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①教育・学習機能

情報館”のような場所が欲しいです。

高校生や中学生の頃、勉強する場所がなくてさまよっていました。

図書館の学習スペースもよくうまっていたため、余裕をもった公的な学習スペースがあったらいいなと思います。ど

の世代も学ぶことは活力につながると思います。

カルチャーセンター等の閉鎖がつづいている。

高齢者等の音楽・芸術等のカルチャー勉強の場及び個展等の発表の施設が欲しい。

・サークル活動の場所

・NHK文化センターがなくなり、それに代わるカルチャー教室としての活用の場所

・子育て中の親子が集う場所

様々な資格を取得できる専門学校を希望します。鳥取県内で取得できる資格が限られており、県外への若者の流出を

つくっていると思う。県内（鳥取市）で選択肢の幅が広がればとても嬉しい。

・市街地消費人口増加、活性化のため、大学など高等教育機関を設置・誘致してはどうか。特に地域発のIT人材育成

（都市部と同等のレベルの教育を低い生活コストで受けることが出来るのでは？）（英語使用）のための場を作るの

はどうか。

・周辺景観整備として久松山頂上のライトアップを提案します。鳥取は夜間のランドマークがないような気がしま

す。

地で催されている（おもしろ科学やプログラミングなど）のですが、日程が限られていたり、遠かったりで行けませ

ん。

鳥取の未来を担う子ども達のための施設を作って欲しいと思っています。

個人が習い事を教える(利用者)場所を提供してほしい

数時間で安い料金で提供できるように。

②医療・福祉機能

大型の高齢者介護施設

最後は解体するので少し手を入れて老齢者用利用（デーサービス等）

高齢化に拍車が増して来るのは必至。福祉施設建設が最良策と考えます。また、関連して、看護師（准看士・医学療

・魅力的な高級有料老人ホーム（屋上入浴設備など色々な運動カルチャースクール）を設立→市外・県外からの居住

者の増加（税収増加）→施設ごとに就職先が増加（若者の定住）

・併せて「トータスホーム特養老人ホーム」のように、施設内通貨のような制度を利用して施設内外の高齢者に利用

してもらう。

問2の中で②医療・福祉機能という一例がありましたが、日赤病院があるのに病院・クリニックは必要ないと思いま

す。

保育所などは検討されてもいいと思います。

③健康増進機能

園、駐車場、避難できる建築物）

病院は日赤等あるので、違うものが良いのでは。

健康増進・コミュニティなど、市役所に不可欠なキノウを果たして欲しい。

高齢者が運動しやすい場所
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高齢者の健康増進・筋力アップを計る為の機械（道具）の設置。

地産のものが売ってあるスーパー

温泉・サウナなどで県外からの観光をふやす

建設費、維持費が比較的少額で済むグランドゴルフ場が良いと思います。対象年齢が広範囲である事も。交通の便の

悪い旧市内以外の町の人も、月、1回位でも良いので、マイクロバス(有料でも良い）を利用して出掛けられるように

して欲しい。

老人の憩いの場として、グランドゴルフ場があればと思います

今まだにコロナウイルスで全国苦しい時代をすごしています。全国で一番感染者が少ない鳥取だからこそ･･･一番の

強み!! 大都市の一極集中が今こそ見直されていると思います。すでに鳥取市は注目されています。一早くIT関連企

業の誘致、移住にもっと力を入れるべき!!

また現在スポーツ施設がレーダーチャートでも（比較対象都市でも１位!!）と強みを生かしもっと高度な（オリン

ピック選手が自主トレしてくれるように）施設造りをしてはどうか（日本に数えるくらいしかないとか、日本一と

か）

子育て世代が安心して遊べる施設があればいいな…と思います。室内運動場（バトミントン・ボルタリング・ホール

など…??）があったり、軽食が出来たりすれば、県外へ出かけようとせずとも県内で楽しめる！というご家族が増え

ると思います。2世代・3世代でゆっくりすごせられる場所があればうれしいと思います。

小さい子供から、高齢者まで色々な人があつまり、スポーツや楽しい会話が出来る場所があったらいいなあ。トラン

食事も何カロリーがかいてあると、えらびやすい。

鳥取を知らない人がたくさんいる。

④憩いの場・コミュニティ機能

子どもたちが室内で遊ぶことのできる施設が、少ないと感じるので、検討して頂けると嬉しいです！

ステキな施設ができることを楽しみにしています。

新しい市庁舎は美しく、老若男女すべてが、生まれ変わった気持で駅南周辺へ足を運ばせています。小都市と言われ

てもすばらしい鳥取駅と高架の線路を汽車が新庁舎の三階位の所を通る時間帯は、どこにもひけを取らない風景で

す。旧庁舎の跡地は低い建物で（車社会の鳥取県なので）パーキングを含み、緑のある公園と、誰でも気軽に立寄れ

る交流の総合的施設になったら高齢化社会に希望が持てそうに思います。

問2-1 スーパーの意見について

「この地区は（久松区）特にスーパー等の店がなく、日常の買物が不便と思っています。」

子供は宝と言います。子供の声が聞こえる場所にはエネルギーが集まり、そこから各所にそのエネルギーが花の種の

様に飛んでいきます。

たいと思います。

ただただアンケートを取りましたの形でなく、目的を明確にした場所である事を希望します。

公園や広場など外で遊ぶ環境は整っていると思うのですが、雨や雪が降った時、遊ぶことができるような公共の屋内

施設があればもっと良いのにと思っています（小さな子供から小学生などが）。

鳥取市には、児童館のような、天気に関係なく子供たちが体を動かしてのびのび遊べる所が少ない。

毎週休みの日には、どこに行こうか、行くところがないなあと困る（特に天気の悪い冬）

屋内で体を動かせる、子育て世帯にいい施設を作ってほしい。

高齢者も若者も話し合える場所がほしい。

個人的には3人の子育てをしているので、小さな子から大きい子まで楽しく遊べるような屋内施設を作ってほしいで

す。
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鳥取市内全域から月1回集まり、子育てに役立つあそびの勉強会をしているボランティアの会です。会場の確保に

困っております。

市内中心地で駐車場があり、うたう、あそび、よみきかせ、遊具作り、話し合いが出来る、無料か低価格の屋内・屋

外スペースを願っております。

どの年代の方も活用できる事が望ましいが、特に子供達が楽しく過ごせる場所にしてほしい。例えば、公園などボー

ル遊び禁止など遊ぶ所が少なくかわいそうに思う。

⑨に加えて、市外・県外から大勢の人々が訪れる、自由に出入り出来る屋内スペースを設けて憩いの場としての機能

をもった広場にして欲しい。城跡を散策し一体化した場として欲しい。

いつもはさざんか会館でやっていた乳児検診が旧本庁舎であり参加していましたが、駐車スペースが広くて良かった

と思います。

みんなが集まれるようなスペース活用に賛成です。

人が集い賑わいがある元気の発進拠点となるような施設。

中高年以上の人が若い方と接する場所などが作られればコドクにならず毎日すごせれるのではと思います。

⑤ビジネス機能

グルメ）利用される中で、財政負担（特に維持費）の問題が、クリアできるよう、オフィス、飲食店、特産品販売

する。

シャッター商店街が多く通りも活気が無く、人の通りも少ない。ので、旧本庁舎の活用にあたってまた、活気が出る

通りにして欲しい。

人口の減少が進んでいる中、若者が行きたくなる様な、リピートしたくなる様な商業施設・飲食店を造るべきだと思

う。また、活気が出ればおのずと人が集まる。せっかく良い商店街の通りが有るのでもったいない。大きい視野で見

て色々と考え検討して欲しい。

企業ビル、アウトレットモール専門店。若者のニーズによる専門店。

休日でかける場所がイオンくらいしかなく、楽しめる場所がもう少しあるといいなと思います。例えば、アウトレッ

また、鳥取市は、駐車場が少なく有料のところが多いので、無料で駐車できるところがあると、駅周辺がより便利に

なると思います。

私の地域には70代くらいの高齢者の方が、若者のように自分がつくったものをSNSで売りたかったり困っている方に

手料理を販売したかったり、自分の好きを今なら表現できるかもと感じておられます。市がシェアキッチンなどをつ

くってくださると、低価格でやってみたいを実現でき、そこから自信をつけ、地元にお店をひらく人も増えるかなと

思いました。鳥取は流行が10年遅れているとききますが、個の価値は素晴らしいので、年齢や国籍など敷居が高くな

的視野で生み出していくことが大切な気がします。（鳥取は流行より、発信・表現することが大切です）

八頭町にある、隼ラボのような機能を持つ施設が欲しい。

若者がプライベートやビジネスで自由に交流でき、新しいアイデアが生まれて形になっていくような場になれば、街

の活性化につながると思う。また、子どもも自由に動き回れるようなカフェも欲しい。

駅や空港から距離があり、観光の場所としては不向きなのではないかと思われる。むしろ、コロナ禍でリモートワー

か。
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久松山下の雰囲気が好きなので景観を壊したくはないが、落ち着いた見ためで商業的な活性化をはかる建物やスペー

スがあってもいいんじゃないかと思う。くる梨のコースなので老若男女が利用しやすい立地。若桜街道がにぎわう姿

を見てみたいです。

アンケートに関係なく、メインロードですので学生、病院通いの方、公務員の方気楽に入れる食べ物屋さん、雑貨屋

さん等はいかがでしょうか？（ちょっと苦言です本庁が遠くに移った事）でも100円バスが沢山ありその点は感謝で

す。

子育て支援等々です。

鳥取県にまだ出店していない商業施設（飲食店等）ができればいきたいと思います。

ファミリーや若者向けのショップが少なく思うのでイオンのような建物があればいいなと思います。

⑥観光・コンベンション機能

観光拠点としての活用を期待します

防災、減災機能付コンベンション機能、コミュニティ機能のある物

鳥取の城下町を再現し、その時代を体験できる施設があれば鳥取の魅力をアピールできると思います。

鳥取市歴史文化展示場

鳥取市内には観光施設が少ないので星取県を生かした施設、駐車場のある物産館など県内はもとより、県外からのお

客様にも利用できる様にしてほしい。また市内には映画館も1つしかない為、米子や岡山迄出掛ける人も多い。子供

達が遊べる施設も欲しい気がします。

私達が小さい頃には、久松公園に動物園があり、大丸の屋上で遊び久松山にもロープウェイがあり、今となれば良い

思い出です。

魅力ある鳥取市に期待致します。

バランスでハードを作るよりも特化したハードを作った方が良いように思います。

谷口ジロー記念館。

な昭和の時代の呪縛にとらわれているのでしょうか。「まちなか」に人々が集まらなくなった事を、いつまでも郊外

にできたイオンのせいにしてはいけないと思います。イオンとは共存共栄の関係を保ちながら、特に本庁舎跡の活用

観光客を是非とも「まちなか」に呼び込んでそして経済の活性化をはかるべきです。観光施設が一番必要です。

海に面した鳥取なので、水族館が鳥取にほしい。

⑦娯楽・レジャー機能

鳥取市内の映画館は小さい。米子はシアター数も多いので、鳥取市内にもシアター数の多い映画館が欲しい。駅も、

人をひきつける様なものがない。

札幌駅の様に、最上階は映画館で、その下の階はファッションや飲食店のあるフロアを作るとか、それ位のことをし

ないと若い人も県外に出るばかりだと思う。

鳥取北イオンも正直あきてきてるので、ひきつけ力のあるチェーン店などが入っている複合施設的なのは今後のため

にもあっても良いかと。個人としては、びっくりドンキーかサイゼリアはあっても良いと思う。

人口減少は若者の流出を止めなければ、今後も続くと想定されるならば、鳥取市内にもっと娯楽や、レジャー施設が

必要だと思います。

県外に出なければ休日を楽しめないと若者は思っている人が多く、そこが若者の流出に続いていると思う。

「鳥取には自然がいっぱい」それはステキな事ですが、日常の生活の質を上げる事が必要だと思います。

映画館、商業施設を作って下さい。

か甚だ疑問である。

今や新庁舎となった市立病院跡地は、イオンが増床して映画館が入ると新聞発表までされた。そのリベンジで、映画

館を出店させてほしい。

温室植物園（公園も有）
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鳥取には動物園がないので、小さいものでいいので動物園が欲しい。いやしの空間になると思う。

星取県プラネタリウム+大型映画館+飲食店街

映画館、プラネタリウム、美術館などを建設し地元の建築材は積極的に使用、工芸デザイン等も地元のものを採用

し、観光客へアピールしたら良いと思う。

若者や学生などが活用できる娯楽を活した施設が鳥取中心・駅周辺に少ないと感じます。天候が悪いとくつろぐス

ペースを作り、人の定住したスペースを期待します。

ユニバーサルモデルなど活用して頂きたいです。

鳥取はなんかつまらなくて県外に出る。県外には鳥取にないものがあるから。

個人的にはラウンドワンのような若者が楽しめる施設がほしい。

近くに観光地があれば行ってみようという気になる。

魅力的な場所はたくさんあるはずなのに、あまり知られていないと感じる。

若者のSNSの発信力、影響力はとても大きい。

せっかく近くに歴史・文化ゾーンがあるので、上手に発信し知名度を上げられるようにできたらよいと思う。

鳥取市に大きな映画館がないのはおかしい！

駅前の活性化、若者、県内者が遊びに行ける場所が必要。

また、県外から来られても行く所、砂丘のついでに寄る所がない！

鳥取の映画館は老朽化しています。また駐車場がない為気軽に行けません。見たい映画もほとんどしてくれない為日

吉津に行っています。ぜひ鳥取市に新しい駐車場のある映画館を作って欲しいです。

鳥取市には映画館がひとつしかなく、しかも利便性の悪い場所にあるので、MOVIX日吉津のようなシネマコンプ

レックスをぜひとも造っていただきたい。観たくても観られない映画が多すぎるので、残念。

コロナウイルスの影響で健康への需要が高まっている中で温泉や岩盤浴施設が増えてほしいと思います。温泉、岩盤

浴の施設は市内にあるのですがそのような施設は少ないので人が集まりやすく、行きたくでも行けないという状況で

す。温泉などの施設のみではなく“地産地消”ということにも着目してレストランや食堂をかねそなえたりするのもい

いのではないかと考えます。若者のみならず体をいやす場というのは高齢者にとっても求められていると思います。

場所も100円バスなどで行きやすい立地ですし、よいのではないでしょうか？？ぜひご検討をよろしくお願いしま

す。

娯楽施設が鳥取市は少ないと思う。是非映画館が欲しい。星取県にちなみプラネタリウムも魅力的。佐治は少し遠い

と思う。

今の若い人は遊ぶ所がなくて困っています。特に高校生は「行く所がない」との声をよく聞きます。これでは県外に

出てしまいます。もっと魅力のある市にしてほしいです。交通の便も悪く、どこに行くのも親が送迎しないといけま

せん！鳥取駅周辺が活性化してくれることを願います！！

子どもから大人まで楽しめるような施設があれば良いと思う。若い人とお年寄りが交流できるリモートなどを使った

交流会できる場所があれば良いと思う。eスポーツが出来る場所。飲食店がテイクアウトをするのに総合受付みたい

な場所をつくる。

絶対に映画館は必要です。

とても個人的な意見で申し訳ないですが、水族館を建ててほしいです。映画館も改築してほしいです、広くきれい

に。

⑧芸術・文化機能

プロを目指せる様な音響設備が整ったホールを建設してほしい。

鳥取はパチンコは沢山あるが、ボーリング場やスケート場が無いので建設してほしい

映画館も検討してほしい。

旧本庁舎跡地には立地等を考えると美術館を切望します
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コンパクトな音楽ホールを希望します。使える所が少なく、使用の取り合いになっている状況が、少しでも緩和され

るのではないかと思います。

それがひいては、若者の流出抑制、定住促進にもつながることと思いますし、高齢者の方が出かける場所があり、い

つまでも元気良く、安心して暮らせる街づくりにもつながっていくのではないかと思います。

私自身、音楽をしていますが、演奏会に来られたお客様から、「コロナ疲れが、生の演奏を聴いて癒された」と言わ

れるからです。

ご検討よろしくお願い致します。

鳥取が好きになるような、鳥取の歴史、鳥取城など（子供にも分かりやすいアニメで紹介）を展開する。

1.各種文化団体の公演、展示場所として「小ホール」等が望ましい。

2.個人的には「緑地公園」が欲しい。（倉吉：打吹：米子：湊山。東京：日比谷。シンガポール：マーライオン。）

3.近視眼的思考でなく、大所高所から見た将来像を画いてほしい。

旧本庁舎の跡地周辺は文化圏ですから市立美術館・音楽・芸術を生かした建物を提案します。ビルの下にコンビニか

久松山・鳥取城跡等静かな落ち着ける場所なので、ぜひ美術館・博物館がいいと思ったのですが。

音楽の発展

博物館の移転（広い駐車場が必要）

芸術・文化の街づくりで市の活性化をはかってほしい。

音響のいい音楽ホールを作って欲しいです。

◎芸術作品の展示室及び舞台の会館を新設して周辺の活性化を図ってもらいたい。

にも力を入れてほしいと願います。

（交流スペース、フリースペースも必要）

る。

⑨オープンスペース機能

箱物にお金をかけるべきではない。

設とした方がよい。

に触れる場所があってもいいと思います。

梨花ホール及び鳥取赤十字病院の一連の建物として違和感がないデザインを望みます。屋外イベントができるような

広場があったらよいと思います。鳥取駅の風紋広場と対象的存在になればと思います。

市のイベントに対するスペースに

維持費のかかる箱物は必要ないと思う。

広場にしておけばキッチンカーや屋台などでイベントもできるし、災害時の避難所として活用できる地下に埋め込み

トイレやテントなどが設置できる最低限の設備のみ設置する。

くれぐれも大丸前の開閉式屋根などの設置に税金を使わないよう願いたいものだ。

空地にして、費用もあまりかからない、環境作りをしてほしい。

グリーンゾーンにしてもらいたい。駐車場などはいらない。
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もらうことが大事だと思う。公園緑地のような皆が集えて楽しめるような場所に駐車場を併設した場所がいいと思

う。

プチ花回ろうみたいな感じにした公園だと、多くの人が利用するかもしれません。SNS発信率も増えるかなと。（夜

はイルミネーション）

旧本庁舎跡地周辺は車の混みぐあいが結構あるイメージなので施設を建てての集客はあまりよくないのかな？と思い

ました。

子ども達が、いろいろな自然とふれあえたり、体験できるスペースや、高齢者がゆっくりとすごせるような水辺のあ

る公園があるといいと思います。

基本的に無料で使えるようにお願いします。

避難施設完備でイベントが開催できる街中の緑地公園。数台のキッチンカー（週代わりで入れ替え）が公園内に入る

ことができ、子供は走り回って遊び、お年寄りは散歩、働く人達は気軽にランチに行ける。年齢生活形態を問わず、

あの避難場所は「楽しい美味しい自然公園」と思える場所。子供の発送、想像力を削ぐので遊具はいらない。日除

け、雨除けの屋根付きベンチは必要。インディーズバンド、ダンス、演劇、コスプレ、ヒーローショー、肉祭り、朝

市など小規模でもフェスができるといい。ボランティアを募って清掃活動をすればキレイに保てる。集まりが悪けれ

ばポイント付きにしコンプリートすれば商店街で使える商品券と交換すれば商店街も活気つくのではないかと思う。

避難所の設備がどういうものか社会科見学にすれば意味のある避難公園になる。

誰でも利用できる「芝生広場」を設置する。

市街地には広場がない。

緑地を作り、子どもたちが楽しく遊べる場

（例えば みんなが驚くような規模のアスレチックなど）

これまで、鳥取では作っているが 小さな規模の物ばかりですぐ飽きてしまう物が多いように思う

↓

カニっ子館など小さくて一回行けばもういいなあと思っている

スケボーのランプ、若者が低コストで出来るライブ

フリマ、シューティングゲーム等、若者が自分達で企画し参加できるようなスペースを提供して欲しいと思う。（資

金がなくてもできる場、集客が多くなくてもできる場等）

フリースペース、箱ものはつくらない。せいぜい屋根がある程度にして、イベント・出店・キッチンカーが集まる場

所提供。

普段は芝生エリアとして憩い場。

跡地近くには、大型施設や病院もありますが、大きな行事等があった場合、駐車場が満車になり困ることが有りま

す。その様な時の臨時駐車場に活用したり、フリーマーケット等の色々な行事に利用出来る広場があればいいのでは

と思います。

花を主体とした、緑地のある、人が集まり、憩える広場として朝市、フリーマーケット、骨董市などを定期的に開催

する。尚、鳥取出身の漫画家の作品を一堂に見ることの出来る小ホールなどがあれば良いと思う。

人、物、こと、できればお金、それらが交流するきっかけの場として緑地公園のような広場があればよいのではない

でしょうか。久松公園やおうちだに公園等もありますが、手入れの行き届いた公園はいくつあってもよいものです。

場所として活用できるのでは、と思います。規模が違うのですが、イメージとしては、ソウル市庁前のソウル広場で

す。

箱物ではなく、緑地などを造り、色々な人が顔を会わせることの出来る場所を作る。まちの中のオアシス的なものが

欲しい。

す。
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特に希望するもの「バラ園」

バラの名所は鳥取には花回廊がありますが、東部にはありません。久松山は桜の名所ですが桜以外で人々をひきつけ

家が多く、町中でバラが咲いているのを目にしました。鳥取のHCのガーデニングコーナーがにぎわっていることか

トーリーもあります。特に「ピース」という品種には世界平和の願いがこめられています。ただ、バラを見るだけで

なく、各国の歴史、ガーデニング文化に興味をもつきっかけになり、歴史文化を重視するエリアコンセプトにも合致

するのではないでしょうか。また、桜と違ってバラは見頃が春と秋、品種によっては冬以外花をつけています。周辺

商店街のにぎわいのきっかけにもなるのではないでしょうか。ぜひご検討お願いします。

前あったチャレンジショップができるようなスペース、フリーマーケットやオフィス、飲食店など収益や生産性、人

が集まれる所にしてほしい。

第２庁舎を建築物に(多目的に使用できる、又は住宅)

本庁舎は建築物なく、フリースペースと駐車場

公園、緑地、広場を中心とした憩の場。会議等ができるコミュニティ機能をもった施設が適当と思う。

鳥取が親しみやすく好きになれる歴史や興味あふれる事をブース毎に提示し、こどもから高齢者迄ゆったりと楽しめ

るスペースがあれば嬉しいと思います。

⑩生活基盤充実機能

観光など他の地域から来る人向けではなく、今住んでいる人の日々の生活に役立つための居住などを考えて下さい。

スポーツ施設、美術館、映画館などは不要

高齢者増加中。旧市役所周辺にはスーパー的な店が少なく、近隣の高齢者はタクシーで買物をしている。毎日の食事

の買物に困っている。

・子育て支援、子育て世代への情報発信やイベント案内などの拠点。

・気軽に様々な相談（特に高齢者福祉や子育て）できる場所。

周辺に買い物ができるところがない。スーパーを建てて下さい!!

さんあるのでもういらないでしょう。特定の人しか利用しない建物（美術館 文化ホール等）はもうやめて欲しい。

居住推進ゾーンなので若者が住みたくなるような場所になると良い。

図書館や美術館、多目的ホールなどは既存のもので充分だと思います。

公園や広場があれば景観がよくなると思いますが、維持管理費ばかりかかって収益がないので良くないと思います。

保育所や高齢者住宅は、これらも必要な施設だと思うので、利用者が必ずある施設にした方が良いと思います。特に

高齢者は車を持たずにバスで移動したり、歩いて商店街に買い物にでたりできるので（中心部なので）高齢者住宅が

良いと思います。

高齢者社会になり、車の運転が出来なくなると生活面で不自由になるため、行動出来やすい所に、住宅があれば、生

活しやすくなるのではと思います。

鳥取の町を活性化させるために若者の力が重要で考えて行動できる機会を作れば、若者も鳥取の事を考えるようにな

り、活性化につながっていくのではと思います。中、高、大学生、社会人、の意見を聞き、取り入れて行動に、つな

げていけば鳥取も変化していくのではないかと少し感じました。

近くの住宅地に増加している高齢者が気軽に買い物ができる総合スーパーマーケットが必要である。

もっとお店を増やしてほしい。（アウトレット等）要希望
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他都市の事例をよく研究してほしい。

IJUターン者へ宅地として売っても良いと思う。

（病院、学校も近いので）

（あの辺りは売地が出ないのでほしい人はいると思います）

中高学生の為の寮など通学しやすい施設

⑪交通機能

駅から距離があり、若い人はわざわざ行かないと思うので、若者向けの施設をつくる場合はアクセスを良くすると良

いと思います。

もっと車をとめやすい安い駐車場を市内に作ってほしい。

市内のお店や、食べ物やさんに行きたくても駐車が気になって結局駐車しやすい市外に行ってしまう。駐車場は大問

題です。

館の耐震工事をする前に計画すべき事だと思います。

駐車場にして、防災時には、避難場所にできる（する）と言った考えはできませんか？建物がなくても、テントを

はったりするのに必要だと思います。使い方を限定しない、広場みたいなもの。

活性化の為に無料駐車場は必要

高齢者にとって利用しやすい駐車場を望みます。

旧本庁舎やアーケード周辺の施設や、店を利用するとき駐車場が見つからなくて困ることがあります。車がとめれな

い、乗りつけることが出来ない場所は、利用することを控えようと思ってしまいます。駐車場にしてもらい誰もが利

用できるようにして頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。

どの施設利用でも車が多くとめれるスペースがほしいです。

鳥取駅から県庁までの人や物、また交通の流れのある拠点になってほしいと思う。ターミナルはいらない。

商店街のお店には、もっと頻繁に利用したいと思う店も多いのですが、ネックとなっているのは無料駐車場がないこ

とです。ちょっとあの店に行ってみたい、立ち寄りたい…くらいの気軽な気持ちで行けず、ステキなお店もあるのに

もったいないなと感じています。例えばイオン駅南店のように、2時間ほどでも無料で使えるとありがたいのですが

…。

せっかく商店街の活性化に向けてがんばっている方もいる中、駐車場がネックになるのがもどかしい気持ちです。子

供と一緒にフラリと散歩できる場所になるといいなと思います。

第二庁舎の方は、建物も比較的新しいので、そのまま活用して、旧本庁舎跡地は駐車場にしたらよいと思う。

地下駐車場、地上プロムナード併設の緑地公園並びに避難施設併設。

駐車場

鳥取駅周辺に活気がない。魅力的な場所がない。

行きたい所があったとしても無料の駐車場はなく、結局中心部から離れた駐車場付きの場所をえらびがちになる。

東映シネマの映画館はレトロでいいかもしれないけどスクリーン数少なすぎる。

駐車場が欲しい。

・広い駐車場にしてほしい

・商店街で買い物ができるように、時間/100円くらい

・ユニクロ、無印、しまむら商店街にあるといい、若桜街道に店を出してほしい。

鳥取の人は車が置ける場所でないと行こうとしませんので、たてものだけたてても、車おける場所がなかったら行き

ませんので、それを配りょしていただいて何事も考えてもらえればと思います。
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える場所であってほしいと思います。

無料とまではいわないが駐車場にして欲しい。商店街に行くのも駐車しにくい場所（不便）ばかり。

付近で催しがあると県立図書館や日赤病院の駐車場が満車となり利用者に迷惑をかけている。

駐車場の活用を希望します。

旧本庁の跡地 月ぎめで貸出し、今の駐車場は一般に低料金で出入り出来るように。

市内に駐車場が少ない

歴史・文化ゾーンに限りませんが駐車場が比較的に少なく不便に感じることが多々あります。建設費、投資額が大き

無料駐車場にする。

子育て中なので子供を連れて行きやすいような場所になるとありがたいです。周りに商店街や公園があり、よく連れ

化会館も近くにあるので一緒に活用できるようなスペースになると嬉しいです。

近くに久松山、本陣山があり自然豊かな鳥取市私は大好きです。

昔の賑わっていた頃の若桜街道が復活して欲しいですネ  

現在、駐車場としての利用は一定台数あると思う。

どういう利用になったとしても、気軽に(安価で）利用できる駐車場機能は残して欲しい。

歴史的な場所も近く

駐車スペースもあれば良いと思う

（他県ナンバー ワンコインで駐車出来る）

鳥取は車社会ですが、高齢者や学生が安心安全に利用できる施設にしてもらいたい。いくらいい施設であっても 車

が運転できなければ利用しにくい施設であれば意味がありません。

ており、車を駐めて、ここを起点にして、周辺地域の散策ができるよう、駐車場として活用するのがよいと思いま

す。一角には「道の駅」的な施設を設けてはどうでしょうか。

ることが多い。

市内に駐車スペースがない。

本通りの活性化あまりにの郊外ばかりで老人たちの交通便もあまりないので出かけることが出来ないのでよろしくお

願い致します。

駐車場

カフェ

駐車場にしてほしい。

どのように活用していくかはお任せしますが、車がとめやすい環境を希望します。

車での移動が多いので、駐車場(出きれば無料で利用できる時間制)とかイベントが出来る広場(公園)があると、駅周

辺→県庁周辺まで、行きやすくなると思います。

自家用車利用が多いので駐車場は欲しいです。

観光客の為の施設なら、砂丘周辺などにまとめた方が良いと思います。鳥取市の保育園、小学校の合同文化祭などで

する気にはなれず、県庁もどこに車を置いて良いのかわからず、無料で車が置ける所があればと思いました。無料の
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駐車場が少ないので多めにしてほしい

交通系の整備は必須だと思います。

利用するには不便さ(駅から遠いほど)もあるので、交通機能をととのえて行きやすい環境づくりに努めてほしい。

・イベントの多様化を図っていく為の施設の充実。

公共交通網が減少し、高齢者も自家用車の使用が必要となっている。市での駐車場の確保が必要。

⑫防災・減災機能

活用の仕方に記入のとおり、市の財政及び利用されないものを作っても維持がかさむだけなのでやめたほうがよい

将来的に考えるなら、防災、たとえば宿泊できる施設など、緊急時にそなえる設備としたほうがよい

・子育てと医療が充実していたらいいと思う。

・空き家が多くあると思うのでそれを利用してIタン・Uターン者に利用してもらえたらいいと思う。

・様々な災害に備えてシェルターを作る。

・鳥取県の労働賃金を上げたら人口増加等につながると思う。

○鳥取市が災害にあった時に利用できるようにする。

○財政負担にならないようにする。

防災の関係につかった方が良いのでは。

どんな施設を造るにしても、防災・避難施設としての機能を少しは持たせることが必要だと思います。JR線が崩れた

りした場合に、防災機能系種ゾーンの駅南と駅の北側が分断されることはないでしょうか。的はずれでしたら御容赦

下さい。

防災の拠点として利用するのが良いと思います。
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①鳥取市民会館など周辺施設と一体的に活用する 

そもそも、アンケートをしないと決められない市の姿勢に疑問、頼りないだらだらと結論を先延ばしすることが理解

できない。

単なる「空地」の一つとして、他の公有施設（財産）の活用と一体で検討すべき

ポットとしてPRできると思う。

観光スポット、若者の立ち寄りスポットとしても役立つと思う。若い人の姿が多いと、活性化を感じられると思う。

周辺の施設と機能が被らないといいなと思います。

周辺の施設と一体化させる。

市としてどのような街にしたいのかというコンセプトがあれば周辺の既存の建物も活用しながら子供から大人まで活

用しやすい街になれば良いと思います。

県と市が保有する施設が無駄なく補完しあって利用できるといいと思います。

駐車場が中途半端のため大型の広い駐車場が必要です。

近くに、病院、文化会館があるので、それらの施設と重複するような活用はしない。

それらの施設を利用しやすくする活用や、防災に関連するものが良い。

この度アンケート調査を頂き、跡地活用に関しての取り組みを知る事が出来ました。

市報も毎月配ってもらっていますが、目を通すのも祝日のゴミの収集についてなどでもっと関心を持たなければと思

いました。跡地の活用で鳥取市を飛躍・発展へすすめて下さいますようお願いします。

近隣にある病院、コンベンションセンター、学校、県庁等の機能を束ね、有効活用出来るゾーンにしたら良いと思

う。財政負担を少なくするためにも、箱物は極力おさえる事が必要。

②市の財政負担を少なくする

新しい市役所もできているので、これ以上ムダな金をつかわないでほしい。

新庁舎建築のために多額の費用を使ったのだから、旧庁舎跡地に関しては、財政負担にならないよう、極力、費用を

おさえるべきだと思う。

鳥取は自家用車の所有率が高いので、車で移動する人が多い。駐車スペースを確保しなければ、人が集うような場所

にはならないと思う。

問3-1にあるように②市の財政負担を極力少なくする事に大賛成です。皆が少しずつでもがまんをして、国、県、市

の借金を減らしましょう。

箱物を作る（立替る）必要はない。

維持費、人件費がかかり財政を苦しめる。

必要とあらば、今ある建物を使えば十分足りる。

市に財政負担のかからない様な活用を希望する。

商店街等の活性化は出来ない。

市の財政負担は増やすべきでない。

バタバタ急いで対応すべきでない。

ハコモノ建築にならぬよう、建替後に充分に利用できるものにする。また、中心部や重点地域のみに財源をつぎこま

ないでほしい。総合支所でも市役所と同じサービスを受けられるようにすべき。
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市の財政（現在、未来を含め）負担を考えて、住みやすい市として欲しい

市の財政が少しでも軽減でき、更に市が活性化することを第一条件として考慮願いたい。

10年で200億減の財政の中で極力必要ないものにはお金は使うべきではないと考えます。本当に跡地活用が必要かと

思います。いらない。

出来れば、つぶして売却を望む。

市の財政負担の軽減を強く思う。

財政負担が少なくなる様な活用をお願いします。

葬儀所や場外馬券場など

ると気持ちが変わりました。もし、何かしらの建物を造るならば、その利用率、稼動率を考え維持管理が可能なもの

でなくてはいけません。ましてや多目的にすると大抵の場合中途半端で誰もが使いにくいという嬉しくない結果にな

りそうです。残念ながらそんなに広いスペースではありません、財政的に無理のない大風呂敷にならないものが望ま

しいと思えます。従来の”会館”と称されるものも、そこかしこに散在し、駐車スペースやバス路線が万全でないもの

も多いと思います。目的を絞り込んで検討頂きたいと思います

維持・管理に多額の税金が使われることのないようにしてもらいたいです。

市の維持管理を考えると活用するより転売した方がいいと思います。

無駄なお金を減らして鳥取市が活性化したら良い

市の財政負担を極力少なく未来の為になる物をお願いいたします。

る。

事はさけてほしいと思います。

財政の為売却しては

市の未来の為に有効な活用を願い度い！

“既存”の商店街の活性化・延命策の為に、税金投入はもうやめて欲しい！

新しく何かを建てるのではなく、今ある施設を活用することを考えてください。鳥取市は小さい街なのに公共施設は

既存、箱物設備を含め、将来財政を考えながら維持管理費を極力少なくするべきである。

コロナの中建物を建て費用を掛けるべきではない。

今の建物が利用できるのであれば利用し、なければ駐車場等の次になににでもなる土地にしてほしい。

いる。なぜ新しい費用を使いたいのだろう。

コロナがいつまで続くかわからないがなぜ今費用のかかる建物を作りたいのかわからない。まず費用を減らし、生活

に困っている人を助けてほしい。

跡地があるとなぜ箱物の発想になるのか。箱物を建てると建設費・維持費、後々の撤去費が掛かる。人口が減り収入

が少なくなる中で、箱物は良くない。

本来の人間らしい生活は天候の良い日は芝の上で日向ぼっこ、家族での弁当、そんな公園があっても良いのでは（最

低10ｍ間かくで大きな木（イチョウ？）を植える）経費も少なくすむ。災害時プレハブ、コンテナをすぐに建てられ

る。

人口の構成から見ても、かつての開発の考えでは難しいと思われます。

具体的な案等はなかなか思い着きませんが、世代を超えた遺す計画でよいのでは。他県や過去の事例もあるのでは。

うと、後世の「つけ」は誰が処理する。
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建物は建てても中身の活用が全く出来ていない行政だけは、税金の無駄使いになります。

○公共施設の経営方針にある施設量の削減には賛成です。

跡地も、施設の建設等は控え、周辺施設を有効活用する施策を打出して頂きたいです。

○自殺予防や貧困対策等など現時点で対応が不十分な事案へ対応する機能を持ったものを検討して頂きたい。ex.24

時間相談コールセンター

例えば土地の貸し出しや命名権などを行う。

売却して、少しでもお金にする。

財政負担がかかる箱物は不要です。

美術館だ図書館だ音楽ホール等、多大な費用をかけて作るべきではないと思います。すぐ近くに立派なホールがある

のになぜこのような建物を作る必要があるのでしょうか？人口減が加速しているなかで箱物は不必要です。聞くとこ

ろ、NHKが移転先として検討しているとの事。私はNHKが最適ではと思います。財政難の折、無駄な建物は止めに

してはいかがでしょうか。NHKは駄目ということであれば、公園、緑地はいかがでしょうか

日赤に借せばいい

問2-1について

いたくで賃料・使用をとればプラスの資産になります」と記載。

やすだけではないのかと思う。

を増やし、税金を節約できれば良いと思います。

大きな財政負担になるような“ハコモノ”はいりません。周辺施設と一体的な活用は必要だと思います。

税金の使いすぎ

維持が出来ないと思う。

後年度負担が最少となるように・・・・。

常々鳥取市はハード整備の予算が過大であると思っている。また、建物等の維持経費の軽減に努めるよう留意するよ

う取り組むべき。

③利用者が限定されないような活用

お金をかけるなら誰もが使用でき、あって良かったと思える跡地活用ができるといいと思う。

特に子育て関係等に役に立つのであればうれしい。

・さまざまな建物で維持・管理が行き届かない施設を増やして欲しくないと思います。

・市中心部の人に便宜に偏らない様に充分配慮して計画して下さい。

若者から、老人まで活用できる施設を望みます。施設間には、ベンチのある緑地もお願いします。

跡地の活用方法は正直難しいですが、誰でも利用できる施設、特に、今の鳥取市に足りない施設を考えて欲しいで

す。

日常生活をしていて旧市内に出向いたことはほとんど無く無関心が正直な気持ちです。

近くの人のみが利用するように思えてなりません。

地域のみんなのためになるような楽しいしせつをつくって下さい。

障害者、高齢者等が活用しやすい様に。

14



施設の利用者を限定するのではなく誰でも自由に出入りできる所（屋内とか屋外でも）所を作って欲しい。買い物に

でた時など1人でも休息する場所がなく困る。

だいたい若い子連れ家庭・サークルとか高齢者対象とかが使用していて、1人でほっとできる公共施設がない。

お金払ってみんなが喫茶店やお店に入れる訳ではない。税金払ってるので活用してほしい。

も、何か大きな災害にみまわれた時に活用できるようなものになるといいと思います。

小さい子どもからお年寄りまで楽しめるような施設になったら嬉しいです。

となるような物。

今コロナの時代ですが、だれもが活用できる様な場所になればよいと思います。

鳥取の歴史を知りながら、今まで以上に色々な方がおとずれる様な活用にしてください。

もちろんアドバイザーの方々も必要だと思います。

旧市内だけが潤い、他は部外者ではいけないと思います。砂の美術館も結局はじめは（合併してから少し）行きやす

かったが、今は従業員もお話に夢中でとても行きにくい。同じようにならないようにお願いします。

鳥取市内だけのものではない。

広く だれでも、いつでも来てみて、やってきて面白いものに・・・・・・・

障害のある者でも気軽に出入りできる場所を作って下さい。

○鳥取市を発信出来る施設

うなものを希望します。

一番に考えていることは気がねなくです。何んの気がねなく利用できること。そして、「今日行って利用してほんの

少し有意義な一日だった」と思えることです。

人口減少が続く中で、老若男女を問わず、市かつ県が活性化する素敵なモノが出来ることを場所的に期待します。

・鳥取の災害、歴史を忘れない場を。映像、体験語る、誌、語の継ぐ、展示を。

・身を守るための健康増進センター。病後回復に向け、運動方法誌、講演会。

です。費用も増し、乗継ぎしなければ利用も参加も出来ません。特に免許返納の身は施設も催しも遠いものです。せ

めて団体で利用、グループでの参加しやすい場所であり、内容であるよう検討ください。

・出来る限り建物の内、外、緑を。語らえる場所、座所をお願い致します。

ることが第１条件だと思います。

・農業、漁業、子どもにやさしい誰でも集まれる道の駅。

・学校の統合地候補（小学校等）

だれでも気軽に利用出来る施設にしていただきたい。

施設を造られても一部の人達でなく誰でも気軽に利用出来る事。

とても良い場所なのでどの世代の方が行っても楽しめる施設になったらいいと思います。

いろんな世代の人がいつでも利用できる場所であってほしいです。

障がい者、高齢者などだれもが使いやすい施設を作ってほしい。

個人的には3人の子育てをしているので、小さな子から大きい子まで楽しく遊べるような屋内施設を作ってほしいで

す。
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鳥取市内全域から月1回集まり、子育てに役立つあそびの勉強会をしているボランティアの会です。会場の確保に

困っております。

市内中心地で駐車場があり、うたう、あそび、よみきかせ、遊具作り、話し合いが出来る、無料か低価格の屋内・屋

外スペースを願っております。

どの年代の方も活用できる事が望ましいが、特に子供達が楽しく過ごせる場所にしてほしい。例えば、公園などボー

ル遊び禁止など遊ぶ所が少なくかわいそうに思う。

⑨に加えて、市外・県外から大勢の人々が訪れる、自由に出入り出来る屋内スペースを設けて憩いの場としての機能

をもった広場にして欲しい。城跡を散策し一体化した場として欲しい。

いつもはさざんか会館でやっていた乳児検診が旧本庁舎であり参加していましたが、駐車スペースが広くて良かった

と思います。

みんなが集まれるようなスペース活用に賛成です。

人が集い賑わいがある元気の発進拠点となるような施設。

自分自身の事ですが、56才女性で車の免許なし。自転車での移動です。インターネットにもうとくて、ガラケーで

す。そんな私事ですが、これから先の事を思うと個人的ですが、中高年以上の人が若い方と接する場所などが作られ

ればコドクにならず毎日すごせれるのではと思います。

④民間活力の積極的な活用

NHK庁舎を移転させる。

企業誘致で活性化を図る。

有料でコンビニ・スポーツジム。カルチャー・カフェ・レストランを入れる。

今後の市を担う若い人の意見をもっと取り入れて頂きたい。

して頂きたい。年数がかかっても、何度でもアンケートをしても良い。

たい。

びに県外に出て鳥取にお金が落ちないから。

⑤複合的な活用

近隣の元気のある商店を集結した複合施設を創り、第2の駅前商店街として、鳥取城跡や公園と融合させた美観地区

を創って、町を活性化して欲しい。

防災拠点にできずに市役所を新築移転したわけですので、防災拠点としては不適格と考えます。

会津市の「スマートシティAiCT」のような、オフィス・観光・交流施設として整備してはいかがでしょうか。

いします。

娯楽、レジャー、芸術、文化機能を集約し、若者が集い賑わい、魅力のある”まちづくり”をして欲しい。

いずれも駐車場を完備しないと設備は利用されにくいと思われます。

若者も高齢者も行けるような、複合施設を作ったらいい。

ショッピング 飲食ができ、映画館やイベントホールも兼ね備えた施設を!!

新聞に出ていたNHKの移転に賛成です。これに音楽ホールやスタバなどの飲食店があれば若者が集まると思います。

色々な方面からみて（災害、コミュニティ、文化）有効活用をおねがいします。

併設した映画館をメインに、ATM、行政の最低限の窓口を置いた複合施設があればと思います。小さなスーパーも必

要です。
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市役所旧庁舎、第二庁舎跡地の立地から、鳥取市内での文教区と商業地区の間にあるという視点から、専門学校、娯

楽施設など若者や高齢者に活用してもらえるユーティリティ施設があると、便利かと思います。鳥取駅周辺以外に人

が集まる拠点になることを期待します。

都会には何度見物見学してもあきない魅力を感じますが田舎にはそれがない。特に風雨雪の時の余暇を楽しむ憩の場

所がありません。芝生広場に外周は土コースを造り中央には子どもが自由に遊ぶことができ軽飲食のできる開閉ドー

ムの建物を希望します。箱物は歓迎しません

米子の角盤町に出来た、Good Bless Garden の様な複合施設はどうでしょうか？ 出来てからの推移で、もし好調

の様なら参考になるのではないかなと思います。若者もお年寄りも楽しめる場所が作り出したら人も集まり、鳥取駅

北口方面も、また賑わいを取り戻せると思います。
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①近隣の商店街等の活性化に貢献する利用

若桜街道商店街が活性化するような活用をしてほしい。

鳥取市の中心地店に人が集まらなければ活性化していかないのでは？

・バスを利用しても県庁までのメイン通りシャッターが下りていて観光客も他の方面に行くから

・もっと話題性のある方向で人が集まる催しを考えてほしい。

若桜街道がもう一度活性する事を願う

鳥取駅に市役所が移転したことで、仕事柄とても行きやすく活用できています。駅に近い事からも車を持っていない

方も利用しやすくなったと思います。ただその分、商店街のシャッターの降りるのがとてもさみしく思います。

イオン北（南隈）の方に若い人たち、買い物する場所もあり流れていっています。

鳥取は車社会で、1人に1台は必ず必要です。市役所の跡地を上手に活用することで商店街が元気に明るくなる方法を

検討していただきたいです。

②若者の流出抑制・定住促進につながる利用

将来の食糧不足を補う政策の確立への道すじを考える。

Uターンの支援策（人口流出の防止）

学生達（高校生・大学生）や年齢に関係なく、自由に出入りできて時間にとらわれずゆっくり勉強したりくつろげる

物を作ってもらいたい。

鳥取は遊ぶ所がないので身体を動かしながら遊べるものやスケート場、スポッチャーみたいなものができたら若者達

も喜ぶし大人も楽しめると思う。

小さい子供から大人まで楽しめるようなものができれば鳥取から出る若者も少なくなると思うし鳥取に残りたいと思

う人もふえると思う。鳥取は人もやさしく住みやすい所なので快適で楽しく暮らしやすいようにするために喜んでも

らえるものを作ってほしいです。

利用者が限定されるのは良くないと思うが、過疎化や若者離れが目立つのであれば、若者層をターゲットにして考え

ていくべきなのでは？と思ってしまう。

若者の流出抑制につながる施設を希望します。

鳥取市にはありません。子育て世代、高齢者が安心して過ごせる町作りには賛成しますし、大切なことだと思います

高齢者にとっては静かな町で住みやすいかもしれないけど未来に生きる若人の声が必要。教育・福祉・経済。都会と

は遅れている面があっても人気の住みやすさ。

とにかく若者の力で何をしたいか、どうしたらいいか。

市の方で発信してみたらどうでしょうか。

少しでも若い世代が増えるような施設を希望します。

若い人の県外流出を止めるには安心して働ける会社が必要だと思います。

高齢者に対しては年金が少ない人が少ない年金でも入所できる施設がもっと必要ではないかと思います。

人口の流出を防ぐために、若者が行きたくなるようなオシャレな店、空間があればいいと思います。（倉吉の未来中

心のような）

建物だけでなく、鳥取市街地は作りが古く、車の駐車場が少ないので駐車場は絶対に必要と思います。また、有料に

すると客数が減ると思うので、無料にした方が客が集まると思います。

若者が利用したいと思われるカルチャーセンター等

高齢者向けのものは数多いが若者向けのサークル活動を増やさないと老人の町になってしまう。

子供向け卓球教室とか体操教室とか
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今は湖山方面ばかり発展し新しい店舗がどんどんできて、本通りから若桜街道は寂しい通りです。

を盛り上げていってほしいです。「鳥取変わったな」と県外の子供達に言わせたいです。

鳥取大 鳥取キャンパス誘致

産学連携した取組の推進

若者が定着しやすい娯楽施設を併設（映画館）

鳥取市への移住者も増えつつあるので、若者や移住者がもっと増えるような方法で活用してほしいと思います。鳥取

市が魅力的になるように活用してほしいです。

③高齢者が安心して住み続けることができる利用

子供やお年寄が安全・安心であるもの。

若いうちは車でどこでも行けるので問題ないが、高齢になり、運転ができなくなった時、バス移動で体が動かせた

り、芸術的な物を見れたり、行政・銀行等・買い物、できる場所が集中しているといいなと思います。子育て世帯、

高齢者が住みやすい町になるよう。企業があり、仕事があれば鳥取に住みたい若者も多い。

④市外、県外から人を惹きつけるような利用

市内、外から集まりやすい活用、少し狭いかも、どちらになってももう少し活気の出る活用をお願いします。

展示会などイベントをするスペースとして、パレット鳥取がありますが、駐車場はあっても止められる台数も少な

く、本通り駐車場から遠く、また、展示商品など大型商品は階段からの搬入だったりと広さは適当で良いと思います

が、なにかと不便を感じます。また、駅前の物産館も同様に近くに有料駐車場はあってもわざわざ信号を渡って行く

ことが不便だと思います。

（パレットの2階はムダなスペースが多い気がしますし、物産館は、鳥取の良さがわかりにくいと思います）

どこに行くにも車での移動が多いと思いますので、松江城近くの物産館のように、車が気楽に止められて、鳥取のい

い物がそろっていて見やすく、休憩できる喫茶コーナーなどもある物産館があったらいいと思います。展示会もでき

るようなスペースもあれば、なおいいと思います。

しゃんしゃん祭りの時もひとつの会場として使用できたらいいと思います

駐車場は必須です。跡地が鳥取県内外の方々に居心地良く、こんないい物、いい所が鳥取にあったのかと再認識でき

るような施設ができることを心より願ってます

若い人のアイデアを期待しています。

※全国ニュースで取り上げられる様なものを作って下さい！！

税金で跡地活用して、次世代の子どもたちが活用できるもの（生産性のあるもの）が子育て王国鳥取県なので、他県

から移住していきたくなるものの方が良いです。

歴史・文化ゾーンであることもふまえ、県内外から立ち寄ることができる魅力的スポットとして近隣にはないような

施設を。特産物販売や出店できるスペース、カフェなどを併設した多世代が気軽に利用できる目玉的な鳥取の〇〇が

できることを期待しています。

⑤歴史・文化ゾーンにふさわしい利用

いと思うゾーンにすることで結果として人が集まり、店なども増えるのではないかと思う。

周辺の施設の状況、久松山の文化的な地域であることを勘案し、複合的に人が集える施設が整備されるのが良いと思

う。

鳥取市以外の地域の方にも、利用される物に。

県庁所在地として、あまりゴチャゴチャしない。

文化的な拠点にしてほしい。

・近辺にスーパーが無く、不便であると以前より思っていました。

・反面、周囲の施設や土地利用計画など合わせて考えると文化的歴史的な要素を取り入れた他には無いような、何か

特色のある施設があれば行ってみたいと思います。（駐車場は確保してほしいです）
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久松山の歴史(鳥取城)との関係から、鳥取市の歴史、鳥取を結び付け、駅付近は商業区として発展させ２分化する。

駅南地区バラバラ建物施設あれど特徴に欠ける。

その他

跡地活用についても何が出来ようと本心は興味がない。

「できて良かった」と皆んなが思えるような活用を考えて下さい。

から住人も多く、うまく人を引き付けている。

鳥取市は工場の誘致が見込めないなら（若い人等の勤め口が見込めないなら）全て県と連動し観光も有りかなと思っ

ています。（まずはデーターで今後の設計が必要と思います。でないとアーケードを見ていつも生き残れないと思い

ます）

10年後、評価される結論を望みます

いろいろ検討されている様ですが、とにかくする事が遅い。

取りこわしてから何年になるのか、市当局の猛省を指摘する。

街は少しづつ南方向へ移動する現在、人の流れもそれに沿っていくものと思われます。従って商業施設には向かない

と感じます。

鳥取市が明るく元気になる様な利用を望みます。

駅から少し距離があるため、観光情報発信拠点等には不向きと考えます。

有効活用を楽しみにしております。

アンケートに従い早目の実現をお願い致します。

城跡の整備が進んでますがせっかくの駐車スペースがなくなりました。観光客の招致には逆行です。思い切って久松

小学校と遷喬小学校を統合し旧本庁舎跡地をこれに当て、久松小学校の跡を観光客の駐車場並びに城に関する観光施

設の建設集約地に当てるのがよいと思います。

有効利用してほしいです。

近年、医療・天災がこれからも多くなると思いますので、町村が連絡しやすい？手続きが簡素化出来る施設が有れば

いいと思います。

安全で明るい町づくりに活用できるようにお願い致します。

現建物を利用するにしても耐震に問題があるので、たとえば減築（階を減らす）というのはどうか？

全館利用する必要はないと思うので･･･。

地域から遠くて利用出来ないと思います

アンケートが遅すぎる。

特にありませんが皆がくらしやすい町にしてほしいと思います。

介護・福祉携わる1人としては、今大事なことは、高齢者・障害者・それをサポートする施設・職員・家族・地域だ

働いています。今まで鳥取を守ってきて下さった方々に少しでも住みよい鳥取市になりますように。

ギャンブル施設を建設し、市の活性化

無理に何かをしなくてもよいのでは。

確実性や有効性がなければ

設問の構成が意図的なものを感じる

何をするにしても人が集まらない無駄なスペースにならない様に活用して欲しい。

福祉センターを建て替えてほしい。

行ったこともなく、行く予定もない所なので、正直どうでも良い。
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鳥取は高齢化が進み、介護施設は多く充実していると思いますが、逆に考えると、仕事がそういったものばかりにな

り、若者や子育て世代のやりがいや楽しみはとても少なく、働いていて辛くなります。（介ゴ施設で勤務していま

す）若者や力をもった人（パフォーマンス）などが活躍でき、鳥取がもっと元気になる場所があるといいなと思いま

す。

ではと思います。

今ある近隣の商店街などを活用・改善し、鳥取らしい町づくりにしてほしい。誰でも気軽に散歩して発見が出きる町

にしたいです。

跡地に鳥取赤十字病院を建設し、鳥取赤十字病院がある場所と、とりぎん文化会館を一体的に文化ゾーンとすれば良

かったのではないか。

市内100円バスの様な市外でももっと広く老人でも病人でも送り迎え出来る車があればと思っています

跡地が「重要な財産」でありまちづくりに最大限活用するのであれば、コロナのダメージの中、１ヶ月でも早くその

活用を実現して早く恩恵をもたらすことも重要。よって市としての構想案(複数でも可)を早く示してその検討を始め

るべき。

①常に開かれ、子どもや若者、成人、高齢者までもが「ちょっと立ち寄ってみよう。」と思ってしまうような場所を

提供してもらいたいです。

型苦しくなくて、毎日でも行きたくなるゆったりした空間。

その場でちょっとした体験ができれば、うきうきします。難しかったり時間がかかったりするものは取り入れないの

が成功のカギ。イベント的なことは、ほかの機関や施設が充実した内容を展開しておられるので、ほとんどを、そち

らにお任せするのがよいでしょう。

ちょっとした体験でも大事にされるといい気持ちです。しかし、準備万端で手取り足取りの補助を受けるのは敬遠し

たいです。自分で選んで主体的に動いて出来上がれば大満足します。しかも、時間をかけず簡単にできることがいい

です。特に、若い人たちはスピードを重要視しますし、情報キャッチ能力や自分流に受け止める力に優れています。

②鳥取市の事業は一つ一つすばらしい内容です。本当に驚くほどです。活性化のテーマや基本方針にあるように「つ

ながる」「交流」が重要だと、私も思います。

ら、自分のこととして受け止めることができるような策を講じることが重要だと思います。せっかくの素晴らしいビ

ジョンがしっかり届かなければもったいないと感じるからです。

市だけではなく、ほかの多様な機関や施設、そこでの催しを早くにキャッチして、それも取り入れて結び付ければ、

いただくことで、何と何をつなげばよいか見えてくることもあるかもしれません。

 図書館や歴史館、博物館、商業、農業などの専門分野にまで深く立ち入ることは避けつつ、そういう所と関連付け

て、余裕のある情報を提供する拠点として鳥取市の中心にこの跡地があればいいと思います。それは、すでに鳥取市

かな場であってほしいと思います。

 (例)旧本庁舎跡で紹介される「おすすめコース」を参考にしながら、自分で選んで出発。 

 おすすめコースをいくつか紹介するコーナーを作っておく。

③観光客も入り込めるよう、よりエ夫をするのがいいと思います。

旧本庁舎跡のネーミングも親しみのある、よい響きのものになれば、うれしいです。

鳥取の魅力を力いっぱい発信するだけでは、何にもならないと思います。実際に来て、見て、触って、食べて、体感

して「鳥取っていいなあ。」と、気持ちよく思ってもらえるといいです。
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