで

きますが、この方針のガバナンスを含めた運用を新しいプレイヤーに

委ねてみてはいかがしょうか？行政はそのバックアップに努めるとい

う大切な役割を担います。公共施設同様、市民の資質は資産であり、

利活用すべきだと考えます。 

 36 

鳥取市内の建築設計事務所に務めております。持続可能性を下敷きに

した社会にふさわしい、「新しい公共性」という概念があるのではない

かと考えていました。 

現在、鳥取市内の学校施設の耐震改修はほぼ完了しており、学校施設

以外の耐震改修への着手が始まる時期だろうと思われます。改修施設

の取捨選択とともに、機能集約のさせ方を経営目線で捉え直し、改修

要件として計画段階からプログラムしておくことが次の時代を迎える

にあたり必要なのであろうと考えています。以下はその具体的な提案

です。 

■これからの「図書館」 

新しい形態の図書館がたくさん誕生しているなか、大日本印刷がはじ

めた新規事業も、公共図書館+託児所+カフェというスタイルを選択し

ています。そのコンセプトは明快で、「図書館が人が集まる場所として

機能すれば、健康相談などさまざまな行政サービスも提供できる重要

な拠点になる」というもの。もともと人が集まりやすいコンテンツを

保有する図書館だからこそ、ぎゅっと行政サービスを集約させて、行

政リソースをコンパクトにしていくという発想はこれからの鳥取を考

えるうえで学ぶべきものがあると思えます。 

■これからの病院の 「待ち時間」 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFE2104S_W4A520C

1NNMP00/ 

病院の待ち時間を行政が利用する試みも生まれているようです。医療

関連項目だけではなく、防災や防犯、オレオレ詐欺や健康講座、救命

器具の説明、栄養指導など大きな生活セミナーを繰り返し開催するよ

りも効果はありそうです。 

■これからの小学校の「図書室」 

少子化のなか、小学校への機能集約が叫ばれ実践されています。たと

えば公民館機能を併設した場合の公民館図書室などは、「本と人が関係

する新しい場所」として企画してもよいはずです。 

http://www.kongo-corp.co.jp/_userdata/passion35/index.ht

ml#page=5 

http://blog.calil.jp/2013/05/blog-post_15.html 

上記リンクのように、本の並べ方をキュレーションと捉えることでコ

ミュニケートのあり方を模索する手法や表紙やタイトル、著者名のよ

うに眺めるだけで中身を想像できる本の性質を利用しランドスケープ

デザインのように本を並べていく手法などは、町の本屋さんや本フリ

ークの方々と月ごとに企画できると思います。 

本を基調としたワークショップスペースとしての図書室です。あるい

は公民館の調理室や会議室なども企画スペースとして考えることがで

きそうです。 

ステレオタイプな図書室よりも、使われ方を市民と企画しないと勿体

無いでしょうし、そんな本スペースが増えれば、全国の本好きが集ま

ってくれるかもしれません。りっぱな集会施設やコミュニティセンタ

ーなどよりは身近なかたちで町に溶け込むにはこの選択肢を考えても

良いと思います。 

ご意見のとおり、「新

しい公共施設経営」

を考える前提とし

て、行政だけで公共

サービスを提供する

ことに限界があると

考えています。 

市民・民間事業者の

みなさまのご意見や

知識をいただき、「こ

れからの社会にあっ

た新たしい公共サー

ビスに転換していき

たいと考えていま

す。 

ご提案いただいた、

改修の手法や大学と

の連携など、様々な

視点については、

個々の施設の方向性

を検討していく中

で、参考とさせてい

ただきます。 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFE2104S_W4A520C1NNMP00/
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFE2104S_W4A520C1NNMP00/
http://www.kongo-corp.co.jp/_userdata/passion35/index.html#page=5
http://www.kongo-corp.co.jp/_userdata/passion35/index.html#page=5
http://blog.calil.jp/2013/05/blog-post_15.html
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■これからの「改修案件」 

建築基準法の改正により、EV の構造要件が従来より厳しくなりまし

た。 

それによりリノベーションや改修のための政策が滞る可能性がありま

す。減築という選択肢も考えたほうが良さそうです。減築改修ではな

く、EV利用を停止したまま施設運用するという考え方です。 

たとえば、中層以上の公営団地などの改修は EV を含むと大きな予算

を計上する必要があります。 

居住スペースの収納を減らし、1,2F を高齢者、3F には若年層を割り

当てます。4Fは各住戸の倉庫として利用するといった利用率で仕分け

る方法もあるかと思います。 

他の施設も EV 利用を停止したまま用途変更などを行い、施設運用す

る手法を検討してみてもよろしいかと思います。 

■これからの「集合住宅」 

高層集住をやめて、空き家や空き地を埋めましょう。 

市役所移転がきっかけになり、移転先周辺に高層マンションの計画が

いくつもあると聞きます。高層集住は３階までと規制し、大きな問題

となっている空き地や空き家を埋める作業を進めた方が懸命だと思わ

れます。 

■これからの「大学機関」 

町のコトは町のナカで考えよう。大学機関は、これまでのような漠然

とした枠組みを網羅した学問ではなく、より具体的に、目的を達成す

るための学問を指向するようシフトしています。 

たとえば、広範囲にわたる学術を、地域のために修練して収斂させて

役立てようとしています。鳥取大学や鳥取環境大学はこの流れを取り

入れ、変容を試みて 4 年ほどになりますが、5 年目には大学院が用意

され、より学術研究の地域貢献への深度が増します。具体的に地域と

の連動を試みようとしているこれからの学術機関は、大学施設の中に

とどまっていて良いのでしょうか。町の事は、町に溶け込んだ環境で

考えたほうが良いのではないでしょうか。 

①まちなかに点在された大学施設は空きテナントの解消に寄与できま

す 

②若者の流入量が増えれば、店舗やテナントも新陳代謝し、町の雰囲

気も活気づきます 

③大学生でなくとも、店舗や場所を求めて若者が集まることが期待で

きます 

④今までの鳥取の町に無かった新しいビジネスチャンスが生まれ、新

たな人材流入や資本投下も期待できます 

現在、さまざまなコンテンツが駅前周辺に出来上がってきましたが（小

規模の大学施設も）、街なかが活気づくにはもう少しだけ足りないもの

があると考えています。それは定着する人口です。町なかそのものに

生活圏があり、目的地もある人たちが必要です。それはたとえば、大

学施設であり、大学生のための町なかハウジングです。 

 


