
Ⅲ　まちづくりや市民サービスに関する意見等（自由記入欄）

　アンケートを実施しました際に、市民の皆様から本市のまちづくりや市民サービスに関するご意見等を
いただきました。これらのご意見等は課題ごとに整理し、市民起点による市政運営にあたり参考とさせて
いただきます。

【市政について】

○市政全般について

・大型商業施設の誘致など積極的に取り組んだら良いと思う。企業が少なすぎる。公園の整備も
不十分である。土地はたくさんあるのだから開発はいくらでもできると思う。そのために税金を
使うなら、市民も納得できると思う。

・１つのprojectを立ち上げた時、そのprojectに関連するすべてのsectionが協力し、協調してい
けば処理のスピードが速くなりcostの無駄がなくなり、財政の健全化に寄与すると思う。現在の
市の取り組みにはロスが多すぎると思う。ストップの決断力の必要性を感じる。良好な職場が有
り、市民サービスが充実していればだまっていても人口は増加しますよ。

・山陰道の整備や東部・西部地区への大型店の出店等により人の流れが、中部から東部・西部へ
行く傾向が強くなっている。東部・西部から中部へ人を呼び込む施策が必要だと考える。

・市の財政状況厳しい中であまり税金のムダ使いはして欲しくないと思います。市民が考えてみ
ても納得いかないような物件を買ったり、無償で譲り受けてその改修に税金を使い、市民がその
ものをどれだけ利用したり、価値をみいだしているのでしょうか。
そして、子育て中の人達が安心して働きに出れるようにして欲しいと思います。育児休暇を取っ
た後に、再び勤めようと思っていてもリストラされたりするような事が現実に起こっている事を
聞きます。まちづくりも大切ですが、現に生活している人達が住みやすく暮らしがよくならなく
てはダメだと思います。

・倉吉市は買物をする所が少なく、まとまった買物をするときは米子か鳥取まで行きます。まっ
たく同じ商品も倉吉は値段が高く暮らしにくいと思います。以前は違う市に住んでいましたが、
(倉吉に来た時)水道代の高さには驚きました。市役所も場所が遠い上、駐車場が狭く、急な坂の
上にあり、とても行きたくないのです。又、小学校、中学校の指定の体操服や上靴、外靴、水着
など、すごく高く納得の行かない思いです。倉吉に来てもう数年経ちましたが、永住しようとは
今は思っていません。今のままだと子供が大きくなった時、他市又は他県に就職するしかないと
思っています。もっと名のある有名企業の誘致など、積極的に行ってほしいです。

・若者が倉吉に定着するには魅力ある企業と若者が生きがいを持てる環境が必要である。役所の
考え方の中には、奉仕、ボランティアの精神が欠けているように見える。会合に出席したとき自
ら、金銭を外してボランティアで働かせていただきたいという熱意が感じられない。教師方に
も、聖職という誇りがかけてきている。地域を具体的に活性化さすためには長い時間の論議が必
要ではあるが、生活してゆく 低限の雇用の場が少ないことに 大の原因がある。起業を助ける
行政の企てを強く望む。そして真に、奉仕とは人と人を思いやる優しい心ということを家庭で教
えること。
・若者は育成し、Uターンすることで市に貢献するべき（長期的戦略）。また、起業・独立の支援
や勉強会・交流会をつくることで市の経済、参加者のネットワークの強化を図りうる。短期的戦
略としては減税、サービスの充実を 優先したい。企業誘致も良いがよほどの企業でないかぎり
効果は期待できないと思う。結論としては、将来の倉吉の政・財・文化を担う倉吉の発展という
志を持つ若者を育てることが、今の市政のすべきことと考える。

・弱者やハンディのある方なども働ける場を増やして頂き全ての人が幸福に安心して生活できる
ようにして下さい。インターネット等も非常に便利な点が多くすばらしいと思いますが、反面、
アダルトサイト等の有害サイトが横行しており簡単にアクセスできてしまう為、子供の未来を危
うくする可能性もありますので、行政等で有害情報から子供を守る対策を行っていただき、明る
い未来を作ってほしいです。倉吉市は他の地域と比べても人あたりがいい人が多く環境も素晴ら
しい面が多いので、多くの人が暮らせるような環境が整ってゆけばいいと思います。

・住みやすい倉吉にして下さい。

・透明性の高い行政姿勢

・地籍調査必要。

・特別な問題、事件性等がない場合は、家庭内のことに行政が立ち入るべきではないと思う。
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・職業により生活が困難な昨今、税金関係の支払に苦労する。健全で生活保護を受けている人も
中にはあると聞くことがあり、一生懸命働いていても支払が出来ない時もある。その時の行政
は、自分達はそんな苦労はないので財産の差し押さえとか、文書に書いてあり延滞金を請求する
やり方は弱者いじめだと思う。何も部落差別だけがいじめだとは思わない。行政のあり方に不満
を感じています。

・税金の高さ、商業の低迷等だんだん住みにくい倉吉になっています。やはり、農業、地場産業
が元気にならなければ、ますます低迷してしまいます。役所の怠慢的な考え方、私たち市民も
もっと考え、考え話し合う場を作って行って欲しい。

・倉吉市は温泉も近く美しい大山も望まれ、とても住みやすい所と思っています。古いものを大
切にし、中途半端な建物は不用と感じます。パークスクエア、厚生病院と私達にとっては嬉しい
ものです。倉吉に住んで17年になりますが気に入っています。病院も数多くありがたいです。我
が家は車を持っていませんのでバス又はタクシーの利用ですが、少々不便を感じています。バス
の場合は、乗客が少ないので仕方ないかなと思っています。住んでいる人達が倉吉が素晴らしい
と思えば、何時の日か若い人達も戻ってくるのではないでしょうか。安心して暮らせる市にして
ほしいと思っています。

・良い町づくりは非常に難しいと思います。すべての人が満足できるようなそうした活動を行っ
ていただければうれしく思います。また、どのようにしていくか、具体的な取組みを知りたいで
すし、そうできるよう努力していただきたい。

・伝統を守ることも大切、新しいものを取り入れることも必要。倉吉が今後どうしたいのか、ど
うなっていくのか心配。

・アーケード取り除き後、「まちづくり」を望みます。年老いての商店は出来ないかもしれませ
んが、場所は残るでしょう。工事期間は困るでしょうが。

・定年後、大阪から移り住んで2年しか経っていませんので、正確な解答になりきれていないかも
しれませんが、これからもっといろいろ倉吉市について知識を増やしていきたいと思います。
街の活性化には、人と人のつながり、助け合いなどをもっと追求する必要性を感じます。イン
ターネットなどでの情報提供に頼るのは危険です。もっと人と人がふれ合って物事を進めたりし
ないと、健康に関する取り組み、医療費を減らしたり、介護費を減らしたりするには、健康に関
する取り組み、健診（40歳以上は無料にすること等）の充実、小中学校施設を利用したスポーツ
（軽スポーツ）そのための地域別指導員づくり（例えば、月曜ピンポン、火曜ソフトバレー、水
バトミントン、木曜バスケット、金曜ゴルフ教室等）子供から老人まで1人でも参加できやすい取
り組みを。

・鳥取、米子に挟まれ活性化が無い。大企業の誘致と周辺地区との合併等積極性が無い。活力あ
る市政を望む。

・鳥取県の他市に比べて大変劣っている感じがする。魅力ある街づくりを是非推進してほしい。

・倉吉市に限らず、鳥取県は若い人が働ける様な環境ではない。都会から比べたら、仕事もなけ
れば、賃金が安い、若者がみんな倉吉市内に遊びに来る様な魅力ある街づくりが必要だし、倉吉
に来なければ買えない物、この街にしか無い物等、都会的な街づくりが必要なのかなと思う。

・倉吉市には働く場所がないから、ここでは生きていけない。老人と子供と助け合って働く、市
はその手助けをしてくれない。小さくても家族が協力し合って物を作ったり、副業をもったりし
て、生計を助けたり、商売したりして行きたいのに倉吉市はその援助を何もしてくれない。市報
5/1に出ていたような平成19年度の主な事業①～⑦のような派生的なことをやっていてもだめで
す。各家庭の生活がしやすくなるには何をすべきか、その根本に立ち返って議会と市長がしっか
り検討して実施していかないといつまでもよくならない。職場作りを何もやっていない、お手上
げではないですか。

・倉吉の次代を担う青少年が学業を終えたら、地元倉吉に帰郷して就職できる企業を誘致してい
ただきたいと思います。少子高齢化の進むなか若者が生活できる職場につき、結婚、出産、子育
てに励んで暮らし良し（くらよし）になればうれしいですね。倉吉の発展は人づくりではないか
と思います。
・行政のサービスが少なすぎる、悪すぎる。住みにくい市だと思います。特に、年寄り、障害者
には!
・選挙会場の投票立会人は高齢者の方が多い、会場を明るくするためにも、女性と若い方の参加
を求めたいと思います。

○財政運営について
・税金を払っている以上は、有効的に市民の為に使って欲しい。

・財政支出削減は、市の経済にマイナス。削減ではなく、分配の仕方を考えるべし。
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・財政難であれば、当分の間「遊び」事を自粛し、「生活」 重視することを強く要望する。
東京一極集中しすぎる。国の施設を持ってくる。企業誘致。高速道路の早急に整備。

・夕張市のようにならないよう、無駄遣いはしないでください。倉吉市は税金が高すぎる。

・われわれ民間会社では利益があっての配当（給料）の上に成り立っている。倉吉市も税収に頼
らず、営利の目的とするようなものを考えられてはいかがなものでしょうか

・必要の無いサービスが多すぎる。今後は箱物の設備は作らないこと。

・市の予算等(支出全て)をオンブズマンに公開してほしい。

○市民参画について
・まちづくり、当事者は考えてやっていると思いますが、一般市民は当事者と同じではない。

・「市民サービス」とは何か？倉吉市がどんなことをしているのか、しようとしているのかが
もっと明確にすべきで実際は市民に伝わっていないと思う。

・とにかく倉吉市は「ここが一番」とか「ここがすごい」と他人にはっきり言えるサービスなり
行政の行っていることがわからない。興味のある人はわかっているのだと思うが、全く興味のな
い人でも興味を引き出し、そそられることがない様に思う。市民自体が行政とはかけ離れている
ところから見ているようで活気がないように思います。

・市民のために(顔を見て行政を)運営されていますか。行政のために市民ボランティア等、利用
していませんか。

・人間が生きていくうえで、大切なものを子供たちと一緒に考える。人に優しいまちづくり（ま
ちづくりネットワーク）（愛情、感謝、尊敬、平等、共生）
・防災体制の充実・次世代との交流・地域との交流

・先ず言葉　礼儀。光り輝く町に全市民努力しましょう

・倉吉を離れてやっぱり倉吉が好きだなと感じました。倉吉には倉吉の良い所(穏やかな雰囲気や
ゆったりとした空気など)があるので、そこも大切にしたいと思っています。若者と老人が共に暮
らせるよう、お互い努力していけたらよいですね。

・市民全員で共同作業を企画し支出減対策の一助とする。

【市長に対して】
・市長さんもっと強くなってください。県議の時より弱腰に見えます。

・市長の姿勢が見えない

【議会運営について】
・議会の傍聴に行ったが、本気で議会に取組んでいると思わない。もう行きたくない。

・議員はもっと住民の意見に耳を傾け聴き取りすべき。(殆どおこなっていない。)

・議員のゴタゴタは見たくないし、聞きたくない。議会活動ではなく個人のメンツに拘ってい
る。

・市議会議員の働きを市民にわかるようにお知らせがあると良い。

・ＣＡＴＶで議会情報を見るが、迫力に欠ける。

・議会のＴＶ中継を見せていただいております。どの議員の方も真面目で好感がもてます。特に
若い人、熱心ですね。

・市議会議員の活動がまったく見えません。定数を減らしても良いと思います。

・市議の数は定員が多すぎます。今の半数にして下さい。

・現在の市会議員定数が多いので、財政的にも少なくすることを望む。

・議員数を減らす。(無駄な歳費となる。)

【市役所、市職員について】
○業務の効率化、経費の削減

・議員報酬の金額が高すぎる

・市職員の数が多いと感じる。
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・市議の給料も全国的に見て高すぎだ。倉吉くらいの町に対して、なぜ市議の報酬は高いのか？
そんなことに税金使うな。見直すべきだ。

・市職員の仕事量は旧態依然の通り何等改革されていないと思う。民間1人に対して市職員は3人
で行っている。

・市長の退職金５０％にすること。
・市議会議員の報酬は２５万円でよい。

・市議員定数の縮小、議員（市長）報酬の減額。市職員給与の見直し（出しすぎです。出来ない
のなら市民税、固定資産税、その他の税の税率を引き下げてください。）

・職員数を減らして欲しい!!
・給与水準を国家公務員並に減らして欲しい!!

・市職員の給料が民間に比べて高いと思う。長谷川市長では、倉吉市は良くならない。全職員の
賃金カットしろ

・市民から集めた税金を無駄なく有効に使って欲しい。法律に守られているのかどうか分かりま
せんが、働かない人(職員)は退職させるべき。民間の会社では考えられないような待遇の方達が
沢山おられると聞きました。本当におかしい話です。

・職員数が多すぎる。夕張の如くならない様、節約をしてゆきましょう。職員の数、議員の数を
減らしてゆきましょう。不必要な仕事はやめましょう。各地区人権文化センターの職員は、2名で
充分の仕事量であると思う。正職員1名、臨職1名、所長は不要。特に天下り所長はいけないと思
う。
・倉吉市の財政は大変な状況にあると思う。そのためには、まず「カイより始めよ」という言葉
があるように、公務員の削減、及び給与の縮少、退職金の縮少を絶対やるべきです。民間の状況
と比べてみてください。よくテレビ、新聞等で民間と公務員との賞与を比べてみたりするときの
民間の平均は大企業のみの集計のはずです。中小企業はボーナスなんてほとんど出ていません。
公務員の皆さんより年収の多い企業が倉吉地区に何社あると思いますか？財政再建のためには、
上記のことを先ず始め、そのために少々のサービス低下があってもしょうがないと思います。

・無駄な税金の使い方はやめ、市民の税金を緩和しろ。市役所の無駄な人員はやめさせろ。市役
所の対応をよくしろ。

・夫婦で市役所に勤めているのは、如何なものか。税金で夫婦を勤めさせるのは良くないと思
う。勤めるのならどちらかを嘱託にして欲しい!!

・各種委員会は本当に必要な活動ができてますか。

○窓口等での対応について
・市役所の職員の対応が悪い。

・市の職員は数は多いがいろいろと対応が悪い。態度が大きい。

・市役所へ行った場合、事務員の態度があまりよくない。（偉ぶっている。）

・市職員の市民に対する対応が充分ではない

・市役所の職員の応対も良くない。市民へのサービスをもっとお願いしたい。

・市役所の横のつながりがなく、課が違うと分からないと言われた。

・応対の作法を学んで欲しい。

・「生活保護」（認定）世帯の認定スピードと基準があいまい。

・職員の対応が非常に丁寧。

・職員の対応が良くなったと思います。

・職員の対応について
権力、地位の高い人、苦情の多い人に対して、優遇し不公平な対応がある

・市役所職員の対応が良くない。（親切さ、あいさつ、笑顔の対応が全くない。（市民課、国民
健康保健課））

・倉吉市職員の住民に対して窓口での応対に不公平感を感じる。自分の知人や権威のある人には
親切であるが、その他の人にはそんざいな口のきき方をする、意見があってもいえない。
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・今年１月１日に市役所が休みとは分かっていたが、たずねたいことがあり電話をした時の当直
(宿直？)の対応について
1.どの様な人が対応しているのか(正職員の回り持ち、パート、その時だけの雇い入れ等)
2.市民のたずね事に概ね対応できる知識を持ち合わせているのか。
3.言葉遣いの基本が身についているか。等々
以上のような疑問が出てくる対応でした。倉吉の窓口であることを十分理解できていなく、その
上、あまりの品位のなさに市民として誠に恥ずかしく、市役所への信頼が持てません。市長や部
長の方は定期的に休日に電話して対応のチェックをする事も必要なことではないでしょうか。

・市役所の市民課の対応が悪いことは様々なところで耳にしております。他の課の対応はいいこ
とも耳にしております。私もそう思います。何故そうなるのでしょうか？何年経っても変わらな
いのは何故でしょうね？

・先日市役所に行き、書類の手続きをしてもらいました。係の方は、こちらの話しにウン、ウン
といいながら返事をされました。人に対する返事は子供のころからハイだと思います。とても気
分が悪く、腹立たしく思いました。

・以前の事（19年位前）になりますが、出生届を提出に行った先で（母子手帳を見ての言葉のよ
うでしたが）不用意な言葉を言われたり、年金の手続きに行った時には、指摘を受けた事に対し
て謝罪の言葉もなく、挙句の果ては指摘した時の私の言った言葉をそのまま私に返してこられま
した。何時までたっても不愉快な思いは残ります。不用意な言葉等気を付けて頂きたいと思いま
す。丁寧な対応を心がけてもらいたいものです。

・いまだに「それはこちらの担当ではありませんので、あちらの窓口にお回りください。」等、
たらいまわしにされることがある。

・出生届を提出しに行った時、市長さんが出て来られて少し恥ずかしかったけど、何だかとって
も嬉しかったです。ありがとうございました。

○市職員の意識、モラルについて
・市役所内が陰気な雰囲気ですヨ。なんか人事に不満でもあるの？みんな疲れた顔してるしネ。
どーなの、それって。言葉使いは丁寧だけど、なんか目がコワイ雰囲気。

・市役所の方の感じが悪い。わからないことを聞いているのにそっけなくいやな感じだった。市
民の税金で給料をもらっているのにバカにされた感じで腹が立った。子供の通っているある公立
保育園は遊具が古く、さびついたりしているので、新しいものを入れて欲しい。保母さんも毎日
大変だろうが、市の職員なのだから子供をバカにしたり、親に余計なことを言わないでほしい。
（特に若い先生）自分の身になって考えてもらいたい。意見をこうやって書いても、聞くだけで
結局やってくれない様な感じがする。事務的な感じで仕事が終わったらそれでいいみたいな。

・市役所で働いておられる方々の姿をみて、何時も「これでいいのかな」と疑問を感じます。何
となくのんびり、ゆったり仕事をしているような気が。お忙しい部署もあるのでしょうが。

・市役所に言っても職員は知らんぷりの人が多い。市の職員だからというえらそうな態度の人が
多い。常に市民のために仕事をしているという意識を持ってほしい。

・職員の仕事に対する取組姿勢について　　サービス業と認識し、言い訳をしないこと。予算が
ないとか、人手不足とかを理由にしないで、市民の側に提案できるような力が必要。受身的な姿
勢が役所の中に充満しているように感じる。

・市民のために(顔を見て行政を)運営されていますか。行政のために市民ボランティア等、利用
していませんか。各種委員会は本当に必要な活動ができてますか。

・以前、或る説明会で誤解を招くような説明をされたことがありました。市の財源がないからと
いって関係ない所からお金を取ろうといった考え方や、誤解を招くような説明をされないようお
願いします。

・窓口の奥の職員のだらけた姿は絶対にやめて欲しい!!

・職員（一部）の行動に不信感を抱いています。市報にて就業規則の記載をお願いしたい。今後
のチェックに参考にしたい。

・市の職員は今、風当たりが強くて大変だと思うが、地区の行事ぐらいはきちんと出席して欲し
い。（出席している方もありますが）

・役所の怠慢的な考え方、私たち市民ももっと考え、考え話し合う場を作って行って欲しい。

・市役所職員の応対の向上を希望します。
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・市職員の意識改革の向上に努めてほしい。やる気が見えない。本気で仕事をしてほしい。民間
企業は必死で働いている。

・以前のこと「枯れ松を景観が悪いから切らせてくれ」と申し入れがあり、承諾するとき、「道
路の反対側の枯れ松も切ってください」と言うと「切ります」と約束されました。今まで待って
も道路の反対側の枯れ松は切られないので、市役所に行き、その話しをすると「もうお金がない
から出来ない」との返事。一言の断りもなく、説明もなく、現在にきている。市の職員は、自分
の係の仕事が出来れば、それでよいのか？と思いました。

・職員のマナー　　例えば、知らない人でも笑顔で挨拶（いつ訪問しても事務的である）お忙し
いでしょうが、もっと愛想よく接していただきたい。服装もシャキッと（すっきり）したものを
望みます。民間企業では、市役所以上の会社がたくさんあります。

・市役所の職員さん、並びに臨時の方々はもう少し自覚を持った服装、市民に対する接し方をき
ちんとしてください。公務員という立場にふんぞり返っている人が多すぎます。ネームをつけて
いればどんな格好をしていてもいいなんて思っている人があるのでは？市の職員でなくても言え
ることなのですが、すれ違う人には挨拶をする。そして、困った人がいれば声をかける、という
あたり前のことから徹底してもらわなければ倉吉は変わりませんよ。

・市役所内で市民の訪れる窓口業務ですが、性格にもよると思いますが、不快感を与える接客(対
応)が気になります。行政人としての教育をしっかりお願いします。県関係では 近では好感度が
高くなっています。市でも出来ないことはないと思います。特に若年層の教育を遠慮しないて。
女性職員の服装についても仕事着かレジャー着か、勤務時間帯は仕事着らしくが好ましいと思い
ます。採用試験に合格した常識ある職員だと信じています。

・先日新聞報道された市職員が建物(物損)事故を起こした事について、対応に疑問を感じます。
また、職員の意識の低さに、この事例を全職員がどのように受け止められたのか。今後の対応に
生かしていただきたい。

・市民の税金により給料が出ていると思われている市職員の方々対する風当たりは大変だと思い
ますが、質の悪い職員に対する対応はどのようになっていますか？高い給料にもかかわらず、
しっかり定年まで働き、退職金もガッポリ・・・。これでは、不平不満が出ても仕方がないので
はと思います。良い職員の方々まで一人の悪い職員の為に同じ様に見られては・・・と思いま
す。やる気のある若い力がどんどん必要だと考えます。２９年前、市のパートで保母をしていた
時代があります。未来の子どもたちに幸あれ！

・市民サービスに対しては、以前より窓口も対応が良くなったと思いますが、まだまだ意識改革
が必要ではないのと思います。市役所にいった時の職員の方の声かけの悪さは、やはり民間企業
からみたら、なってないように思われます。

・職員の再教育の徹底　　言葉遣い・態度など　頭を使いまじめにやれ

・市役所まわりの草取り、庁舎清掃等、職員の環境整備、美化は職員意識さえあれば出来る等、
民間職場ではどこでもやっていること。職員の意識改革を望む。

・現在の倉吉市は長谷川市長さんを始めとして市役所の方は勿論の事、市民の方も倉吉の為に良
くやって頂いて居ります。大変感謝して居ります。私も倉吉市民の一員として頑張っていきます
ので宜しくお願いいたします。

○その他
・今年度から国家公務員採用試験で「再チャレンジ試験」というものが実施され、30～40代の人
間を採用することとなりました。倉吉市でもこのような取組みを是非とも実施していただきたい
です。
・いろいろと大変な時代に、行政に頼り、職員の方に仕事とはいえ気苦労が絶えないことと思い
ます。本当にありがとうございます。

・人事の交流(片山知事参考)　他県、都市から人材の登用をし、全国レベルに引上げる。倉吉は
遅れている。倉吉に良いものはあるが、足らないものも沢山ある。市長さん、頑張りましょう。

【市役所（施設）について】
○市役所の立地条件について

・市役所の駐車場が狭くて止めにくい。

・市役所前の坂道が大変不便だと思います。特に高齢者に対して思いやりがないと思います。
（暑い夏、歩いて上ってみて）何か対策を考えるべきときなのではないでしょうか？

・市役所の場所は誰でもがいくことの出来る平地が良い。
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・市役所の移転（未来中心横の空き地？）

・新庁舎で一括した業務サービスが受けられるよう建物を考えていただきたい。（例えば、建物
があちらこちらにあり、坂道があり、能率が悪い）

・今の市役所はいろいろ分散されていて、わかりにくいし、坂道で冬など歩くのも大変、自転車
も駐車場が狭くて大変、広くて便利なところに移転を望みます。

・現在の市役所は利便性が悪すぎる。建物は残して欲しいが、一般サービスはもっとひらけた利
便性の高い場所へ移転して欲しい!!

・市庁舎は坂の上にあり、その上、分散しているため、分かりにくく利用しにくい。現在の庁舎
を取り壊し、打吹公園として拡大し、駐車場も含めて整備してほしい。新庁舎は農村帯に広々と
建設してはどうでしょうか。上井方面ばかりが発展している感があります。

・倉吉市役所は由緒ある建物。大事な利用が必要。

・市役所の駐車場が止めにくい。（坂が急なので老人の方など、用事があっても大変だと思いま
す）

○庁舎内の環境について
・庁舎内の清潔、整頓（庁舎の老朽化に伴い汚れが目立つ。各室の美化に努めること）

・部所の所在が合併後、特に不明確。

・市の業務の施設の場所と配置図を各戸に配布してもらいたい。何処で何をしているのか知れる
よう願います。

・市役所の相談場所が解りにくい

【行政サービスについて】
○サービス内容について

・倉吉市から若者が転出しないよう、また、少子化対策として児童手当や医療費助成等されてい
ることは良い事だとは思うが、すでに子育てを終わった方でも今まで多くの子供を育ててこら
れ、税金、保育料、医療費等苦しい生活の中でもきちんと納めた方もあります。少子化対策も大
切ですが、市民サービスが全員が対象となるようなサービスを期待します。

・現在の市庁舎は坂道になっておるので老齢者には歩行が苦しく市役所へ行くのは大変困難で
す。したがって、届出や証明などの受付業務を簡易郵便局などに委託するか、出張員の常駐所を
考えてほしい。
・市役所に勤務される職員にお願いなり、ことづけをしたり（書類上）出来ることが一番の希望
です（近所の職員の方に）。そう出来る様、ご指導を願いたいです。こころよく受けてくださる
といいと考えています。

・近年引っ越してきたが、転入手続きのときに詳しく市民サービスについて説明が欲しかった。
ゴミの収集や健診についての資料をもらったが見てわからないことが多かった。町内会一覧もも
らったので、そちらへ聞くように、と言うことかもしれないが、引っ越して早々そんなに気軽に
尋ねることも難しかった。

・税金や保険料等の支払機関に郵便局を加えてほしい。

・合併により不便になった事が多くなってきた。将来の事を考えれば必要な事であったかもしれ
ないが、今まで普通に出来た(してもらった)事が出来ない事が多いと思う。

・住民票の交付等無料にしてください。

・自動車税に関して支払う場所が銀行、郵便局だけと言うのはすごく不便で困ります。（場所と
時間が限られてしまう。）コンビニでの支払を可能にしてほしい。（口座振替以外の選択肢とし
て）

・倉吉市と関金町が合併して良くなったとは思われない。確実に行政サービスは旧関金町より低
下している。合併の成果を市民に報告していただきたい。(合併後まだ時間が少なすぎて測定はま
だ出来ないかな？)

・私は関金地区内に住んでいますが、市役所(関金)の窓口の仕事が遅いので休み時間内に行って
も遅くなるときがあります。誰か良く分かる人を１人でも置いておいてスムーズなサービスをお
願いしたいと思います。

○サービス時間について
・「リフレプラザ」は、日曜日にも開放してほしい。
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・市役所の各種受付時間を延長して欲しい。（週一回ではなく、出来れば平日毎日）又は、週末
を通常通りにやって欲しい。（半日でも）手続きに行きたくても行けれない、仕方がないので仕
事を休んで市役所に行っている。

・市役所の業務についてお願い
誕生証等の窓口時間が延びて利用しやすくなって喜んでいます。曜日に関らず延長或いは土曜日
等にも窓口開設していただけたり、市役所以外の施設(コンビニ等)で取り扱っていただけると嬉
しいです。

・市役所の業務時間を延長もしくは土曜日、日曜日も受け付けてほしい。仕事を持っている者は
平日の時間内に市役所に出かける事は不可能。やむをえず、仕事を休んだり時間を取って用を済
ませるために出向いているのだから、市民の事を考えているとは言えないのでは？
土曜日、日曜日も職員が交代で出勤するという形が出来ないものだろうか?不便を日頃から感じて
いるのは私個人だけではないと思う。周りからも聞くこともあるし、検討してほしい。市民サー
ビスの向上を考えてほしい。

・市役所の窓口など午後5時までに閉まってしまい、会社帰りによることができない。窓口時間の
延長や休日に利用できれば便利だと思う。

・多くの人が平日働いているのに、役所が同じような時間に稼動されてもサービスを受けに行く
ことができない。湯梨浜町役場は午後8時まで受付されているそうですよ。市ではできませんか？

・休日でも行政サービスが受けられる場所(パープルタウン等)に作ってほしい。日常仕事をして
いる人は助かります。

【税金・使用料等について】
・税の内容を他市町と比較したことがないが、他より高いから安い方へ出て行くのではないです
か？子供は親が納税で死ぬほど苦しんでいることをよく見て知っている。特に相続税は路線価な
どのきまりを考えて勝手にとるので子供は何千万円も支払えないで死んだ方がよいと思ってい
る。５月末に固定資産税と都市計画税を支払った。土地の評価格が年々低下して早川市長の頃か
らこの税が年々下がってきたのに、本年は増加している。よく調べてみると田、畑、宅地等自分
の住んでいる宅地までが標準価格が上げられてしまっている。おかしなことで、こんな細工をや
られたら、市民はたまったものではない。一向に楽にならない。又この税が山林、田、畑、宅地
にどれだけ使われ、どのようによくなったのかわからない。明日に架ける橋（6/1）以上にたぶん
固定資産税についての話をしたが、こんな課税をしていては税をとられるものと考えず自ら納め
るものと捉えることができますか？私も税金を納めるために働いているようなもので、いやない
やな人生です。県外で働いている我が子もとても帰ってくれないでしょう。とれるところからと
るといったやり方ではそのうち破綻する。河原町や鍛冶町を歩いて見れば、固定資産税を一円で
も減税すべきでしょう。少ない歳入でもスッキリした支出をするよう根本に返って検討すべき。
・とにかく倉吉市は税金等が高すぎる

・税金を安くして欲しい

・子育ての中での税金など高すぎて生活できない。

・市民税等、税金が高すぎる。子どものいる世帯にもう少し援助をしてほしい。

・住民サービスを特によいと感じないのに、住民税が高いと思います。

・税金アップは低所得者のことを考えていただきたい。

・上水道、下水道料金が高すぎる。低減を！

・他の市町村は、そこの住民であればサービス（温泉、ジム）が半額になったりしているのに倉
吉はない。どうしてでしょうか。

・税金全額納付について　以前報償金制度実施されていたが現在実施されておらず、市長の決断
で報償金制度望む。財政的にも印刷代事務費等々が少なくなると思料する。実施についてお願い
します。
・倉吉市は固定資産税が高い上に都市計画税を支払う様になっていて、都市計画税がどの様な所
に使われているか市長に知らせて欲しい。

【住民自治・市民参加について】
○住民主体のまちづくりについて

・住民参加が自由に出来る行事

・私の地区では朝市（6～12月）がありますが、一年中開催してはどうか？私の母は８３才になり
ますが、よく利用しています。
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・私は、横浜から定年になって帰ってきました。現在、年金とアルバイト代にて生活していま
す。同じ年代の人達が歩いたり、アルコールでも少し飲んだり、今後のことを話し合ったり、市
町村の為に何か出来る事が有ればやったりとか思っています。もう少し年をとっていても、希望
のもてる楽しく年をとれるような行政をしていただければと思います。私は、アルバイトをして
います。休む日もまちまちです。休みに参加出来る行事が有れば本当に助かりますし、参加した
いと思いますので何か出来る行事を知らせてください。

・私は 近、自転車によく乗ります。市内はそれほど車も多くなく走りやすいです。鳥取、米子
まで走れる平坦な道があるととても嬉しいです。(歩道は走りにくいです。)もう少し商店街に活
気があると行ってみようと思いますが、今のままでは気持ちが落ち込みます。朝市とか何か定期
的にイベントがあれば見に行くかも知れません。
市民のサークル活動を金でなく、何か補助するアイデアがあれば活力ある都市になり、人も集ま
るのではないでしょうか。(例)コンテスト、市民レースなど)

・若者の流出、転出を防ぐために、若者のグループ活動、少人数での活動(ボランティア、音楽
等)を助成、援助して活動の場、発表等の機会を与えて欲しい。例えば、鳥取市の風紋広場での音
楽祭等です。
・住民の意識で行動を起こす。行動に対して行政として支援できることを実行する。住民と一体
となったまちづくりを出来ればと思います。

・先般あるところに手伝いに行ったとき、農道に倉吉市の町づくり協議会のバスが入って来まし
た。２０名くらいの人が降りてこられましたが、畑に居るのに挨拶をする人もなく、こちらが声
をかけるまで知らん顔でした。あそこは、車は神社に置くように新聞にも書いてありましたが、
市の車だったら乗り入れしてもいいのですか。（道路いっぱいで他の車が通れない状況でし
た。）後の話で、地区の人はあまり心良く思っておられないようでした。市の行事に参加する人
にサービスされても他の人が良く思わない事は良くないと思います。

・倉吉市の生活にほぼ満足しております。６５才を過ぎ出来る限り社会参加をと思っております
が思うようにはいきません。社会から取り残されないようにいろいろの面で頑張りたいと思って
おります。

・毎日が仕事と家の往復、市の行事等に参加したいと思いますが、子供が大きくなり、いろいろ
な情報を得る機会が少なくなった。パソコンでもあれば、もう少し違っていたかもしれません
が。

・私の部落でも元神主、元高校長、元中学校長、元大地主他たくさんの商店が空き家になってい
る。自治公民館でも倉吉市でも多数決で物事を決め、それをいやおうなしに押し通すからやられ
た方は不満が積もっていく。やがてとんでもない事件が起きてしまう。その辺を考えないと倉吉
市はだめになってしまいます。

・倉吉市に活気が無い
昔から商工業に現れている。これは市民性であるのか(米子地区に比べると)住民も自己発言が少
ない。進歩は発信、意見の次に意見交換があり地域に新しいものが生まれる。(オリジナル)

・地域への活動を減らす方向ではなく、増やす方向に持っていって欲しい。

○自治公民館活動について
・金がない、金がないといって公民館活動を支援しようとする姿勢が見られない。誰も市役所の
言うことを聞かなくなる日が近いと思う。

・「三位一体」改革のしわ寄せか、地域（公民館組織）を市役所の「代理」、「下請け」化しな
いでいただきたい。

・この地区ではアパートが多く、地元の人との付き合いがうまくいっていないような気がする。
地元の住民、他のところから転入する人がうまくいかないのは、市側の対策がないことに起因す
ると思うのだが。
・お祭り、講演会等お金をかけて人を集めて行う行事は減らして欲しい。夜の会が、多くて生活
に支障をきたしてしまう。

・自治会活動について、昨今少子高齢化が進んでいる現状からして各活動の参加者も次第に少な
く、活動そのものに生活上の負担にも大きくなっています。また、自治会の組織も旧態依然の感
あり、組織の統廃合も大いに検討し、市の交付金も更に圧縮の方向で考える余地はあると考えら
れます。自治会に班長とか部長とかの呼称はいかにも官僚（役所）の押し付け的のようで自治会
組織としては、そぐわないのではないでしょうか。人口増、定住促進からも大いに検討されるべ
き事柄と思います。
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・自分たちの部落では戸数が少ないのに市役所とか行政の部落に対する役員の種類が多い為小さ
いに個数人数では1人が何種類もの役員ならなくてはいけないので種類を少なくしてもらいたいで
す。　戸数人員の少ない部落は大きい部落に吸収されつつある状態であります。

・班長をして感じることは配りものが多すぎると思う。月に1回、紙1枚にまとめられませんか。
個々に出す必要はないと思う。町の役が多すぎる。役とか行事を減らして欲しい。

・運動会や地区の祭りなどが毎年恒例行事として行われているが、本当にやらなければならない
のか疑問に思う。財政が厳しいと盛んに耳にする倉吉市で、参加者も少なく義務的にただこなし
ているだけで逆に住民にとって負担になっている。運動会に参加できなければ罰金を徴収する地
域もあると聞くが本末転倒。本来の目的は何なのか今一度見直す時期に来ているように思う。ま
た、自治会活動ももっとシンプルに出来ないか。現役世代は仕事に忙しく地域活動など儘ならず
地域のしがらみを嫌う住民が多いことを実感する。高齢者世帯においては重荷になっている。そ
の上、我が町内ではごみ０運動、一斉清掃、同和学習会などがあっても一市民として市の職員は
参加せず、率先して挨拶や自治会活動をやり地域に溶け込もうとする姿が見られない。市民に要
望する前にまずは市の職員が行動を起こすべきだと思う。お手本を見せて欲しい。
・老人が元気すぎて、いつまでも役にとどまっていると思う。若い人にやる気を持たせるために
も、各協議会等の会長等の定年制を設けて、活力ある団体にして欲しいと思います。

○ボランティア活動について
・倉吉市に住むようになって満２年余りになります。もともと故郷ですけど少女時代７年余りし
か過ごしておりませんので、カルチャーショックの様な事が当地に来てありますけど、以前住ん
でいたところよりはしっかりと落ち付いて倉吉市再発見というところです。ただし、活力は今一
つと感じます。ここも老人パワーの市と言う事、再々ですけど元気な人達には何か倉吉市を活発
にする(例えばボランティア活動の範囲を拡げて色々な角度から検討して)スポーツやゲームも結
構ですけど、もう少し社会に役立つ事はないものかと時には考えます。若い人と共有できる内容
のボランティアなど無いものかと、私はケアハウス住まいですけど視野が狭くならない様にしな
ければと自分を戒めています。ただし、自分個人としては、限界がありますので市の方でもアド
バイスくだされば幸いです。
・ボランティアへの参加によって将来自分の老後に還元されるような体制を整えていただきた
い。

【福祉、健康、医療について】
○福祉サービス全般について

・貧しい家の状況をもっと把握して、医療や生活保護などのシステムを改善して欲しい。

・伯耆しあわせの郷の通路、草取りなどしてなく利用者側から見て見苦しい。運転者の方でも運
行してないときなど行われたら良い。ただ運転だけならもったいない。送迎も不用と思う。

○健康対策について
・年配者が楽しく運動、体力づくりのできる場所（介護を減らすため）

・高齢者社会に向けて「自分の体は自分で守る」と言う考え方で普段から健康対策としてお年寄
りが体力づくりできる健康施設、器具を地域のあちこちに設置して欲しい。

○医療、保険について
・病院はたくさんあり、助かるが倉吉でも奥なので子どもが何かあった時が遠いと思う。

・医療費は 低小学中学年位まで、まだ沢山病気します。考えてほしい。

・国民健康保険料について、もう少し保険料を安くしてほしい。単身ですが、事情があって借家
暮らしをしているので家賃等、生活費も嵩み、年収２００万円では保険料、税金負担が重いで
す。低所得者への税負担をもっと軽くしてください。

・子供がいる為、本年度から開始した就学までの特別医療控除は助かります。税金や保育料等、
金銭的な事を考えると、もう1人子供がほしいと思っても暮らして行けないので産めません。

・今年から不妊治療費の助成金の制度ができて嬉しく思っています。

・安心して診てもらえる県立病院の運営を考えてもらいたい。県立だけども、倉吉市としても、
この運営について県に働きかけることが必要だと思う。

○障がい者福祉サービスについて
・障害者等社会的弱者への行政の取り組みが少ない。（市独自のもの）
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・身障１級、２級でも手術をしたため、遠くの病院へ週１回血液検査をして薬が増えたり減った
りＴＥＬがあります。人工透析だけが特別扱いされている知事さんのようです。市長さんには１
級の人の実態を全員調べていただきたい。全盲者が何人とか市報でお答えください。

・障害者の余暇活動の場が少ない。また、障害者への理解がいまいち。市の職員ももっとボラン
ティア活動に積極的に参加してください。

・障害者に対する支援を充実させてほしい。Ｓ県の大半の市では精障（他は不明）医療費が月500
～1000円である。それに比べ、本市は、自立支援の紙を入れるホルダーすら出してくれない。福
祉に無関心な自治体に居たいと思わない。働きたくても雇ってもらえない障害者への支援や、生
きていくための支援（作業所や医療）のあり方を考えて欲しい。私は本市に居たいという気は全
くない。非常に生活しにくいからである。

・障害者に対する職業の提供をもっとやってほしい。

・知的障害を持つ子供がいます。（高１）就労を望んでいます。一般企業での就労が増える様、
市が率先して障害者雇用（臨時ではなく）を進めて欲しいです。

・市報について、月1回でよいと思う。その経費は障害者支援に回せないものかと思う。障害者が
かつて無料であったものが、現在有料になっている部分が多くなりつつあり、自活できない障害
者に身寄りがない場合は、どのように行政は対処されるのか疑問である。

・障害者が安心して生活できないと思います。歩道の植木(桜、イチョウ)が大きく成長し、根の
部分が盛り上がってとても危険です。障害者が1人で歩いていて転倒した場合どうするのでしょう
か。
・身体障害者や生活保護者等（所得弱者）への施策をもっと推進すべきである。そのことを国、
県へ対しても強力に物申すべきと感じる。ただ、言いなりになることはない。

○高齢者福祉サービスについて
・公園、公設広場の入口等適当な箇所へ貸し出し用の杖を置いていただきたい（使用後返却する
貸出し傘のように）

・定年退職された方及び元気なお年寄りのパワーを身近に感じているが、それを何かわかりませ
んが活かす活動の場を考えてはどうか？（グランドゴルフ等はよく見かけるが）それ以外にボラ
ンティア、貸農園とかの活動を考えてはどうか

・元気なお年寄りには、身近なところでいろいろな活動に参加したり、人助けやお手伝いを気軽
にできるようなサークル作りがあればよいと思います。自分は大丈夫ではないので、この様な夢
を見ます。
・全体に言えることですが、老人が安心して住めるまち、市にしてください。

・しあわせの郷の交通手段がない（バスが乗せてくれない）ので、根本的に考えてもらわれなけ
れば、何も利用できない。

・体調不良の為、妹に毎週病院まで送ってもらっています。また、介護予防訪問に於いて市の
サービスを受けております。

・夕張市の二の舞にならないようお願いしたい。介護保険料が高すぎる。有無を言わさず取られ
るのに腹が立つ

・倉吉は何を持って全国にＰＲしていけるのか。何が売りになるのか。関金と合併したことだ
し、「温泉のある自然豊かな安心して暮らせる終の住処」と銘打って「老後は倉吉というところ
で暮らしたい、人生を終えたい」と思うような質の高い医療と介護を兼ね備えた老人施設を充実
させる。或いは、子供の小さいときは倉吉で過ごさせたいと思うような自然食、健康食が簡単に
手に入り、高度な医療相談や健康管理が安心できるような体制作り。また、「福祉都市倉吉」と
胸をはれるようなまちづくり。寒いのが老人には堪えるのでその対策は難関だが、素晴らしい季
節を満喫できることも確か。町の古さも和みのひとつ。何とかならないか。素通りしていく観光
都市から住む町へ。
・スポーツは水泳してましたが、姑の介護の為断念しました。また、地区の版画教室に通ってま
したが、主人の介護の為断念しました。なかなか思うようになりません。

【子育てについて】
○子育てサービス全般について

・子育てのしやすい市にして欲しい。特に金銭的に。

・子育て支援サービスを利用するのは良いが、あるところでは普段でも子供の体調が悪いといっ
て預け、保護者が遊びまわっている。
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・今月から３才未満の子どもを持つ家庭に、１人5000円が10000円になりました。それはそれであ
りがたいことだと思いますが、増えた金額分を子育てに使われているとは思えません。例えば、
給食費未払いのように。なので、単純にお金で補助するのではなく、保育料を5000円安くすると
か。その5000円は保育施設を充実させるために使うとか。小学生の放課後を面倒見てくれる施設
をつくるとか。一般市民にお金だけ渡してもほとんど無駄使いされ、もっと増やせって言われる
だけなので、行政で上手く使って、市民の負担が軽くなればいいと思います。
年代を越えたつながりがあまりないと思うので、老人と子供との交流だけでなく、保育園児と小
学生、中学生、高校生との間で交流する機会が増えたらいいと思います。例えば、小学生の放課
後の遊び、部活、勉強等を中学生や高校生に面倒見させるとか。保育園児と小学生を一緒に遊ば
せるとか。
・子育て支援も含め、制度を作るだけでなく、その制度が有効に機能するよう検討が必要だと思
う。育児休業等にしても、事実上、事業所からは一旦辞める様(保険をかけるなど事業所として損
失あると言い)話があったり(基準局に訴えたところであやふやになってしまったり、もみ消され
るのが現状)、有休等も渋られるのが現実。また、保育園からは体調不良時、受け入れが困難とさ
れるため、結果的に休む機会が増え、働き続けられないようになる。また、学童保育等整備も充
分とは言えず、時間外勤務等(19時以降や日、祝の対応)に対応した支援がないのでは。

・乳児のいるゴミ袋の配布は、とってもありがたかってです。又、先日子供の6ヶ月検診の際、
ブックスタートで絵本を頂き、とても感動しました。その際に紹介され、図書館の読み聞かせへ
行きましたが、図書館の授乳室やベビーベットなど設備が整っていてとても使いやすかった。こ
の様な子供を持つ母親が使いやすい、支援内容などをもっと他市町村へ向けても宣伝してもいい
と思います。
・育児休暇中、子供と一緒に出来るボランティアあれば良いなと思っていました。第一子と一緒
に勤務している老人施設で定期的に行っていました。高齢者が活き活きとし、子供も楽しそうで
した。小学生や中学生、高校生等も赤ちゃんと触れ合える時間があってもいいのになと思いまし
た。子供と活動出来る事で母親が孤立しないで居られるように思います。

・子供達が安全で安心して利用できる場所は未来中心ぐらいで、各地区にあっても良いと思いま
す。無駄な土地が多すぎると思います。(例:福吉町の福祉会館跡)などはもったいない。老人向け
のゲートボールも良いですが、子供たちにもっと目を向けてください。

・集団予防接種のとき、他の町では身長、体重測定から育児相談、指導もあると聞きました。倉
吉もそういうことがあればいいと思います。

・保育料が高いと皆が言っている。兎に角、子供の事を考えてほしい。子供が産める増やせる環
境づくりをしてほしい。村でも子供が少なく老人ばかりになっている。幼児、小学生、中学生の
家庭に支援を!!

○保育園について
・仕事と育児の両立がしやすいよう、もう少し遅くまで預かってくれる保育所があればいい。

・子育て支援に力を入れてほしい。保育料を安くしてほしい。

・就学前の子供が具合が悪くなっても(熱など)見てもらえる保育園があればよい。働いているか
ら保育園に預かってもらっているのに熱があるとTELがあると、早退や休まなくてはならない。収
入が減るのに保育料は変わらない。生活が大変な時もある。

・もっと子育てに安心できる環境があれば若い人たちも増えると思う。保育料がすごく高いと思
います。中部の中でも倉吉は特にだと思う。そのせいで未満児から預けたいけど、3歳になってか
ら入園させた。以上児でも高い。

・子育て支援について、保育サービスの質は高いと思うが、もう少し保育料が安いといいと思
う。

○学童保育について
・学童保育については、米子市は各小学校地区に学童クラブがあるところが多い。しかし、倉吉
市では学校からかなり離れたところにあり、１年生などが下校する姿を見ると不安もある。又、
保護者会の運営する所もあり、仕事で預けたいのに、かえって負担が増えているという矛盾が生
じている。学童保育ももう少し公的サービスとして市役所が関わったり、空き教室等の利用も考
えてもらいたい。
・ある放課後児童クラブに子供を通わせています。窓ガラスが強化ガラスでないこと、土曜日に
昼までで、一日中見てもらえないこと、人員が少ないなど、安全面で不安な点が見られます。児
童クラブにお世話にならないと仕事が続けられません。クラブの方からは要望を出しているよう
ですが、ぜひ進展があることを強く望みます。
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○その他の子育てサービスについて
・紙おむつの利用による指定ごみ袋無料配布について、昨今、便利な紙おむつのコマーシャルを
よく見ます。特に幼児については、肌に優しいとされる布おむつの話題はなく、競って紙おむつ
を推進しています。そして市までもが紙おむつを捨てるのにゴミ袋まで無料配布するとの記事を
読んで考えさせられました。要介護の認定を受けている方、障がいのある方等については、勿論
の事支給には賛成するものですが、若い方々の赤ちゃんに対する情熱が手間のかからない紙おむ
つに頼られるのは一考を促したいと思います。
・市内在住の未就園児に対して、倉吉の店が割引サービス等を行っているが、併せて母子世帯に
もその様な利用を可能にしたり、生活に必要なゴミ袋を例えば年間30枚は無料配布などしてもら
うとありがたいと思う。また、母子世帯でも頑張って持ち家をと考え建てている。自分自身も周
囲の友達もそうである。子供を養育しながらの固定資産税は中々大変である。軽減措置を考慮し
ていただきたい。
・子育てカードが出来て、現在、出産・育児のため仕事を辞めて家計が苦しいですが、このよう
な支援サービスがあり、助かっています。

・子育て応援カードはいいと思う。

・２歳未満の子供がいるので、ゴミ袋50枚はとっても助かりました。でも、オムツが取れるのは
(みんなそうだと思いますが)３歳前後だと思います。３歳未満にしてもらうともっと助かりま
す。

【義務教育について】
・学校給食についても、関金の方々は品質、内容が低下したとの意見をお持ちのようです。私の
子供のころと比べてもおかずの種類は増えて、いまどきはこんなものが出るのかと驚きますが、
やはり一つ一つをとってみても品質はよくないなぁ、冷凍食品が多いのでは？と疑問を抱くこと
もしばしばです。油でカロリーを補充しているのでは？と言われる食生活指導員さんもおられま
した。野菜をもっとたくさん食べられるメニューにしてほしいです。

・高城地区は昔ながらのいい要素がたくさん残っている所です。若者がもう少し住んでくれたら
と思いますが、住んでいる者が不便さを感じるのか魅力がないのか寂しい限りです。しかし、高
城校区(久米中校区)の教育の素晴らしさは、他地域より優れていると思います。子どもたちが素
直に育つこと、温かい心を持っていること、校内暴力などない現状、多くのプラスのことが豊か
な子供を育てるのにつながっているのではないでしょうか。この点ではもっとアピールしても良
いことだと思います。高城地区については自分は誇りを持っています。

・河北中学校の上北条地区からの通学道路がバイパスが出来た時点でなくなり、河原はＰＴＡが
必死で建設省にお願いに行き、黙認の策で通らせてもらっているもので、生徒は三年間自転車の
曲がりくねりをして通学している。本気で考えてください。

・近年子ども達への支援が充実してきたように思う。以前は老人福祉ばかりだったので、その点
は高く評価する。妊婦に対するマタニティー支援や小規模学校に対する複式学級の解消など。
しかし、学校での格差がまだ目に付く、特に市街地と山間部での格差である。
・小学校での連合体育祭では市営陸上競技場を練習場としている学校があること。
・学習発表会などの文化的行事を県や市の施設で行っていること
この格差は子ども達には少なからず影響が出てくるのではないか？
・小規模校での学校施設のメンテナンスが充分に行われていないこと。
山間部に住んでいる住民として少ない子ども達をいかに地元に残すかが大きな課題であり、将来
を担う子ども達に充分な支援していきたいものである。
（補足）子ども安全パトロールのステッカーをよく見かけるようになりました。地域の方や企業
であり、しかし、市の公用車にはステッカーが張ってあるのを見たことがありません。ぜひ一考
を！

【雇用対策について】
・子供は倉吉市での就職を希望していたが、働く場所がなく、やむなく県外へ出てしまいまし
た。老後のことが心配です。子供は定年後、帰ってくるといいますが、その時私達はいません。
何とか若者が定住するよう働く場所を確保してください。

・老人施設も大切だが、若者が就きたい職業の支援を考えて欲しい。

・地元に残るため転勤をやめ再就職を行ったが、かなり生活が苦しい。もう少し労働賃金が全体
的に上がるようにして欲しい。今の若者は田舎で苦しい生活を望まないものと思う。

・高齢者の雇用をもっと促進して欲しいです。
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・企業誘致を積極的に行い、若い人の就職の機会を殖す事が大事です。

・高齢の経営者が古い考えに固執して、若手の経営者の出番が無いと若手世代から良く聞かされ
る。
・企業誘致を積極的にして欲しい。

・第１に企業、雇用情勢を考えること

・中高年以上に対する職が無い事に対策を用いるべき

・働き口が少ないので、企業の誘致等を積極的に行って欲しい。

・年寄りなのであまりよくわからないのでごめんなさい。この地域に働いて収入を得る場所がで
きることをお願いしたいと思います。

・若者から年配者まで仕事に就ける場所があれば良いと思う。

・男女平等の社会、まちづくりをして欲しい。会社において女性の意見が尊重されない場面が多
いように思う。仕事量と給与が見合ってない。どうにかならないでしょうか？市が何か会社支援
するとか。

【商工業について】
○商工業全般について

・鳥取県の中心なのに、鳥取市や米子市の方が活気があるのは何故でしょうか。店などを増やせ
ば活気が出るとは思いますが、倉吉には倉吉なりの良い所が沢山あると思うので、それを大いに
生かす様な取組みをしてほしいです。

・大型店があれば、米子や鳥取に休みに皆が行かないと思う。働ける場所（会社）が少ない。以
前、主人が単身赴任をしていたが、家族で離れて生活をしなくてもよい環境（仕事）があればと
思う。
・若者が買い物に鳥取市又は米子市に行ってしまいますが、その点もっと買い物が喜んでできる
ような町にして欲しいです。

・新しいものを購入するときにどうしても米子、鳥取に出かけてします。倉吉にも充実して買い
物ができる場所があれば。

・もっと遊べる場所やみんなが集合できるようなものをつくった方が若い人にとってもいいと思
います。

・パチンコ店をのぞいてみてください。日曜、祭日と言わずウィークデーにあれほどの老若男女
が集っている状況を何と思うか。若者、老人が時間を費やす場が無い。

・若者や家族連れで楽しめる施設が不足していると思う。鳥取市には他県から遊びに来る人が多
いが、倉吉には特にこれといって大型デパートがあるわけでもなく、レジャー施設があるわけで
もなく、「特に何もない所」といった認識を持たれてしまっている。事実、私は鳥取から嫁いで
きましたが、ホームセンターやショッピングセンター（衣料品を含める）、レジャー施設の不足
さに驚き、不便を感じた。若者や家族の多くは他県へ遊びに出掛け、買い物をしているのが現
状。
・昔賑やかだった堺町ホテイ堂～明治町の今の寂れように悲しい思いです。若かれし頃にOLで明
治町に勤務してましたので。空家になっていたり、シャッターが下りたままの店舗を何かに活用
できればいいのにネ。昔からの老舗のお店がバタバタ倒産し、大型店に人は流れて個人商店はな
かなかやって行けない現実です。格安の家賃であれば若い人も色々な店を始めることも出来るの
では？今はどんなショップが流行るのか分からないので、まずはやってみることで。ただし、借
金を重ねるようではダメで利益がないと励みにもならなくて頑張れないかも。チャレンジショッ
プはいいですネ。
・飲食店、衣料品店などが少ない。何をするにしても近隣市町に出る方が便利。
・パチンコ店しかない。もういらないでしょう。

○旧市街地について
・もっと倉吉に魅力のある町に、旧市内の空き家を利用を出来るようにして活気のある町に

・駅周辺の発展等大いに結構ですが、旧市街地の活性化に本腰を入れて取り組んでもらいたい。
もう一度昭和初期の活気を望みたいと思います。

・倉吉は農業が盛んなのにスーパーでは倉吉産はほとんど見ない。そして、倉吉産はそんなに安
いとは思わない。スーパーに行かなくても肉なら肉のみ、魚なら魚のみと買える商店街を整備す
べき。若者が常に倉吉にいたいと思えるものがこの倉吉にはないと思う。
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・サンピアが閉店になり、倉吉銀座商店街等の店舗等の活性化が停滞し、みるも無残な様子を呈
しています。サンピアがまた渡辺水産により今年7月から開店するとの事。その時に同時進行とし
て倉吉銀座商店街がディスカウントセールなどを行い、隣町村に倉吉の広告塔として利用すべき
だと思う。非常に空き店舗があるので、募集して店舗を一杯にし、活性化を希望するものであ
る。
・市内の観光スポットの育成、支援には力が入っている感じで、かなりの成果も感じますが、市
民の生活のための支援が今ひとつではないかと思います。シャッターをおろし消えてしまいつつ
ある（消えてしまった？）商店街、買物は大型スーパーに行くのみ、味わいのあるアーケードも
もうすぐとりこわし、という状況にこれから先の倉吉の姿を淋しさと不安な思いで想像します。

○大型店舗について
・サンピアが閉店後、買い物するところが減り残念です。魅力的な店舗があれば東部、西部まで
出かけなくても済むのですが。サンピア跡地を是非進めていただきたいです。

・ショッピングに行きたくても、パープルタウンくらいしかなく、自分の気に入ったものがなけ
れば、どうしても市外に出てしまう。市外にお金を排出している様に思う。楽しく倉吉でショッ
ピングが出来る様にして欲しいものですネ。

・旧サンピアの活用

・先日の新聞にてサンピア出店再開との事、期待をしています。私たちもなるべく利用していき
たいと思っています。

・サンピアの跡地を何か有効利用してほしい。

・買い物のことですが、サンピアがなくなって買い物をするところが倉吉ではなくなってしま
い、よく鳥取大丸とかジャスコとかに出かけていくようになりました。この間もジャスコ等に買
い物に行き、なんと人、車の山で駐車する場所がないくらいでした。倉吉には活気がなくなって
しまったなぁと思う私の一番の思いです。サンピアみたいなお店を復活して欲しいなぁと思って
います。
・倉吉市は老人が買い物に行こうと思っても車で行かないと色々物がそろわない。サンピアの跡
地をもっと早いうちに考えてほしいと思います。

・ゲームセンターを立てて欲しい（アミパラ）

・倉吉は鳥取県の中心部でありながら、人が集まる（集客力）ことがない。私たちは週末等、子
供や家族とでかける時は必ずといっていいほど米子方面、鳥取方面に行きます。ジャスコがあっ
たり、大丸があったり天満屋があったり・・・。結局はそういうショッピングセンター等がある
地域に人は集まると思います。

・資源を大切にしてほしい所もある様に見受けられます。倉吉のサンピアがなくなり服を一枚買
うのにしても不便で、上井もしくは福庭の方に出かけたり、米子方面、鳥取方面まで行かなくて
はいけないことさえあり、何とか大型店が入ってきてくれたらと思うところです。

・日常生活に必要な衣服、家具など、大きなデパートの充実が必要だと思う。特に、老人によっ
ては鳥取、米子には行けない人は必要だと思う。

【観光について】
・県外からのお客様を招いても案内したり、レジャーを楽しむ場所がない。どうしても米子、鳥
取へ出かけてしまいます。どうしてでしょうかね？

・古い町並みを残すことは大事です。が、それに固執して市全体に活気がないのでは意味があり
ません。白壁土蔵群のように静かな地区と対照的に鳥取北区のような楽しい地区とメリハリの効
いた街が理想ではないでしょうか

・年取った人が楽しめる設備が少ない。
先日、九州に行ったら温泉、食事、グランドゴルフが楽しめて１０００円と言ったところがいた
る所にあり、毎日毎日楽しんで来ました。倉吉市は何をするにもお金がかかり関連性がない。

・県外の知人を案内する際に「白壁土蔵」以外に場所があまりないので新しい名所の掘り出しを
してほしい。

・他県の人が来て案内してあげられる様な場所が欲しい。

・赤瓦観光地区のサービスについてですが、一度勝山市の観光地区へ言って勉強すべきです。お
客様をもてなす術を見習うべきです。（明るさ、活気全くなし反省すべきです。）

・農業経営大学校を中心とした田園の景観を活かした取り組みはできないか。
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・くらしよしの倉吉ではなくなりました。以前は活気があり、商店街も人通りも多く賑わってい
ました。今のままでは若者の定住化は望めませんし、暮らし良しではなくなりました。税収を増
やして安定した市の運営をしていただきたい。その為には観光を中心とした町づくりを行い、県
内外から観光客が訪れる魅力ある町づくりをする事が、よって税収も増加していく。例えば、倉
吉には羽衣伝説があり、それを有効に活用して行けばどうでしょうか。（羽衣の館→館に入れ
ば、羽衣伝説のすべてがわかる。又、羽衣を着用して観光客が写真を撮ったりして楽しんで帰っ
て頂くという様な事ではどうか。）このままでは夕張市のようになるのではないか。家庭でも赤
字の家庭は良い暮らしができない、黒字の倉吉へ変えて頂きたい。
・現在は倉吉に住んで5年目になりますが、何も魅力を感じない市であります。家賃、公共料金は
大変高くお金ばかりなくなるそんな感じです。また、商店街に行きましたが、まったく活気がな
く閉まっているお店ばかりで、寂しさを感じました。市でなんとか空き店舗をなくす対策を行え
ば、もっと観光客が呼べる良い市になると思う。白壁の町並みは大変すばらしい観光資源である
と思います。あの町を中心に商店街、打吹公園、博物館等の管理、内容の充実を行えば、若者の
仕事、観光客、また住民の確保ができていくと思う。まずは、観光資源を十分に活かし、市にお
金を入れ、その後税金、公共料金の値下げを行っていただきたいと思う。（梨記念館も何か変化
が欲しい。）
・倉吉まちづくりは、倉吉をもっと知り、倉吉のカラーを見つけていかなくてはならないので
は。観光にしても県外からこられて連れて行ってあげる所がない。ちょっと寂しい気がします。

・倉吉駅東側のほっとプラザ（ロードステーション横）あまり人が利用しない。もっと人目につ
き所（噴水）の近くの方が良い。今のままなら廃止がよい。

・倉吉は田舎でいい所です。もっともっと倉吉をアピールしていって下さい。応援します。

・４月から仕事の関係で倉吉に来ましたが、なかなか住みやすいところだと思いました。ただ、
市役所の辺りがごちゃごちゃしていて、よく分からず移動手段が車なので市役所付近を散策しづ
らいです。あの辺りに分かりやすい無料駐車場があるといいです。既にあるのかもしれないので
すが、何処にあるのか分からないもので。

・観光バスの駐車場があまり無く市民として恥ずかしいですね。成徳小学校のグランドが利用で
きませんか？

・市の観光の目玉を一つ増やすことで観光客を増やし、地元にお金を落としていただけることで
市街地の活性化に一役買うことになります。そこで、打吹山の山頂にシンボル(巨大なもの)を建
設されてはと思います。財政の厳しい中ですが、勇気と知恵と協力で建設できると考えます。こ
の山は市の各方面(一部を除き)よりよく展望できます。白壁土蔵群だけでは寂しいと思います。
打吹天女の立像(十数m)もしくはそれに近いものを計画したらおもしろいのではと、お金がなけれ
ば知恵を使いましょうか。
・倉吉駅周辺で自営業をしていて、まちづくりに関して感じる事があります。観光客に対して駅
周辺で時間つぶしをする場所が作られていません。おそらく三朝温泉で一泊して朝、旅館を出て
来たであろう観光客が、うろうろして、やがて駅の方へ引き返していきます。
朝、旅館から出られて昼からのスーパーはくとで帰るまで、折角ならば赤瓦のような少しの時
間、観光客が楽しめる場所を駅に作らないかと、今度の駅の建て替に期待します。駅前のスー
パー等と連携して、倉吉の特産物を紹介したり買い求めるコーナーを作るとか・・・生鮮食品だ
けでなく惣菜にも地域柄というのはあるようで県外から来た人には珍しい物もあるようです・
現状では、お昼に倉吉のお料理を食べる店も、ほとんどなく、どこでも食べれる物しかありませ
ん。おそらくあのウロウロしている観光客達は二度と三朝にも倉吉にも来ないのでは・・・と心
配します。
聞いてみると、温泉に泊まっただけで赤瓦にも、他のどこにも行っていない人が多いのにびっく
りします。
仕事の合間に書きましたので脈絡がなく、読みづらく、すいません。

【生活環境について】
○ゴミの収集について

・ごみ袋の外に、以前の無地袋が利用出来る様にシールの様な物を出して頂きたいと思います。

・指定ゴミ袋の価格が高い。

・再生資源ごみの収集ステーションがアパートからかなり遠く車で行っています。転勤でいろい
ろと県外にも行きましたが、自分の住むアパート、マンションで収集してもらえないのはここが
初めてで驚きました。なぜ、収集できないのでしょうか？また、他のゴミは夜中に収集されるの
で昼間の街中がきれいだと思います。（景観が良いということです。）ゴミ袋は結びやすく、使
いやすいと思います。価格も安いですね。
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・ゴミの問題について　　知っている鳥取市に比べて非常に遅れてて大変恥ずかしいと思ってい
る。これだけ環境問題、温暖化問題が取り上げられている中で、市の環境課はどんな意識で仕事
をおられるのかと不思議です。ゴミの仕分けは出す方にしてみれば大変なことにはなりますが、
早急に取り組んでいただきたい。ゴミの有料化の前にするべき取り組みであったと思います。
やった上で負担をしてくださいと言うのが順序だと思います。このことに対して市長を含めた責
任者の方のコメントが伺いたい。

○不法投棄について
・外国の来訪者から鳥取県（倉吉）はきれいとの感想が多い。しかし、山間部の谷あいや山かげ
の道路等、人目につかないところにゴミ投棄が多く、内心忸怩なる思いがあり、ゴミ不法投棄対
策が必要。

・水道水について、関金町山奥水源地域のごみ対策ボランティア活動などで清掃をしてはと思い
ます。飲料水は人体にもつながり、病人の多いのも昔の川に戻したいものです。

○自然環境について
・天神川の水はきれいだが、物（ゴミ）がたくさん両岸にひかかっている、汚く思います。大塚
橋は歩道がないので車両から簡単に粗大ゴミ、産業廃棄物をどんどん捨てられる。川が増水すれ
ば、流され、又、砂に埋もれる。ウォーキングの途中、何回も見ます。下をのぞけば自転車、ラ
ジカセ、タイヤ、カラン（大量）、フトンなどなど、びっくりします。そして、雨で流された
り、埋もれていると思う。市報などで市民でモラルの問題を取り上げてください。

・ごみ(ナイロン、プラスチックなど有毒な煙が出るもの)焼きをする者がいてとても不快です。
喘息、気管支炎の人がとても困っています。

・自然が売りであるのに、玉川等にゴミが目立ちます。一斉清掃等あれば参加する気持ちもあり
ますので、一度ご検討を。

・歩きたばこの禁止を条例化してほしい。

・旧倉吉線跡地の整備か又は倉吉駅から竹田橋までののり面の草刈等頻繁にお願いしたい。

・環境問題の取組みに力を入れてほしい。40～60代の消費が大好きな世代が特にリサイクルにつ
いて、意識が低すぎる。文化財を守ろうとして、お金を使うより、これから先は自然を守ること
にお金を使うべき。木を切り倒し、山を崩して道をつくり、山の天辺にある文化財を守ろうなん
てもってのほか。大山がいい例。大山を守るために道を沢山つくり、建物を沢山建て、車の排気
ガスだらけで自然が壊されていく。
・地球が温暖化になり、50年後には４～5℃上昇すると聞いています。人間、動物の半分は病気、
天災などで死んでしまうそうですので、温暖化の進行をしない方法などを市報など情報で知らせ
てください。これから生まれてくる生命のために（少しでも）

【斎場について】
・斎場が古すぎる。

・現在話題となっている「火葬場」の建設に関心を持っています。早期のうちに解決して欲しい
と思います。また、どのような規模なのか、広さなのか全く情報がありません。市民サービスと
は情報を広く知らせることがサービスではないでしょうか。秘密はだめ。

【景観について】
・倉吉の打吹山及び公園は、自然豊かな市民の財産です。私は散歩で良く周辺を散策しますが、
長谷寺のトイレ、武者溜のトイレが汚れて汚い。月に1～2回は清掃をしたらどうでしょうか。公
共施設を美しく使いたいものです。宜しくお願いします。

・街路樹の手入れをお願いします。枝が伸びて雨降りなど見通しが悪く、交通の妨げになりま
す。昨年の秋は、「おこぜ」が発生して大変でした。よろしくお願いします。

・倉吉市は森がたくさんあってステキなところなので、道やトンネルをつくる為に切らないでほ
しい。若い時は、都会に出たくなるものなのでみんなが出たがるけど、帰省したとき、落ち着け
る自然のままの倉吉であって欲しいです。

・あまりにも車優先社会となっており、徒歩・自転車が困難です。ドイツのように一定区間、車
を締め出すとか、歩道を拡張し歩きやすい街路にするだけでも随分変わってきます。
・電柱を地下に埋め込んで景観を良くして下さい。
・都市公園を作り、一日中過ごせる環境作りを。公園が少ない。
・道路幅員6m以内は車通行禁止にすること。

・市街地の美化景観向上は文化レベルのバロメーターである。
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【道路について】
・赤瓦周辺だけでなく、他の町内の道なども直していただきたいものです。自転車道のガタガタ
が危ないのでどうにかしてほしいと思います。まだただのアスファルトの方がましだと思います
が、如何でしょうか。宜しくお願いします。

・倉吉市は優良な大手企業が少なく、就労するには魅力のない土地ですが、しかし、住環境面(自
然味あふれる)では、県内の米子、鳥取には劣らないと考えます。そのため、他の場所で勤めても
住むのは倉吉と思えるようなまちづくりを望みます。そのためにも、現在進められている倉吉駅
周辺の整備とあわせ、駅へのアクセスの充実や米子道、山陰道へのアクセスの整備を望みます。

・河原町～西高(秋喜)までの交通整備を提言したいです。(特に冬期)

・鴨川町の川土手の自動車道路を広くして欲しいです。人と自転車のすれちがいが怖いです。一
部のところがあまりにも狭く、何かあってからでないと、だめですか？

・市道の道路幅拡大と整備

・生活道を市道もしくは取扱いで修理してほしい。

・道路そばの木、ありすぎのように思う。山のそばにまで植えてある。あまり大きくなる木は控
えたほうが良い。

・障害者が安心して生活できないと思います。歩道の植木(桜、イチョウ)が大きく成長し、根の
部分が盛り上がってとても危険です。障害者が1人で歩いていて転倒した場合どうするのでしょう
か。
・赤瓦の道路に車が進入してくるので、年寄りが危ないのでゆっくり見学しておれません。

・合併してから除雪がすごく悪くなった。

・高速道路の早急に整備。

【公園について】
・立派な遊歩道（打吹山）もう少し手を加えられたらと思います。

・また、子供が安全に遊べる広い公園が自分の住む地域にないので、作っていただきたい。自分
勝手な意見ですが、何か参考になればと思います。ありがとうございました。

・新聞で打吹公園のヤギの記事を読みました。以前から聞いてはいましたが、そこまで命あるも
のを大切に取り扱わないとは、怒りさえ感じました。－いい加減でええがな－という気持ちがヤ
ギの件だけだと思いたいです。公園に遊びに来た小さい子供は、ちゃんと見ていたそうですよ。
－ヤギさんかわいそう!!こんなに痩せちゃって－

・打吹公園をもっときれいにして欲しい（コイの池等）動物を増やして欲しい。

・西郷地区内に公園がない。外で子供が遊ぶには場所がない。

【駅周辺の整備・環境について】
・倉吉駅周辺工事のときは花造り用水道設備を短大生など水飲場の設置を。

・倉吉駅前タクシー用駐車場だけでなく、待時間用自家用車用駐車場もあってもよい。多くの意
見あり。

・駅の周辺等ずい分無駄に思える位の税金を使って改修してますが、県外から観光などで来た
人々が駐車場等あまりにも少なく、一体どこに置いたら良いのかと聞かれます。せっかくの県外
者もがっかりしている様に思えます。取り敢えずでもあれば良いのですが、我々でさえたまに出
かけた時に駐車場に困る様では出かける気も無くなってしまいます。

・駅前をもっと開発して欲しい。店が少ない。

・商店の活気がないから米子、鳥取に買物に出かける人が多く有るように思われます。駅前がと
ても淋しいですね。駅の周りの整備。オシャレがほしいですね。倉吉の玄関である駅周辺を美し
く。

・倉吉駅前のバス案内待合所を早く作って欲しい。

・倉吉駅前はスナックビルが林立しており、駅前は発展しないように思います。

【下水道について】
・下水道行政（特に「オール下水道化」せずとも、浄化槽ありきでよかったのではと思う。）
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【河川について】
・天神側河川敷の整備
・右岸は遊歩道等で整備されていますが、左岸側は荒れ放題である。スポーツ公園、ウォーキン
グコースの設置等、河川敷の利用を堤防強固のためにも左岸の整備を願う。

【公営住宅について】
・公営住宅がもっと欲しい。若い夫婦がいますが、給料が低いのに支払が多く、2人と子供の生活
がいっぱいのため、親が生活を見るため親にも負担がかかってたいへんです。皆が安全に楽しく
生活できるような環境が欲しいです。

・市営住宅に関して家賃が身障者、老人、母子家庭等減額制度がないのはどうしてでしょうか？
県営では制度があるのに。普通のアパートの家賃の半分でも市が負担をすれば、市営住宅待ちの
人が住む場所が見つけやすいのでは。

・市営住宅がなくて個人アパートもあまりなく高齢者や若者のためにも市は住宅問題に力を入れ
て欲しいと思います。

【路線バスについて】
・バスの停留所を雨にあわないように設置していただきたいと思います。

・交通(バス)で米子、鳥取のように100円バスが出来れば良いと思う。

・上北条地区に住む老母ですが、小田橋にバスを通してほしいです。

・知人の中に80才代婦人が1人暮らし(家人は日中勤め)のような生活の中病院通いをしていると言
う。タクシーを使うと家の前から病院の玄関まで連れて行ってもらえるので助かる。しかし、タ
クシー代が高く苦痛に思う。公共料金でバスなどもっと利用できれば助かるといっておられまし
た。年金暮らしは目前にあると思うと、自分で動ける間は自由にバスに乗って行動したいと強く
思いました。健康で長生きをして良き市民で有りたいと明日に希望を持って毎日暮らしていま
す。お世話になります。
・山根鳥信前のバス乗り場は道の側溝が飛び出て高く危ない。

・高齢者や障害者など自由に移動できない人のために市内運行交通機関の充実が図られないもの
か。他市などでやられているところの状況を把握し検討して欲しい。

【防犯、防災について】
・私事ですが、生活道路が狭くとても不便しています。山沿いに民家が建て並び土砂災害でも起
こりはしないかと心配しています。市の行政の方もお忙しいとは思いますが、時々見回ってはい
ただけないでしょうか。私たちも市の行事等に協力しようと思ってますので、よろしくお願いし
ます。

・防災メールを利用させていただいています。(安心です。)

・防災体制の充実

・従兄に県警関係者がいるが、正月の話題になったが、人口減少地域でも、面積は広いのだから
交番廃止は良くない。

【交通安全について】
・交通安全対策について県や市は地元の要望に予算面もあると思うが、必要だから要望が出され
ており、早い対応をお願いします。

・駅裏の倉吉舎の近くの信号が変わる時間が短くて、冬場など滑ったりしやすくて、危ない。

・市道に路上駐車している(常習化している)人が沢山いる。公民館からの注意では解消されない
ので、市から指導してほしい。せっかく６ｍの道路を整備していただいているのに、路上駐車ば
かりで通行しにくいです。

【個人情報について】
・困りごとがあって相談に行きたくても事柄によってはどこに相談したらよいのか分からなく
て、情報が漏れる心配もあって悩んでいます。今まで地区での情報漏れの話しを何度か聞いてい
ます。
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【体育・スポーツ施設について】
・グランドゴルフ場を作ってください。

・市のスポーツセンターなどがあればいいと思います。

・体育館等の施設の使用をもっと簡単に(予約、支払い)してほしい。
・市営テニスコートを人工芝にしてほしい。

・テニス、卓球、バドミントンなどしたいが場所が無い。

・市営テニスコートを整備して欲しい。（ネット、ポールの交換整備、オムニコートへ変更）。

・スポーツ広場の建設

・スポーツ広場（芝生の）が欲しい！

・鳥取市の布勢総合運動公園のようなもの（充実したトレーニングルームなど）が欲しい。

【生涯学習について】
・アンケートを振り返って、これからもいろいろな生涯学習、イベント等に進んで参加したいと
思いました。それには、もっと駐車場が多く、広いのがあったらと思います。

・市立図書館の利用時間が市のプールと同じような時間帯まで延長になれば学生達も利用しやす
いし、仕事帰りの人も立ち寄りやすいと思います。(毎日とは言いませんが、週2～3回でも)

【文化・芸術について】
・倉吉の伝統文化を一年の行事の中に取り入れて一般の人々が体験をし、その素晴らしさなどの
よさを知る機会をもっと多く取り入れて欲しい。倉吉の文化財においても史跡めぐりなどのコー
スを作り、その途中か後に、倉吉の伝統的な食文化、倉吉の味をめぐる食べ物歩きなど取り入れ
た行事が欲しい。
・音楽(クラシック等)に触れる機会をもっと。

・県下には現在無い「たたら跡地」の復元、関金町で以前開発されたが、そのまま埋没されたと
聞いていますので、歴史的観光と学術的古代の製法跡及び関金温泉を結んだ開発事業の検討は異
議があると思います。(たたら跡地の復元については、国の助成はないものですか。)

【農林業について】
・農業振興に積極性が欠けている様な気がします。又、若者の定住を図る方策としても工業誘致
の必要を思います。農業生産の近代化を図り、県内で鳥取、米子とは異なった対策が必要と思い
ます。
・定年帰農者が増える傾向がある。技術指導、就農支援、産品販売の支援などの取り組みが必要
（定年帰農はひとつの起爆剤）
・一人一木運動　山裾や空地に花木を植える。（花木の斡旋）

・農業をしている方が高齢化しており、作られていない田畑が目立つ、また農作業が大変になっ
ている農業を受けてくださる方があればよいがと思う。

・税金の高さ、商業の低迷等だんだん住みにくい倉吉になっています。やはり、農業、地場産業
が元気にならなければ、ますます低迷してしまいます。

・農地転用の規制等、県と一体となって郊外化をストップさせるべき。

【情報提供について】
○情報提供の全般について

・鳥取市は市が負担してケーブルテレビを全世帯が使えるようにして、行政等の情報が得られる
様にしているのに、倉吉市はなぜしてくれないのか。

・行政サービスを受けられる対象に自分がなっている立場なのか、そういう条件とかがわかりに
くく（たしかに市報にはでているかもしれないけど、いつもでているわけではないだろうし）わ
からないということは市役所に頼みに行くことはないと思う。そういうサービスについての情報
が市報みたいな全体に対して行う以外に、一人ひとりに伝えてもらえたら反応しやすいと思う。

・お疲れ様です。個人的な意見ですが、もっと広報に力を入れていただきたいと思います。良い
事も、又、悪い事も住民の一部しか知らない、又、知ろうとしていないが、現状だと思います。
知ろうとしていない人が、知りたくなるような広報があればと期待しています。情報不足が、倉
吉から若者が去っていく理由のひとつだと思います。（もちろん税金、保育料が 重要。）
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○市報について
・市報はよく読んでいるので情報を充実させてください。

・町内会に所属していないと「市報」が届かないのは市民への情報提供がなされていないのと同
じと思いますので、他市町外からの移住者への手厚い情報提供をしてほしいです。

・住民税を払っているけど市報を入手したことが無い。

・市報は月2回発行されていますが、財政が厳しい中、経費節約のためにも、月1回ぐらいでいい
のではないでしょうか。（同様の意見　他７件）

・老人でインターネット等の使用ができず、情報は市報が唯一の情報源です。

○電子情報（ホームページ等）について
・インターネット、ホームページの利用できない方への方法等の考えは!!

・７０歳ですのでインターネット等パソコンは使えませんので、そういうサービスは困ります。
みながパソコンができるという考え方は困ります。市報とか回覧板等にして欲しいです。

・情報提供は紙面で行うべきである。インターネットの利用はごく一部であって、特に高齢者は
まったく使用、利用していないのが実情である。
当該アンケートの設問すら問題である。

【アンケートについて】
・アンケート等、市民の意見を取り入れるのは大変素晴らしいと思います。常時、意見を集めて
公表していけば活発に市民が街づくりに参加できると思います。好き勝手書いてしまいました。
今後の市民サービスに期待しています。

・このアンケートの結果の公表を必ずして欲しい。また、市民の要望に対してどの様に取組むこ
とにしたのか公開して欲しい。願わくば実現するようにして欲しい。このアンケートの結果を無
駄にしないで欲しい。

・設問設定に関して、市役所側の態度の高さがとてもひっかかります。およそ、働く主婦にとっ
て運動、文化活動等したくともできないことが多い現実の前に、「数回程度しか行っていない」
という設問はいかがなものか？週休２日、有給等しっかりもらえるお役人体質の生活観がありあ
りとうかがえて、とても気分が落ち込むことしきりです。月に1回も学習の時間を作っている。そ
のうち現場をリタイヤしたらと、今、税金を納めるためにがむしゃらに働いている人間に、ムチ
打つような設問は生涯学習は必要と思っていても時間に追われて、働きバチを演じている世代に
はこたえる設定だと思います。「ボランティア活動」もしなくてはとあせる気持ちに専業主婦の
友人は、くしくも「しっかり働いて税金を納めてくれることが一番のボランティアだから、働い
て儲けて税金を払って、主婦は納めないのだから」となぐさめた理論に救われた思いがしたもの
でした。
・アンケートの質問に対する回答の文章もっとYes、Noに近い方が答えやすい。（本当に回答しに
くい）このアンケートで倉吉の未来を本気で考えているのですか？印刷代、郵送代、その他
諸々、大金を使っていると思うとアンケートの回答をやめたくなる。税金をムダに使わないよう
に。
・宛名の者は79才の高齢です。家ではほとんど寝たきり状態です。要介護「3」ですが、アンケー
ト用紙に記入することすら出来ません。人選を誤っておられます。もう少し経費の無駄遣いをさ
れていることを考えられてはどうでしょう。

・アンケートをとるなら結果をいかしてください。お金を使って集計してデータを出すだけで
は、意味がないと思います。

・アンケートの質問事項が相手を限定しているような書き方は、回答に困ります。後で集約しや
すいようにだと思いますが、意見を述べるような回答が少ない。スポーツをしている、していな
いについても、私の場合、子供が病気のためそんな事している場合ではない。(美術、学習活動ど
ころではない)。前段階を踏まえ色々な家庭にアンケートを送付されていても回答の項目に当ては
まらないようなことがでてきます。アンケートの内容の検討と、このアンケートでどこまで倉吉
が改善されるのか、市報等で数字だけの報告ではなく具体的なものを進めて行って欲しいと思い
ます。

・ITやホームページのない人たちの意見が分かりにくいのではないか。

・アンケートの答えが書きにくい部分もあった。

・アンケートの内容が多すぎる
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・インターネット、ホームページ、ＩＴ、電子メール等の質問をされてもわかりません。

・無作為に２０００人の内に入って良かったと思いました。アンケート内容についても市の取組
んでいる種々の事が具体的に分かりましたし、市政について改めて目を見開かされたかなと思っ
ております。

【若者定住化について】
○若者定住化の全般について

・魅力のある企業がない・倉吉市全体があかぬけない・山陽（岡山）の友人と比較して、給料の
開きが大きい・せっかくの休日でも出かける場所がない・道路の整備が進むほど、（179号，313
号，山陰道）岡山、鳥取、米子へ若者が出て行くと思う・全く退屈なまちだ

・若者の定住できるまちづくり

・後継者が必ず倉吉市に1人は残るような施策が必要では。

・もっと色々な企業が増え、人口が増え、活気あるまちになってほしい。車がないと移動もでき
ない。道を歩いている人も少ない。自転車で移動すると道が狭く走りにくいと思います。都市と
の違いを細かく比較して、みんながどう感じるか？若者の意見をもっと聞いてみては？あと、専
門学校や大学などの学校が増えると人も集まるのではないでしょうか？楽しく、活気あるまちに
なってほしいです。
・活気あるまちづくり、若者が定住するまちづくりを進めてほしい。今の倉吉のイメージは古
い、老いです。古くて良いものは沢山ありますが、これからを築く若者を育て定住させてほしい
ものです。
・よく「倉吉って何がある?」と聞かれるが「何もない」と答えるしかない。何もないのに、税
金、土地、家賃など高い。問49、50のように、近隣市町に移る人に賛同して自分も移りたいと考
えてしまう。
・県内でも中部地区の求人倍率が低く、仕事があってもかなりの低賃金となり、若者はフリー
ターやアルバイトでもかまわないという意識。しっかりとした仕事に就こうと思えば、県外ある
いは市外に定住することになる。今現在の中高校生で、どれだけの将来的なビジョン（自分の仕
事としての）を持っているのだろうか。倉吉に生活しているとそういうビジョンを持ちにくい、
又は、明確化できないように思う。自分たちの将来の展望、仕事像を抱きにくいのではないか。
それだけ職場、仕事環境というものが少なく、身近に感じにくいのではないか。少子化で、その
うえ、子供たちが仕事がなく帰ってこない、となると町は衰退してしまいますね。私は、子供が
フリーターでいるよりも、ちゃんと就職して自立してもらいたいと思います。そして、市外、県
外にそういう仕事に就く場があるのなら、仕方がないと思います。帰ってきたくても市内では採
用人数が１人や２人という所が多いです。現在の状況では受け入れるパイがありませんね。

・若い夫婦の定住が第一番に大切な事だと思います。（活性のある市にするため）

・若者が住みやすいまちづくり

○若者は何があれば倉吉に帰る決心をするか
・住宅環境（環境のよい住居、安全性、生活費が安い。地域で子育てに関心があるまち。）

・福祉の充実（子育て、教育環境。老後の福祉環境）

・就職先の確保。生活していくうえでの収入

・活気、魅力あるまち（若者向けの娯楽施設、ショッピングセンター）

・若者定住化を支援する法令等

・家族（親）、友人への気持ち

・若者の発想が活かせる場、年配者によって若者を気嫌いする環境になっている。

・田舎より、若い時は都会にあこがれて出ていく。住んでみての考え！個人的な考えがある。

・真の幸福を得られる街、生活ができる所

・魅力のある人達、企業、活力のあるまち

○若者が帰ってくるように、市が取り組むべき対策
・Ｕターンの税の優遇、企業誘致、生活費のダウン（保育料、上下水道代を下げる医療費補助上
げる）、他市町村との差別化

・大型ショッピングセンターの誘致

・交通の利便性。自然を活かした産業
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・倉吉市に暮す若者たちが今何に熱意を感じてどのような活動に取り組んでいるかをＰＲし、共
感を呼ぶこと

・子育てしやすい環境を整える

・倉吉、地方に似合う産業振興

・就業先の確保（進学で得た知識、技術の生かせる職場。高賃金を得られる。）

・転出前、高校在学中に倉吉の事を学習、アピールする

・町、市レベルでは限度あり。国全体として取り組むべき

・大学2～4年生の数人と毎年話し合いを持ってください。何を求められているかわかるでしょう
から。その要求を満たす。

・市が現在取組んでいる事が全て中途半端。アンケートを基にさらに絞込んでいかないとこれ迄
のアンケートは格好だけで全然生かされていない。

・進学等で奨学金を借りたら、倉吉で働く事を条件で、ある程度免除する。

○倉吉市から若者が転出しないように、市が取り組むべき対策
・子育てしやすいまちづくり。子ども関係に予算を回す。子どもは将来をつくる大切な存在。
もっと重要視すべき。子どもの人数に対して、ゆとりある教育、保育職員の配置人数を条例化。

・若者の夢を叶える環境を整えてほしい。(出来ればお年寄りと一緒に過ごせるようバリアフリー
なども忘れずに)

・人間関係の見直し

・補助もある程度は必要かも知れないけれど、生活力をつけるための協力の様な事と言うか、
もっと基本的なものを考えるべきかと思います。

・補助、優遇があっても、雇用場所、高収入がなければ

・市は、別に若者にこびなくても良いこと、引き止めなくても良いこと。時代は回ってくるから
今は人口が少なくても増える時代は来る。各補助金、低減、事業は市を苦しめること。

・都市計画税徴収の撤廃(納税しているにも拘らず公園の一つも出来ない現状がある。)
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