
「鳥取市公共施設の経営基本方針（案）」に対する 

地域審議会委員の意見と鳥取市の考え 

（市民政策コメント扱い） 

 

≪地域審議会委員からのご意見・ご提案≫ 

 平成２７年１月１３日から１６日にかけて開催された各地域審議会において基本方針（案）

の説明を行い、各委員からご意見等をいただきました。 

 いただいたご意見等については、“同基本方針（案）への反映”や“今後の協議の参考”とさ

せていきます。 

 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。 

 

 

○提案数等 

  

 国府 福部 河原 用瀬 佐治 気高 鹿野 青谷 計 

提案者 ３ ４ ６ ４ ６ ５ ４ ２ ３３ 

提案数 ７ ７ １０ ４ １１ ７ ４ ３ ５３ 

 

 ※各地域審議会の議事録は、各総合支所がとりまとめ、別途公開されますので、本資料は、要点

のみとしています。 

 ※“鳥取市の考え”欄は、審議会の場で回答したものもありますが、会の進行上、回答できなか

った案件も含め、このたび考えを整理しました。 

 

提案 NO ご意見 鳥取市の考え（回答） 

国 

府 

１ 

１ 

施設ごとについて具体的な記述がなく

わかりにくい。説明が足りない。 

個別の施設については、平成２７年度に方向を示

し、原則５年ごとに耐用年数経過施設を基本に具

体的な取り組みをしていきます。実施計画対象施

設については、地元と協議しながら進めます。 

国 

府 

２ 

２ 

旧国府支所建物の取扱いについて考え

方が新市域振興プランでは取り壊しと

なっているが経営基本方針とあってい

ないのではないか。 

経営基本方針の考え方の中にも、ニーズが低く建

物性能が低い施設は除却の考え方を示しており、

新市域振興プランの考え方とは整合性が取れて

いると考えています。 

３ 

「経営方針」という題であるが、方針は

具体的にどこに書いてあるのか 

全体が基本方針ですが、公共施設経営の目的（方

針案１９頁）を方針とみていただいてもいいと考

えています。 

４ 

戦略という言葉は適当か？だれと戦う

のか？戦略３には win・win とあるが

誰に勝とうとしているのか？市民をな

いがしろにしているように感じるが？ 

目的に向かっての手法として「戦略」という言葉

を使っています。国も「新成長戦略」などで使用

しており、一般的になっていると考えます。 

戦略３の WIN－WIN とは、新しい公共施設経営

は、行政のみで進めることは難しく、民間と一緒

に取り組み、双方がメリットのある取り組みを進



めようとするものです。市民との協働などは取り

組みの大前提となると考えています。 

５ 

１１ページの課題の記載で（５）のみが

白書と変えてある。「施設配置」が「市

民ニーズとの不一致」となっているがな

ぜか 

経営基本方針を考える過程で、市民ニーズの視点

が重要と考えて修正しました。施設配置の考え方

は戦略２で取り上げており、課題として無くした

ものではありません。 

６ 

施設を利用していない人の安全確保も

考えないといけない。施設にかかる経費

が大変だから減らそうという流れは見

える。過去の施設管理は、利用者自身の

責任で進めていた。そうしたことをテー

マにしてはどうか。 

現在も、地元体育会に地区体育館の管理をお願い

するなど、ご協力をいただいています。 

今後も公民連携を深め、生涯経費が抑えられる施

設の管理・運営手法を検討していきます。 

国

府

３ 

７ 

進めるにあたっては、あらかじめ住民の

意見を聞いて進めていただきたい。 

可能な限り、企画段階から市民と情報共有するよ

うに努め、各方面と協働・連携しながら進めてい

こうと考えています。 

福

部

１ 

８ 

P5 の対象施設に公園施設が２つある。

建築物ありとなしということだが、違い

は何か。また、その他施設とは何を示す

のか。 

公園施設の建築物は管理棟やトイレなどであり、

方針の対象とします。一方、建築物のない公園は、

その他一般の公園施設としています。 

その他施設は、行政用途ではなくなり、普通財産

に区分変更した施設を指しています。 

９ 

県有施設もあると思うが、連携はどうす

るのか。役割分担をしていくという解釈

でよいか。 

戦略 4 のとおり、県や周辺自治体とも連携を取

って進めていこうと考えています。 

福

部

２ 

10 

建物を解体して更地にするというとこ

ろまで考える予定であるか。 

平成２７年度以降、個々の施設の方向性を協議

し、処分すべきと判断がなされたものは、更地に

していくことも想定されます。ただし、解体に要

する財源を確保する必要があります。 

11 

29％面積を削減するとある。 

老朽化したままの状態で放置しておく

ことは危ないが、解体するにも経費がか

かる。 

解体には多額の経費は掛かりますが、市民の安全

を確保するよう対応する必要があります。 

保有する施設量を減らすため、解体のみでなく、

手法として建物付きの売却を行いたいと考えて

おり、研究しているところです。 

福

部

３ 

12 

戦略 8-①、②については、今後の 10

章にも出ているが、新しい総合的な部署

を作るということか。 

具体的な組織は進捗に合わせて考えますが、１つ

の課だけでなく、全庁で連携して行うということ

です。 

他都市の例だと、保育園用地と公園を交換して経

費を抑えたようなこともありました。これは、横

の連携によりできたことであるため、全庁に渡る

調整をしていくことが必要であると考えます。 

課をまたいだ庁内でのワーキングのほか、技術職

員の協力も不可欠であるため、技術職との連携を

強化していきたいと考えます。 



13 

戦略 8-③、事前協議についてだが、公

共施設に関することは包括的にやりま

しょうということだから、②に続けて、

又は～と入れることでいいのではない

か。 

②は、施設の設計から処分までを関係課が更に連

携を取っていく仕組みづくりです。また、③は企

画段階での事前協議についてのことで、類似して

いるようにも見えますが、それぞれ新たな考え方

ですので、分けた記載が望ましいと考えます。 

福

部

４ 

14 

P29 の支所の借地だが、市の考え方は

どうか。 

戦略 6-①のとおり、借地の解消に向けて中長期

的な視点で検討していきます。 

河

原

１ 

15 

施設総量縮減の数値目標があるが、これ

はもっと縮小してもいいのではないか。 

また、目標設定に利用率は考慮している

のか。利用状況もしっかり考えて欲し

い。 

維持しないといけない施設も出てくる

のだろうから、目標は厳しめに設定した

方がよいのではないか 

白書で算出した更新費とＨ24 年度の更新実績

額をもとに考えたものです。 

人口や経済状況の変化により目標数値の見直し

もあり得ます。 

P.40に個別施設における方向性の考え方を示し

ており、利用ニーズも考慮することとしていま

す。 

16 

「〇年後にはこの施設がこうなってい

る」というイメージについてはどうなる

のか。 

平成２７年度策定する基本計画（仮称）で施設毎

の方向性を示し、耐用年数等を見て判断すること

になりますが、P4 の下段にあるように、5 年ご

とに具体的計画を定め、協議しながら進めること

を考えています。 

17 

支所もブロック化という話が出てくる

のではないかと思うが、これに関する指

針はないのか、 

あればこの基本方針との整合性はどう

か。支所の部分をどうするのかは聞いて

みたい。 

総合支所のあり方については、今後協議を進めて

いきます。検討に関する情報等は、適宜お知らせ

していきます。 

河

原

２ 

18 

年に数回しか利用がないような施設は

縮小していくのだろうが、河原地域は 5

つの地区がある中で、施設を統廃合等す

ることで発生する跡地はどうするのか。 

地域活性化の視点もあるため、地域利用

として有効利用しようということにし

てはどうか。 

老朽化が進んだ施設は活用が難しいと思います。

建物の耐用年数があれば、地元での活用も考えら

れますが、利用が困難であれば、処分（売却や譲

渡）を検討します。 

19 

建物が老朽化していても使いたいとい

うニーズがある場合、耐震化や改修を行

っていくこともあるのか。 

もったいないといって残すのではなく、

ある程度は整理しないといけないと思

うが、市はまちづくり協議会を大事にす

る方針を出している。 

こうした団体からの利用ニーズに対し

施設機能や利用ニーズを考えながら進めること

を第９章に掲載しています。老朽化したものは除

却を考えています。 



て、気持ちがあるかどうか、何でもかん

でも減らすのか、頭に入れておいて欲し

い。 

河

原

３ 

20 

P9 に借地のことが書いてあるが、どの

ような施設であるか。総合支所もあるの

か。 

総合支所の中にも存在します。 

河

原

４ 

21 

38 の施設分類で 1,000 を超える施設

があるが、この施設（数）を 29％削減

するのか。 

床面積ベースで減らしていきます。 

22 

“利用率〇％以上なら残して、〇％以下

なら統廃合”というように利用率の度数

に応じて線引きをしてはどうか。 

これは厳密に調査をするべきで、どこで

線を引くのか、決めるのかということが

必要と思う。 

既にそうした基準があるのかと思って

いたが、一定の基準がないと整理できな

いのではないか。 

現在は、詳細な利用率が把握しきれていない状態

ですが、今後は、一定の基準で利用状況を把握し、

個々の施設の方向性を検討していきます。 

（例えば午前中の利用が多い施設と夜間の利用

が多い施設は、統合が可能という事例もありま

す。） 

河

原

５ 

23 

いまの総論段階は良いが、各論に入ると

意見が相対してくる。 

施設が減ることも我慢が必要と思うの

で、進め方を考えてほしい。 

基本的には、耐用年数をもとに周辺の施設もみな

がら複合化などを考えていきます。 

複合化によってご不便をおかけすることもある

と考えますが、将来に過度な負担を残さないよう

にご理解をいただけたらと考えています。 

具体的な見直し（実施計画）については、あらか

じめ公表し、ご意見をいただきながら検討してい

きます。 

河

原

６ 

24 

ハコモノのみを対象とあるが、P5 にあ

るように道路や橋梁、その他の関連施設

もある中で、なぜ切り離して考えるの

か。 

この経営基本方針（案）はハコモノのみですが、

道路などについても取り組んでいます。 

ハコモノとインフラについての方向性は、総務省

から策定要請を受けている「公共施設等総合管理

計画」として、平成２８年度までに策定する予定

としています。 

用

瀬

１ 

25 

具体的な議論が進んでいるものがある

か。あれば教えてほしい。進める時に、

町民の意見が言える場を設けてほしい。 

用瀬地域の保育園など、地元と議論をしている例

があります。今後も市民と情報共有し、意見等を

いただきながら進めていこうと考えています。 

用

瀬

２ 

26 

市が借りている土地（借地）の対応をし

っかりしてほしい。 

それぞれの土地で、借上げの経緯や理由が異な

り、検証していく必要がありますが、可能な限り

借地を解消し、財政負担の軽減に向けて取り組み

ます。 

用

瀬

３ 

27 

一つの保育園で園児数が少ないと、小学

校に上がる時にかわいそう。保育園をま

とめるのに合わせて、バス送迎をするな

個々の施設の方向性については、平成２７年度か

ら協議していきます。 

いただいた意見は今後の協議の参考とさせてい



ど考えてほしい。 ただきます。」 

用

瀬

４ 

28 

この取り組みを進める場合、内部の協議

だけで進めるのか。 

「新しい公共施設経営」を進めるためには、市

民・事業者と行政との協働が不可欠と考えていま

す。可能な限り、各方面と情報共有し、協議しな

がら進めていこうと考えています。 

佐

治

１ 

29 

アンケート回収率が 32％というのは

低いと思うのだが、有効と判断している

か。 

統計学的に見て、有効な回答数を得ていますの

で、十分な回収率であると考えています。 

30 

地域の集会所の改修はどうであるか。 

譲渡前に直してもらうようお願いした

い。 

金額が決まっていますが、譲渡時に修繕対応して

います。また、譲渡後の修繕は、協働推進課の補

助金を利用していただいています。 

31 

利用者が３、４人であっても、利用があ

るうちは削減の対象とすることを待っ

ていただき、資料の１６ページにあるよ

うに“地域に住み続ける”ことができる

ようにしてほしい。 

利用圏域と施設分類の両面から、これからの取り

組みを進めていきたいと考えています。 

住み続けられるために、地域の拠点となる施設の

機能を充実させることを検討していきます。 

32 

今後は人口が減っていくが、使わないも

のは減らし、使いやすくするように考え

て欲しい。また、借地は先に整理するべ

き。 

利用状況を調べた上で方向性を協議していきた

いと考えています。 

一方で稼働率を高める取り組みも推進します。 

また、借地の解消も検討していきます。 

33 

複合化の際の交通手段についてはどの

ように考えているのか。 

複合化の議論と併せて行われるものか、

別個のものか。 

どの程度の距離以降から交通手段を確保すると

いうような基準は設けていませんが、複合化の検

討と同時に考えるべきことであると考えていま

す。 

佐

治

２ 

34 

P26 の数値目標は、財政面での計算か。 

何を根拠に出しているのか。 

今後５０年間に発生する施設の更新経費を一定

の基準で積算し、それと平成 24 年度の更新経費

実績額を比較して算出しています。 

佐

治

３ 

35 

この計算は現在の施設についてであっ

て、将来の新規施設は含まれないという

ことか。 

新規の建設（建替えでなく、全く新しい施設を新

築すること）については含めていません。 

36 

住民１人あたり面積は地域によって差

があるため、これを平等にすることはで

きない。 

地域の特性や地形もありますので、全て平等にす

ることは困難であると考えていますが、全体とし

て施設総量を減らしていく必要があると考えて

います。施設のあり方については、利用圏域と施

設分類の両面から考えていきます。 

佐

治

４ 

37 

都市部と郡部ではひずみが大きいと思

う。 

ハード重視ではないという考えのもと

で、PDCA サイクルをしっかり回して

取り組んでほしい。 

１つの経営方針として良いと思う。 

原則として掲げるとおり、ハードよりソフトを重

視して取り組みます。 

また、着実に事業を進めるため PDCA サイクル

を回して取り組みます。 

佐 38 佐治として、（施設の問題を）自分のも 今後も市民のみなさまと情報を共有できるよう



治

５ 

のとして考えていかないと。 

使わない施設や借地は将来に負担とな

るものだから、自分のこととして考えて

いかにあといけないと思った。 

努めていきます。 

佐

治

６ 

39 

施設を取り壊すにしても、クリアしない

といけないことも多い。 

いろいろな面で合意が取れたものでな

いと、なかなか進まないのではないか。

この目的で建てたからこの目的でない

と使えないということではなく、融通性

を持っていってほしい。 

補助金を活用して整備した施設については、法の

規制（補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律等）もありますが、耐用年数が到来する施

設をまとめ、近隣との兼ね合いなどを考慮して調

整を図り、合意を得ながら進めていくと考えてい

ます。 

可能な限り融通性を持って、横の連携を取りつつ

取り組んでいきたいと考えています。 

気

高

１ 

40 

市町村合併した時に、市民の意識が統合

していく方向に切り替わらないといけ

なかった。複合化や売却など、スリム化

は仕方ない。使っている人は今のままが

いいだろうが、情報を知っていただく必

要がある。 

現施設のあり方を見直す場合、ときとしてご不便

をおかけすることが有るかもしれませんが、次世

代に過度な負担を押し付けないため、「新しい公

共施設経営」へ転換する必要があると考えていま

す。この基本となる考え方について、ご理解いた

だくため、各種情報を提供していき、本経営基本

方針にもご賛同をいただけたらと考えています。 

41 

住民と行政が一体となることが大事。 「新しい公共施設経営」の推進には、市民・事業

者と行政と協働が不可欠と考え、公民連携を強化

することを基本方針に盛り込んでいます。 

気

高

２ 

42 

以前、体育館を民間委託していく話が出

ていた。改修工事をして民に委託、使用

料を取って民で運営できないかという

話であるが、どうなっているのか。 

使用料見直しの際に、地元管理を検討していただ

いた経緯があります。現在も制度は残っています

ので、ご意向があればご相談ください。窓口は教

育委員会分室です。 

43 

市全体の考えもあるが、町村ごとに具体

的なデータを出せば、協議が早いのでは

ないか。 

個々の施設について協議する平成２７年度以降、

旧行政区域（町村）ごとに具体的なデータを出し

て協議することが必要と考えます。一方で、旧行

政区域を超えた施設の整理・統合の必要もあると

考えています。 

気

高

３ 

44 

総論はＯＫ。各施設の具体的な耐用年数

を見せながら複合化などを考えていっ

てはどうか。数値や資料を出しながら、

今後どうしていくか議論すべき。 

現時点においては、耐用年数や利用状況等につい

ての概要を公共施設白書で公表しています。さら

に詳しい情報（数値等）を提供するよう準備を進

めており、それらをふまえて協議していきたいと

考えています。 

気

高

４ 

45 

関心が薄いのではなく全市的なもので

分かりにくい。各町に何があるか示すべ

き。地域がどう考えているのか聞くこと

が大事。地元住民の意向を聞く。 

個々の施設の方向性については平成２７年度以

降に議論していくこととします。平成２６年度に

おいては、「鳥取市が『新しい公共施設経営』に

転換してよいか。その方向性は基本方針（案）の

内容でよいか」ということをお尋ねしています。

各町のデータについては、個々の施設について協



 

議する平成２７年度以降、具体的なデータを出し

て協議することが必要と考えます。 

個々の施設については、地域・地元住民に情報を

提供しつつ、ご意見を伺いながら検討していきた

いと考えています。 

気

高

５ 

46 

コンパクトシティの理念は分かるが、歩

いて施設に行けない所に住んでいる人

はどうなるのか。 

コンパクトシティをめざし、地域の拠点に施設等

を集約することと合わせて、公共交通の確保な

ど、移動手段を確保できるように努めたいと考え

ています。 

鹿

野

１ 

47 

P38 の小中学校の部分で、長期休業と

はどういうことか。 

夏休み・冬休みを表しています。 

他市では家庭科室を地域の取り組みに開放する

というような事例もあり、稼働率を高める取り組

みとして検討していきます。 

鹿

野

２ 

48 

まだ総論の段階であるため、具体的な話

にならない意見を言おうにもわからな

い。 

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。 

鹿

野

３ 

49 

集会所の譲渡というのはどういうこと

か。 

集会所は、地区ごとにある集会施設のことです。 

すでに取り組みを進めており、地元に無償譲渡

し、管理・運営をお願いしています。 

鹿

野

４ 

50 

今後、複合化を進めていくということ

か。 

戦略１に掲載していますが、地域の拠点となる魅

力的な施設を作るため、稼働率をふまえて複合化

などを検討していきます。 

青

谷

１ 

51 

まだ具体的なものが見えないが、計画段

階で市民に情報を提供し、外部からの意

見を聞くようにしてほしい。 

可能な限り、企画段階から市民と情報共有するよ

うに努め、各方面と協働・連携しながら進めてい

こうと考えています。 

青

谷

２ 

52 

決まったものを地元に説明するのでは

なく、意見が双方向になるようにしてほ

しい。 

可能な限り、企画段階から市民と情報共有するよ

うに努め、利用者等の意見を参考として施設経営

に取り組む考えです。 

53 

人口が薄くなっているので、集約して密

度を増やしていくことは必要である。 

鳥取市では、人口減少社会に対応していくため、

コンパクトシティへ転換をめざしています。今

後、立地適正化計画等と連動して、地域の拠点と

なる施設への機能の集約を図ります。 


