
鳥取市市政改革プラン（素案）に対する市民政策コメントの結果について

このことについて、令和元年11月25日（月）から令和元年12月23日（月）に実施したところ、8名の方から31件のご意見・質問等をいただきました。
ご意見・質問等の内容とそれに対する本市の考え方は次のとおりです。
※公表に際しては一部を要約しているものがございますが、所管課及び関係機関へは原文のまま伝達しております。ご了承ください。

番号 ページ いただいたご意見・質問等 ご意見・質問等への本市の考え方
1

-
鳥取県の各市内の公園を鳥取方式の芝生にしてください。県の公園課、鳥取方式の芝生化事務所

（局）など、その他スポーツ推進課など関連する課が連携して実行していってください。

2

-

スケートボード練習場は、鳥取市役所本庁舎新設によりなくなり、現在は、市民プールが会員制のス

ケートボード練習場になっているそうですが、プールの壁に激突する恐れがあり大変危険です。倉吉

市は、スケートボード広場が設置されているそうです。合併して広くなった鳥取市にも、是非２ヶ所

以上設置していただくようお願い致します。

3

-

ゴミサーの導入を要望します。ゴミサーは、ゴミステーションのスペースの削減、衛生管理、悪臭消

去、ゴミ運搬車の走行回数削減、ゴミの減量、焼却炉の燃料削減につながることは言うまでもありま

せん。ゴミ出しも楽になり、リサイクルになります。ゴミサーの導入を県全体の施設に補助金等も創

設し、推進してください。

4
-

駅南にも「くる梨」を走らせてください。駅北同様、税金を払っている市民が住んでいるのですか

ら。日本赤十字病院には「くる梨」が行くのに市立病院行きはあまりにも本数が少ないです。

5
-

子どもたちの遊べる全天候型の施設の設置を望みます。

天候の悪い日が多い山陰地方です。ぜひお願いします。

6

-

「パブリックコメント制度」の、学生への周知を望む。多くの学生は制度すら知らないため、もう少

しパブリックコメント制度を多くの学生に知らせることができたら学生が市政に触れる機会も増える

のではないかと思う。

7 P9 施策2-2-3 モバイルワークについて

モバイルワークを導入して、もし外でPCを紛失したらセキュリティ面で心配。

庁舎外で使用するモバイルワーク専用ノートパソコンは仮想化技術や暗号化

技術を活用することにより、データ保存ができないものとします。またID、

パスワードの強度を高めるなど、紛失時の第三者による情報流出、不正利用

の防止対策を施します。

貴重なご意見ありがとうございます。いただいた内容については各所管課及

び関係機関に伝達し、今後の参考とさせていただきます。
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番号 ページ いただいたご意見・質問等 ご意見・質問等への本市の考え方
8 P8 施策1-1-1 指定管理者制度について

鳥取市の施設なら市役所の職員が運営した方がいいと思う。災害時の避難所になっている公民館もあ

るので、市役所の職員の方がいいのでは？

この度の取組は、公民館の管理運営を地域団体が自ら行うことで、これまで

以上に地域の方々の裁量を活かした柔軟な公民館運営を目指すものです。た

だし、一律に運営主体を指定管理者とするのではなく、あくまで地域の方々

と十分な協議を行った結果、指定管理者での運営が望ましいという結論に

至ったうえで、希望される公民館において実施していくこととしています。

なお、災害時の避難所として機能させる場合は、公民館に限らず体育館など

も含めて市の職員（避難所班）を現地に派遣し、対応しています。

9 P8 施策1-1-1 指定管理者制度について

外部に委託するなら、ちゃんと信用できるところでないといろいろ心配。

この度の取組は、地域の方々が自ら公民館運営に携わることで、より柔軟な

公民館運営を目指すものですので、指定管理者は主に地域団体を想定してい

ます。

10 P8 施策2-1-2 フレックスタイム制度の導入について

窓口対応の多い部署だと導入するのが難しいのでは？

いただいたご意見も参考としながら、フレックスタイム制度の導入にあたっ

ては各部署の実態に併せ、業務に支障のないよう制度を検討していきます。

11 P8 施策2-1-2 フレックスタイム制度の導入について

同じ部署でも勤務時間が合わなくてコミュニケーションをとりにくくなる気がする。

フレックスタイム制度の導入にあたっては、必ず業務に従事しなければなら

ない時間帯(コアタイム）を設け、コミュニケーションに支障のないよう検討

していきます。

12

-

① 素案を読みましたが、非常に一般市民にはわかりにくく、一定の行政経験や関係者しか理解できな

い難解な用語や文章が多く、市民政策コメント意見として具体的に出しづらい。平易な文章や市民へ

の説明会をやるべきで、形式的に感じる。

本文についてはできるだけ平易な言葉遣いや注釈をつけるなど、市民の方に

少しでもわかりやすい表現に努めます。

また、説明会の開催については今後検討し、実施計画が完成した段階で市民

の皆様への分かりやすい説明に努めます。

13 P5 ② また、「多様なニーズへの対応」では、平成30年度「鳥取市の行政サービスに関する市民アンケー

ト調査」が引用され、「多様なニーズが高まっています」と表現されています。次のパラグラフで

は、「個人の価値観等も大きく変化しています。」とあり、前者の表現との関係性が不明確ととも

に、「変化している」その根拠について、国民や市民の変化を客観的データで示していくべきです。

そして、「暮らしを維持するための新たなニーズの発生や個人的な多様化・・・」の記述は、推定・

予測であるなら、そうした端的なデータ等を示さないと言い切れないし、「考えられます」という、

やや説明責任にかける表現は適切ではないと思います。

ここでは、シンクタンクや国が実施した国民の価値観や生活実態に関する調

査等を参考に、一般論として簡素に表現しているものです

2 



番号 ページ いただいたご意見・質問等 ご意見・質問等への本市の考え方
14 P5 ③ 「人口減縮時代における自治体のあり方」については、国の考え方が紹介され、イメージ図があり

ますが、市政改革プランの素案であるなら、その後の各論に入る基本的な考え、方向を示そうとして

いるなら、何よりも鳥取市との関係で、今回のプランとどう関係しているのかを記述しないと全く分

かりません。

5ページの下には、このあり方を含めた3点に関する資料や出典が付記されていますが、市民アンケー

ト調査結果や自治体戦略2040構想研究会を読んで理解しないとコメントできないと考えます。

 その点で、①でも指摘しましたが、真に市民の意見を反映させて、市民とともにまちづくりを展開

する姿勢があるならば、住民自治基本条例の趣旨を生かして市民に直接、説明し理解してもらって、

市民と正面から向き合う行政こそ市政改革になると考えます。ぜひ、策定までに英断実行をお願いし

ます。

より分かりやすくなるよう表現を見直します。

本文中の資料や出典については、本プランを公表する際にホームページにリ

ンクを貼るなど容易に参照できるようにします。

また、本プラン（素案）は、各専門分野の委員や公募委員により構成する鳥

取市行財政改革推進市民委員会に説明しご意見をいただき作成しておりま

す。併せて当市民政策コメントでいただいた意見も本プランに反映させてい

きます。

15 P11 ④ その点にも関わりますが、11ページにある「推進体制と進行管理」について、「計画・策定・見直

しにあたって、市議会と緊密に連携していきます」とありますが、なぜ市議会でしょうか。むしろ、

市民とともにまちづくりこそ基本にした策定・見直しを行うことではないでしょうか。

市民を代表する市議会や市民委員会のご意見を尊重しながら本プランの策

定・見直しを行なっていくという表現に修正します。

16

-

⑤ もう一点だけ、内容に立ち入ってコメントします。「とっとり市議会だより 令和元年9月定例会

号」一般質問欄の「誤記の指摘について、専門性、指導性、知見や経験の蓄積不足など、組織が十分

に機能していない」ということについての市⾧答弁を読むと、「市政改革プランの骨子案の内容も踏

まえて、柔軟かつ適正な業務遂行のための組織力の向上を推進していきたい」とあります。答弁は、

今回の素案のどこに含まれるでしょうか。取り組みの概要の柱のどの部分で、施策のどれにあたるの

でしょうか、市民には全くわかりません。

ご質問の内容については、令和元年9月議会の一般質問で「鳥取市人権施策基

本方針（第2次改訂）」の誤った表現をご指摘いただき、今後の再発防止に向

けた取組について答弁しているものです。取組の概要の施策2-1-3において、

新たなチェック体制や組織力の強化を目指す内部統制に取り組むこととして

います。

17

-

⑥ 最後に「意見提出用紙」にはこのコメントの〆切は、12月23日ではなく、12月23日午後5時15分ま

でとあります。(素案の最初にある「募集中」のチラシに、23日までとあり、時間までは書かれていま

せんでした。【補足、この原稿を作る23日午後になってはじめてわかり、本当に慌てて、焦りまし

た。だから鉛筆書きでファックスしました】

メールも含めて、なぜ23日中ではいけないでしょうか。市民に最大限コメントできる機会を保障する

とともに、的確な回答を公表して下さい。また、鳥取県と同様に氏名等は不要にしたコメント制度し

てください。

受付最終日の締切時間ついては、提出方法に“持参”を含めていたことから、

閉庁時間である午後5時15分としておりました。ただし、FAX、メール、電子

申請サービスによる受付については、24時間対応したところです。

また、市民政策コメントの無記名化については、担当課に伝達し、今後の参

考とさせていただきます。

3 



番号 ページ いただいたご意見・質問等 ご意見・質問等への本市の考え方
18 P4～P5 危機感ばかりを煽っているように感じます。この間、「地方創生」と言って取り組んできていること

の成果はないのでしょうか？これからも、その成果は出ないのでしょうか？何のために「地方創生」

政策をやっているのでしょうか？と思ってしまう①の文章です。

本市では平成27年度に策定した鳥取市人口ビジョン及び鳥取市創生総合戦略

の取組により平成30年度までの4年間に、移住者は1,009世帯1,465人、企業誘

致8社、新たに450人規模の雇用が創出されるなど、現時点で人口ビジョンで

示した目標人口を上回って推移しており、着実な成果を上げてきておりま

す。しかしながら今後も引き続き人口減少や少子高齢化の傾向は続くものと

想定されていることから、本市としては現状を楽観視することなく、引き続

き危機感をもって行政運営に臨むことが必要と考えておりますので、本プラ

ンにおける行財政改革の背景として記載しているものです。

19 P4～P5 「多様なニーズへの対応」の見出しと本文が合っていないように感じます。この見出しなら、どのよ

うに対応するのかも書き加えた方がいいと思います。この本文のままならば、例えば、「多様化する

市民ニーズ」のように「ニーズ」を主にした方がいいかと思います。

いただいたご意見を参考に表現を見直します。

20 P4～P5 国の報告書の内容を引用されていますが、これは、2040年頃には現在の半数の職員でも業務に対応で

きるようにするためのスマート自治体化です。しかも、ただ公務員を減らすだけではなく、公共部門

の民営化をさらに進めるものです。素案にあるのは、「スマート自治体への転換」と「公共私による

くらしの確保」の２つですが、国の報告書には「市町村のフルセット主義からの脱却」、「圏域単位

での行政の推進」などもあり、地方自治に逆行するものと考えます。プラン（素案）に書き込むこと

には反対です。

この報告書は総務省が、2040年頃の人口構造の変化に対応した自治体行政の

あり方を検討するために開催した「自治体戦略2040構想研究会」の報告書の

内容を掲載したもので、今後の国の動向を本市の取組の背景として明記して

いるものです。このような背景を考えながら、本市の業務効率化や市民等と

の協働・連携強化といった取組を推進していくこととしています。なお、説

明不足で分かりづらい部分については表現を見直します。

21 P6 目的の「質の高い市民サービス」とはどういうことを想定しているのか？ 本市における「質の高い

市民サービス」の定義がわかりません。

注釈に記載のある「市民サービスの向上」が「質の高い市民サービスの提

供」を意味しています。この点については表現を見直します。

22 P6 ※のところにある「既存の行政サービスの利便性を向上」というのは、どういうことでしょうか？福

祉の制度の拡充ということは含まれていないような印象を受けますが、そのような理解でいいので

しょうか？

本プランにおける「既存の行政サービスの利便性の向上」とは、単に新たな

人的資源や費用を投入して制度を拡大するのではなく、協働・連携の推進や

業務手法の見直し等により、現在提供している行政サービスがより利用しや

すくなることを目指すものであり、福祉の制度の拡充は含まれていません。

23 P7～

P10

柱１の施策１−２ 民間活力の導入による「質の高い」行政サービスの提供ということですが、何を

もって「質が高い」というのか、実際に「質が高い」サービスが行われているのかという検証もせず

に、さらなる外部委託や民営化は進めるべきではありません。

民間活力の導入による質の高い行政サービスの提供とは、民間事業者等の有

する高度な接遇や、行政にない新たな発想やノウハウによるサービス提供な

どを想定しています。これらのサービス水準等については、本プランの実施

計画において取組みを検討中の「外部委託推進方針の見直し」において検証

していきます。
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番号 ページ いただいたご意見・質問等 ご意見・質問等への本市の考え方
24 P7～

P10

柱２では、「時代の変化に即応できる組織体制の構築」として、いろいろと取組が挙げられています

が、そのことがどう市民ニーズに応えることになるのか、行政サービス向上につながるのかが見えて

きません。

「時代の変化に即応できる」とは、前例踏襲や旧態依然とした業務手順に固

執することなく、時流や市民のニーズを的確に捉え、最適な手法を模索し取

り込んでいこうとするものです。このため、本プランでは「柔軟かつ適正な

職務遂行のための職員力・組織力の向上」や「働き方の見直しによる生産性

の向上」に取り組んでいくこととしています。

25 P7～

P10

柱３の施策３−１ 受益者負担の適正化は、市民の負担増につながるものと考えます。市民への十分

な情報提供や説明責任を果たすことと市民政策コメントの実施も必要だと思います。

ここでは、利用する人と利用しない人との均衡を考慮し、費用対効果を踏ま

え負担の公平性を確保するための検証を行います。なお、変更にあたって

は、市議会に諮るとともに、市民の皆様への情報提供に努めます。

26 P9 AIやRPAなどを取り入れ、効率化を図ることは重要になってくると感じています。今後AI等に置き換

わっていく分野は増えると思いますが、これまでそういった分野でしか働いたことのない職員さん

が、別の分野でも活躍できるよう、教育などをしっかりしていくことも必要なのではないかと思いま

す。

本プランの実施計画において「職員のICTスキルアップ」や「職員提案の充

実」等に取り組むこととしています。これらの取組を通して、職員が他の分

野でも活躍できるよう能力育成を目指していきます。

27 P9 電子申請やマイナンバーなどを活用して、市役所に行かなくても手続きができる業務をどんどん増や

していただきたいです。

本プランの実施計画において「電子申請の推進」に取り組むこととしてお

り、併せてマイナンバー等を活用した情報連携による市民サービスの向上を

目指していきます。

28 P4～P5 P4の将来人口・年齢構成にプラスして、旧鳥取市外の合併した市町村人口推計もあったらよいのでは

ないかと思う。

ここで示す人口推計は、国立社会保障・人口問題研究所が推計し公表してい

るものです。この推計値は市町村単位で作成されており、ご意見にある合併

前の市町村単位での推計値が公表されていないことから、本プランでは現在

の表記のままとさせていただきます。

29

-

公共交通網の確保では、山間部地域で自動運転を用いて確保して、人材不足を補いながらも、サービ

スを維持させていければと思う。

本プランの実施計画において、地域住民や民間事業者との協働による公共交

通網確保の取組を検討中です。その取組において、将来的な公共交通サービ

ス提供の手段の一つとして、ご意見いただいたような内容も含めて検討して

いきます。

30 P9 P9の働き方の見直しによる生産性の向上では、繁忙期などには、結婚して退職した人、定年退職した

人などに応援してもらえる体制づくりも必要だと思う。

本プランの実施計画において、まずは組織内の人材を活用して応援体制を構

築する取組を検討しています。その取組において、いただいたご意見も今後

の参考とさせていただきます。

31 P9 また、市内にある施設で利用率の悪い施設などの有休施設を民間にオフィスなどとして利用してもら

うなど、活用を推進することも必要だと思う。

本プランの実施計画において「公共施設マネジメント民間提案制度の推進」

に取り組むこととしています。その取組において、民間活力の導入による市

有財産の有効活用を推進していきます。

5 


