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「鳥取市公共施設等総合管理計画（案）」に対する「鳥取市公共施設等総合管理計画（案）」に対する「鳥取市公共施設等総合管理計画（案）」に対する「鳥取市公共施設等総合管理計画（案）」に対する    

市民政策コメントと鳥取市の考え市民政策コメントと鳥取市の考え市民政策コメントと鳥取市の考え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～～ご意見をいただき、ありがとうございました～～ご意見をいただき、ありがとうございました～～ご意見をいただき、ありがとうございました～    

 

 平成２７年１０月５日から３０日にかけて、「鳥取市公共施設等総合管理計画（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、今後の協議の参考とさせていただきます。 

 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。 

 

募集結果募集結果募集結果募集結果        提案者数：８名提案者数：８名提案者数：８名提案者数：８名    意見：２７件意見：２７件意見：２７件意見：２７件    

       内訳（提出方法）メール：１名、郵送：４名、電話：１名、直接意見：２名 

 

 

提案 NO ご意見・ご提案 鳥取市の考え 

１ 

提

案

者

１

 

充当可能財源の基準が平成２４年度なのは

なぜか？（３２頁） 

年度によって公共施設にかける予算額は変動

しますが、市町村合併後の数年間は合併に伴う臨

時的な財政需要があったこと、平成２０～２３年

度までは平成１９年に起きたリーマンショック

の影響で国の各種臨時交付が増え、特殊事情の下

での財政規模であったことなどを踏まえて、公共

施設にかける年間予算の基準は平成２４年度値

が妥当と判断しました。 

２ 

実施計画をつくるのはこれまでどおり事業

課なのか？ 

ご意見のとおり事業化に向けた実施計画の策

定・事業実施は各施設所管課です。 

施設整備にあたっては、「どのような公共サー

ビスを提供すべきか」が重要であり、その判断等

は施設所管課（サービス提供者）が行うことが最

良と判断したためです。 

ただし、実施計画の策定にあたっては、総合管

理計画等に即すことはもちろん、最も効率的・効

果的な施設の確保策について庁内横断的に検討

する必要があると考えています。 

３ 

提

案

者

２

 

総論過ぎて分かりにくい。この内容でいい

のか？ 

鳥取市公共施設等総合管理計画は、総務省が示

す策定指針に沿って作成しております。 

総合管理計画は、“公共施設等の現況及び将来

の見通しをふまえ、その維持管理・更新等に関す

る基本的な方向性を示し、中長期的な視点で計画

的なマネジメントを推進するため”に総論として
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策定するものです。具体的な取り組みは個別施設

計画（総合管理計画３頁参照）で検討します。 

４ 

市民は何をすればいいのか？ まずは、公共施設等をとりまく現況と、今後の

課題についてご理解いただけたらと考えます。 

その上で、市民・議会・事業者・行政が、一緒

になって具体的な取り組みを検討していきたい

と考えています。 

５ 

市庁舎も公共施設だと思うが、この計画の

内容とあっているのか？ 

市庁舎も公共建築物の一つであり、総合管理計

画の対象としています。公共建築物のマネジメン

トは、「鳥取市公共施設の経営基本方針※」に掲

げる、“公共サービスの維持・向上”“安全・安心

な公共施設の提供”“次世代への負担軽減”の３

本の柱を目的としており、新本庁舎建設は、この

目的に即した取り組みであると考えています。 

※公共建築物の個別施設計画（総合管理計画３頁

参照） 

６ 

提

案

者

３

 

一番の納得性に欠ける点は、新庁舎建設と

の対比です。これは今は財産経営課の所管

ではないとの意見があるかもしれません

が、一般市民は掛かる経費問題には注目し

ているということです。新市庁舎ではいつ

の間にか膨大な金額が増額計上されてお

り、執務する市長殿以下各職員の方々が真

新しい部屋でにこやかに微笑むのを思い描

くのとは対照に、一方では縮減（充）とい

う普段使わない言葉で説明をされてきてい

る、要するに廃棄統合で不便になる地域の

市民の不満の顔の対比があまりにも理不尽

ではないかということです。 

市庁舎を含め、学校・地区公民館・保育園など

公共建築物のマネジメントは、「鳥取市公共施設

の経営基本方針※」に掲げる、“公共サービスの

維持・向上”“安全・安心な公共施設の提供”“次

世代への負担軽減”の３本の柱を目的としてお

り、それぞれの施設が担う公共サービスの方向性

を踏まえつつ、施設の複合化・多機能化・集約化

等を図るとともに、計画的かつ効率的・効果的な

維持管理・修繕・更新等を進めることで、コスト

の平準化・抑制に取り組んでいきます。 

新本庁舎建設は、耐震化に併せ、分散している

本庁機能の統廃合を行うものであり、この目的に

即した取り組みであると考えています。 

施設の更新に当たっては、市民（地域）の皆さん

のご意見・ご提案、複合化や集約化による機能の

維持・向上（１カ所でより多くのサービスを受け

ていただけるなど）や維持管理コストの縮減、移

動距離などのさまざまな観点から総合的に検討

し、情報を共有しながら、ご理解いただけるよう

努力していきます。 

※公共建築物の個別施設計画（総合管理計画３頁

参照） 

７ 

最近いつの間にかインフラも含めるという

ことになっています。インフラを含めると

縮減ではなくなります。施策の一貫性がな

まちづくり及び市財政を考えていく上で、公共

建築物とインフラの両方を総合的に考えていく

必要があります。それぞれ性質が異なるため、進
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くなるのではありませんか？。これをもっ

と遡って考えてみると、１０年前の全国の

市町村合併を推進してきた本当の（真の）

理由がここにあったのではないかという思

いに達します。地域の小さな自治体では人

口減少がみこまれ、財政がもたないことが

推測されるなかの国の方針ではなかったか

ということです。公共施設もインフラも小

さな自治体では維持・新規設置は出来ない

わけです。鳥取県では合併していない日吉

津村は人口も増え施設も立派になっている

ことを見れば合併の良し悪しにも関わって

きてしまいます。経緯の中にこの辺の説明

を入れるべきではと思います。昨年の総務

省の指示から始まったとは思われません。 

める施策は異なりますが、目的は合致していま

す。 

本市において公共施設更新問題を考える上で、

市町村合併の要素をふまえる必要がありますの

で、記載内容の検討をします。 

８ 

先進事例の講演はたまたまかもしれません

が千葉県の自治体でした。民間活用は時代

の流れでありぜひ進めていただきたいと思

います。新市庁舎は検討する時間がない

（？）ということで見送りと聞いています

が・・・・。 

ただ首都圏と鳥取ではまったく違います。

民間企業から見た魅力度が今鳥取市にあり

ますか。全国で公共施設更新問題がある中

で、民間から参加したいと思われる事柄が

ありますか。いま検討しているのではすで

に遅いと思いますし５０年間の計画なんて

ありえません。実施が５０年間だとしたら

今年度中にスケジュールが見えないと結局

行き当たりばったりの対応となってしまい

ます。今勉強・研修では遅いと感じていま

す。民間企業がお付き合いしたい、提案し

たいと思うのは結局は担当職員の質です。

そういう時代になっています。他の自治体

との競争という意識を持っていただきたい

と思います。 

公共施設等総合管理計画は、大きな指針（方向

性）を示すものであり、実行に移すには、５０年

より短い期間の実施計画等を策定し、取り組んで

いく必要があります。 

鳥取市公共施設等総合管理計画の計画期間を５

０年間とした理由は、更新費用のピークが２０～

４０年後に来ることをお知らせすること、また、

その期間を含めた取組みとするため、５０年間と

設定しました。 

民間活用や職員の質等のご意見については、今

後の公共施設経営・自治体経営に向けて大変重要

な視点であると考えることから、参考とさせてい

ただきます。 
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９ 

提

案

者

４

 

対象の中に漁港が入っていないのはなぜ

か？漁港には多額の費用がかかると思う

が、意図的に隠しているのではないか？ 

総務省の策定指針により、現在施設の現状が把

握されている施設を対象とし、各個別施設計画と

の整合性を図り策定しています。 

農道・林道、河川、漁港などは、現状把握が不

十分であり、今後、固定資産台帳の整備に合わせ

て、適宜、計画に追加することとしています。 

１０ 

提

案

者

５

 

インフラは生命、安全にかかわるため今後

も利用頻度が見込まれる場所は原則改修、

更新は必要であるが 

（1）現状把握と将来の理粋性、人、車など

の流れの推測。そして廃止、継続に分け修

復箇所は優先順序を付ける。 

（2）今後の必要度を調べる。頻度が少なけ

れば通行止、廃止を考える。少しの利用が

見込まれるなら、う回路、代替え手段等を

考える。 

（3）今後も相当利用が見込まれるインフラ

は安全の面で更新せざるを得ない。縮小で

きるものは行い経費の削減を図る。 

いただいたご提案については、同様の内容を基

本的な方針として掲げています。 

１１ 

提

案

者

６

 

まず現状把握。現在の更新が必要な建物を

把握。その中で利用価値、頻度のかなり低

い物。近くに似たような建物がある物。県

立、市立で重複して似たような建物は古い

方は廃絶。 

いただいたご提案については、同様の内容を基

本的な方針として掲げています。 

１２ 

学校は将来の集中計画を把握して廃校対象

は除外。 

学校については、校区審議会等の議論を基に検

討をしていきます。 

１３ 

公共施設の建設は将来の利用頻度、価値を

考え、なくて済む建造物は建てない。例え

ば県立美術館、市民美術館。鳥取市庁舎も

公共施設の一環として考えるべきである。 

更新費用に今後５０年間で毎年２２０億円

も要する試算値だがこれは地方財政、市民

にとって死活問題である。そのことから市

庁舎はできるだけ経費削減を図る必要があ

る。 

市庁舎・学校・地区公民館など公共建築物と道

路・橋りょう・上下水道などインフラの計画的か

つ効率的・効果的な維持管理・修繕・更新等を進

めることで、コストの平準化・抑制に取り組んで

いきます。 

１４ 

できるだけ既設の公共施設を活用し、無駄

を省くことをしないと財政赤字は天文学的

になり回復不能な破たんを来す。 

いただいたご提案のとおり、次世代に過度な負

担を残さないように計画的に取り組んでいきま

す。 

１５ 

吉成に県立産業体育館と市立体育館が向か

い合って建っている。どちらかを廃絶する

こと。 

個別施設の方向性については、総合管理計画で

は記載しませんが、ご意見として承ります。 
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１６ 

更新を必要とする公共施設の中で利用頻度

の少ない所、他で流用が利く所、近くに県

立、民間の似たような施設があればそこを

利活用し廃絶する。 

いただいたご提案については、同様の内容を基

本的な方針として掲げています。 

１７ 

更新を要する公共施設に更新の優先順位を

つけ、ここ１，２年で更新を要する施設を

必要最小限度に絞り込む。残りについては

今後の都市計画、建築計画を睨んで来年度

以降考察していく。 

公共施設の更新優先度を検討しつつ、計画的な

施設更新に努めていきます。 

１８ 

将来の鳥取都市計画並びに国の行政機構、

地方行政区域の集中、合併、道州制への移

行等を睨み公共施設を新設、廃止計画等を

考察しながら実行計画を立て常時刷新して

いく必要がある。 

将来のまちづくりを見据えた事業展開を進め

ていくことを総合管理計画に記載しています。 

１９ 

総合支所で若し更新を要する処があればそ

の部署のみ思い切って廃絶する。また建物

すべて廃止し他の建物を利活用する。 

個別施設の方向性については、総合管理計画で

は記載しませんが、ご意見として承ります。 

２０ 

今後５０年間で１兆９９５億円、１年あた

り２２０億円を要するとのことだが、これ

を全て地方自治体で賄うのは不可能であ

る。国と地方がよく話し合って決めるべき

である。国家的見地から国造りの一環とし

て考えるべき課題である。このことを県な

り、国へ提言すべきである。 

この課題は、国をはじめ全国の地方自治体共通

の課題であり、総合管理計画は総務省から策定要

請があったものです。今後も国等に対して支援の

充実等を要望していきます。 

２１ 

市民が意見を出し合い、行政へ提案するプ

ロジェクトチームを編成してほしい。それ

に参画し市民サイドの意見を出し合って徹

底的な議論がしたい。 

今後、具体的な取り組みを進める上で、地域の

意見が反映できるような仕組みを検討します。 

２２ 

提

案

者

７

 

小学校の統廃合。例：久松・醇風・遷喬を

統合し一つの小学校とする。跡地は売却す

る。市内中心地であるのでコンパクトシテ

ィ推進のための住宅地として利用。得た売

却益をインフラの更新に充当する。 

今後、具体的な取り組みを進める上で、地域の

意見が反映できるような仕組みを検討します。 

２３ 

利用率の少ないあるいは老朽化した運動施

設（体育館・テニスコート等）を解体後売

却する。得た売却益をインフラの更新に充

当する。 

個別施設の方向性については、総合管理計画で

は記載しませんが、ご意見として承ります。 

２４ 

提

案

者

８

 

市民、市・県・国会議員に対しての施設見

直し説明対応について、統廃合、閉鎖にな

ると存続を強く求めてくるであろう。しっ

かりインパクトのある資料と説得力を望

市民や議会、各関係者にご理解いただけるよう

様々な形で情報提供していきます。 

施設利用状況については、ご提案のとおり人

数・実使用時間を把握するため本年度４月から統
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む。施設の利用者実績は単なる人数でなく

実使用時間（延べ）を算出し、ある基準以

下は統廃合する等の基準を出し検討する。 

一した方法を各施設に依頼をしているところで

す。 

２５ 

鹿野の旧勝谷小学校用地に太陽光発電設備

が現有設備にプラス増設が計画されている

が、なぜ必要なのか分からない。設備は１

０年間で売電価格の下落が予想されるのと

パネル等設備の更新、修繕等が必要となる。

エコエネ等の教育のデモンストレーション

にしては鹿野小学校にあり、その必要が分

からない。費用対効果を含め予算化される

のは、市民の血税を投入する気持は、公務

員とは何か市役所職員とは何かもう一度問

い直す（研修）民間企業に出向しノウハウ

を、マネージメント等を取得すべきである。

低所得で苦しむ市民感情を察してほしい。 

ご指摘のとおり、売電価格の下落等が予想され

費用対効果が得られないと判断されるため、今

後、旧勝谷小学校プールに太陽光パネルを増設す

る予定はありません。 

公共施設経営に関する職員研修は今後も実施

していく予定としています。 

２６ 

構造物の点検が、５年に１回となっている

が環境変化により構造物の劣化速度が変化

するので、５年では長すぎて修繕時期の遅

れにより修繕費が急速に拡大するケースが

多いと思われる。 

≪参考：JR 西 KK の検査周期（省略）≫ 

５年に１回の近接目視は国の法律で定められ

実施するものです。道路施設については、定期点

検・診断以外にも、道路パトロールによる日常点

検等も実施していくこととしています。 

２７ 

鳥の劇場の耐震化（体育館）について。旧

鹿野小学校ではなく新しく鉄筋コンクリー

ト造の湖南小体育館を使用すべき。ふる里

ミュージカルで演劇の土壌は出来ていて

も、公共設備のあり方を問われているのに

変だ。 

個別施設の方向性については、総合管理計画で

は記載しませんが、ご意見として承ります。 

 


