
Ⅲ　倉吉のまちづくりや市民サービスに関する意見等（自由記入）

市政について
○重点課題「若者定住化」について
行政で動く職員・議会も危機感を持って街づくりに力を入れて欲しい。若者が出て行かないように行政
が働く場所を作る事。
若者が喜んで残ってくれるように若者へのアンケートを取ってどういう町づくりを行ってほしいか、若
者の声を聞いて知ってほしい。
就学児童をもつ４０歳代の若者が市外等から本市に喜んで帰住できるよう、若者定住促進のための補助
事業等に関する年齢制限の延長を。
若い人の出合いの場を作るような事を企画されると聞きましたが、民間事業者などの協力を得て、ウエ
ディングドレスの試着できるコーナーを作ったりすると、若い子が集まりやすいと思います。記念に写
真も撮って渡すと、うれしいと思います。
介護福祉ばかりでなく次世代のほうにも、もっとお金を使うべきだと思う。若者が結婚に夢を持ち子供
を生み育て易い体制作りに力を入れて、人口を増やす事を考えなければと思う。もっと本気になって考
え力を出すべき。
若者定住の件で３５歳までになっていますが、このご時世だから４０歳までに変えていただきたいと思
います。
若者の遊び場がない。
○市政全般について
人口が減少傾向にあり、山間地の集落が成立なくなって行く事に、心配をしています。したがって、環
境が悪くなって行く事が問題であります。何んとか、全般に亘って、均等なる地域を守る政策に力を入
れて頂きたいと思います。
倉吉市が将来どのようになるか、したいのかビジョンが見えない。持ち家でなければ引っ越したい！
本当に困っている人を行政は助けてくれない。こんなに困っているのに母子の援助もあっせんしてくれ
ない。一人で家族４人を養っているのに、２０万そこそこの給料で、生活していけるわけがないです。
借金は増えるばかりです。離婚しても一人で子供一人をゆうゆうと育てている人の方が、生活が楽だそ
うです。持ち家があっても税金は払わなければいけないし…そこまで追いつきません。
まちづくりについて。明倫地区の円形校舎を現在のままでは危険であり、耐震工事をすればかなりの費
用がかかると思われる。市の財政困難の折、工事までして存続する価値があるでしょうか。現在の建物
の位置に住宅を建てれば、便利のよい一等地になり、人口も増加するのではないかと思います。
古い伝統文化を残すことも良いが、これにこだわりすぎると暗いイメージの方が強く感じられる。独自
の時代に合った新しい文化・発想を作り出すことも必要だと思います。
雪の季節に雪かきのできない人ばかりの近所で、陸の孤島になってしまうので困ってしまいます。若い
人でも仕事がなく生活していけません。
合併問題では近隣町村にそっぽをむかれ経済活動では今や鳥取、米子のイオンの商圏に取り込まれプレ
ミア付の商品券の発売も出来ず、深く静かにこのままでは衰退の一途をたどっている様に感じる。有能
な指導者が出ないかぎり前途に光明は無い様にかんじる。合掌アーメン
行政って何ですか？
まちづくりや、行政サービスがどの様に行われているのかわかりにくい。形だけのものではなくて、
もっと市民が楽しめて、幸せに気持ち良く暮らせるためのものがあればいいと思う。
今日限り今日を限りと今日の日を精一杯に生きようと思う。この事こそが現在の自分が考え生きている
上で も身近に感じている事です。さて世の中は100年に一度の不況の真っ只中にあります。というこ
とは、人生一番のピンチに立っているのです。我々はご馳走を沢山食べてきました。国は借金大国にな
りました。大いに反省し後世に苦しみを残さぬ様、痛みの共有が大事です。より質素に暮らし人生を締
めくくり、後世に安心を贈ろうと希望します。
色々行って頂きたい事は沢山有りますが、今回のアンケートの様な物も大切だと思われますが、今、特
に行政でやるべき事が何か急ぐ順番から手を付けて行なって欲しいものです。スピーディーに何事も対
応して下さい。
倉吉市の人口がこれ以上減らないように企業誘致や住みやすい環境作りに今後も意欲的に取り組んでい
ただきたい。
現在、市が町並み保存に力を入れているように思っているが、中途半端にならねよう、取り組んでいた
だきたい。①地区の保存（赤瓦周辺が歯抜け状態になりつつある）に取り組むのであれば（古民家も含
めて）所有者、在住者への理解を求めるとともに、改造・建て替え時に補助金を出すとか他の地区に移
動してもらうとか
②目的（倉吉市が目指す物）を明確にし、市民に熟知させるとともに、短期間で手を退かぬようにして
欲しい。
生まれた孫が（3月16日付）米子医大に入院しています。一日おきに母乳を届けなくてはならないが、
そのための交通費は個人負担で、大変です。米子・倉吉間のそのための交通費の支援などはないでしょ
うか？
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行政サービスって何でしょうか？どういうものがあるのでしょうか？パソコンはない、車もない
etc、、ないないづくしで！！あることを前提に行なっておられるように思います。何も持ってない人
もいるんですよ。
市営住宅等を中心に持って来る様な話を聞くけれど、本当に必要かどうか（上灘地区）もっと検討して
欲しい。若い人の就職先が無いので、実質街づくりどころではないと思う。暮らしやすい街づくりの実
現のためとか、税金は高いし、今一番暮らしにくい倉吉だと思います。
市の職員・議員等はマイカーを規制し（通勤・議会）公共の交通機関を利用し、環境問題・駐車場の経
費（人件費）削減をはかり倉吉市の財政健全化の努力する。市議会・議員・職員の人員削減または事業
の外注を少なく市職員またはパートを利用し雇用を促す。市の運営の為に外部よりの提言を多く取り入
れ発想の転換を図り、観光・史跡・食等についても同じ様に。役人は前例の無いことを嫌うが前例を多
量に残し発展のために全員で努力すると良いと思います。
定額給付金支給時にゴミ袋の無料配布は有り難かった。湯梨浜町は住み易いとよく聞くので、参考にし
て欲しい。
神戸から倉吉市に来て一年あまりたちました。全然知らない場所で知り合いもなく不安と希望で一杯で
したが、毎日の犬の散歩で自然や景色が心を癒し、瞬く間に住みやすく素敵な場所になりました。鳥取
市とは違う、米子市とも違う、同じ県でも個性があり、小さな国のように感じます。住んでいる方も地
の方が多く良い気質をされています。これからも、住みやすい行政をがんばってください。
公共施設の建設に関しては関係のある住民との対話、根廻しをしてから行って欲しい。
コンサートなど、もっと開いてほしいと思うがそれがないのも倉吉に人を呼べない原因の１つなので
は。
税金の使い道など「人の金」ではなく、自身の金と考え、大切に使って下さい。
以前鳥取市に住んでいたが、鳥取市の方が何かと便利で、サービスも良かった。他の市町村や県外の市
町村の行政サービスがどのようなものがあるか、もっと情報を集めて向上してもらいたいと思う。市の
規模が小さいと難しい事もあるかとは思うけど、ぜひがんばって、住みよい町づくりを期待します!!
（旧サンピアを買いとって、市役所の分庁舎にすればよかったのに･･･駐車場も広かったし。）
駅前、観光地のほうの整備は進んでいるが、山間部は街づくりの実感が湧かない。街づくりと言われて
もイマイチピンとこない
住民の意見を大切にしたいと言われるが、あまり住民の意見を行政に反映してもらえない。（ほとんど
反映してもらえないと言った方が現状か。行政は自分たちが決めたことは住民に説明するものの、その
ときの住民の意見を聞いてもらえない）
もっと人を集めるようなイベント・施設を作ったり、行なうべき。
人づくりも大事！！
北条と倉吉の間に新しい道が出来たので、両市がいい意味で街づくりに励んで欲しい。中部で北栄が将
来があるので、先を読んで行政してください。
住宅情報がもう少しほしい。
定額給付金の給付についての不徹底が見苦しい。市役所等の
定額給付金について  現金給付をする場合、混雑が予想できたはず。駐車場での接触事故や、待たされ
過ぎて怒った市民のとばっちりを近くにいた職員が受けたと聞いたが、 初の計画どおりに支給してい
れば問題は無かったのではないか。
水道の検針について  ２ヶ月に１回年配の検針員さんが検針に来られるが、この方達は「請負」で受託
されているのか、それとも「派遣」で勤務されているのか。法令遵守は自治体の責務ですので、請負業
法や派遣法に違反しない形になるようにしてあげて下さい。
市職員や議員の給料の見直し。まずは足もとから見直ししてほしい。
毎日決められた時間に出勤しない仕事に従事している場合は日当制にするべきだと思います。（市会議
員、他）
次世代に夢を託す年代となった。所感を記す。少子、高齢化に続き人口減少、社会の変遷、経済力、活
力の低下等、問題点が考えられる。地域でも廃屋空地化等、過疎化が憂慮される。教育環境も影響があ
るであろう。行政も時代と共に対応しなければならない責務、負託に応える努力が望まれる。
普段、日々の生活だけで暮らしているので、特に市の行政サービス等に対してあまり気に止めてなかっ
た事に気付きました。すみません。
田舎都市の暗いイメージがあります。もっと明るく個々の殻を破るべきだと思います。
「水と緑と文化の町」をかかげている倉吉。よどむことなく、かたまることなく、流れている町の空気
であってほしいと思う。
定額給付金が直接受け取ることができたのは良かったです。私のようなアナログ人間には、こういうや
り方もちゃんと残しておいてほしいです。
時間給、日給で働いている私たちは、市役所で用事を済ませるには仕事を途中で抜けたり、休んだりす
る事は、即給料にひびいてしまいます。そこで、市役所を土曜日とかに開けていただけたらと思いま
す。簡単ではないと思いますが…
行政が住民の要求をなんでもかでも取りあげ様とする姿勢は不可。是は是。非は非の毅然とした市政を
望みます。
意味のある建物を建てたり、何か珍しくて大きなイベントなど、全国から注目される（参加できる）よ
うなことを行ってほしい。倉吉の若者に元気が出るような、活気がある町（市）にしたい。
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倉吉市ふるさとプロデューサーは不用である。何をやっているのか？
早急に行うべき事と、時間をかけてじっくり取り組むべき事のメリハリが足りない。倉吉は倉吉である
事へのこだわりとヴィジョン。
市長も市会議員も給料にふさわしい仕事をしているとは言い難い。市の財政の苦しさをしきりに口にす
るが、自分の給料を削減するとは決して口にしないのは実に無責任だ。身をもって奉仕するという精神
に欠けている。
倉吉市独自の「定額給付金」に相当するプランを早急に考えるべきである。
景気回復
何を目指して、どのようなまちづくりを行おうとしているのかはっきりしていない。何か場当たり的
で、中途半端な気がする。将来に不安やツケが残るのではないか。たくさんの計画が市にはあると思う
が、どれだけ達成されているのかわからない。作成して終わりなのでしょうか。評価や検証はされない
のでしょうか。
もっと河川敷をレジャーに広く開放する。天神川、小鴨川の魚道を改良する。
近年ウォーキングブームで近所でもウォーキングをされる方をよく見かけますが、（私もした事があり
ます）横断歩道で立ち止まったりしなくてはならないのが不便ですね。ウォーキングコースが確保され
たら良いなと思います。それと、子供とお弁当と持って花見や紅葉を楽しめる近場で広々とした所が
あったら良いのになと思います。打吹公園はせまいし、未来中心はシートをしいてってわけにはいかな
いし、花見する桜がないし、だからいつも大山の方まで行かなくてはならないのが大変です。
今ある文化財を大切にしてほしい。
魚町から西町へ通じる街並が整備されて来ていることは、とても良いことだと思います。町の活気を取
り戻す為に、少しずつでも良いから行って欲しいと思います。
一般市民には、わからない事（行政をすすめていく上で、そこまで市民に知らせない事）があると思い
ますので、考えを伝えても、既定の方向に進んでいると感じる事があります。（どうしようもない事と
は思いますが。）
中部地域のリーダーとなれるような取り組みをすべきと思う。県内で唯一海を持たない市で有り市が発
展する為のキーワードは山・川・海と思う。
給付金の素早い給付ありがとうございました。
もう少し心の通う市政を望む

高の環境で生活出来ているのに、 低の行政サービスしか受けられていない。
今は生活重視。遊び・祭り事に税金を使うべきではない！！
１からやり直してください。（行政など）
何のイベントにしても関係者のみで行なっている感じがして、参加したいと思わない。
倉吉に住んでいて一番よかったと思えるのは、図書館の充実したサービスを受けられる点と、子供の医
療費補助です。どうかこのままでお願いします。
関金支所でも用事がすむようにしてほしい。１回ですまない事が多い（不慣れなため）
一般市民にあまり関係ない箇所の工事が多いように感じていますが、もっと重要な箇所があるのではな
いか。
市長又市議会の方々が市民の前でたびたび倉吉市の進む方向などを話して市議会と市民との輪（和）を
作って下さればと思って居ます。
倉吉市は住みにくい。物価が高い。働く企業が少ない。
プレミアム商品券の発行を希望します。
市の政策として商店街との取り組みがなされているのか、なされていても活動のための活動におわって
いるのではないか。少なくとも私には市が何をやっているのかまったく見えない。可もなく不可もなく
では？
倉吉市における企業誘致または情報発信が少ないように思える。
昔から中部は瓢箪行政と云われているが、山陰道の整備に伴いますますそのくびれぶり細くなっている
ように思われる。鳥取市、米子市他と比較しても、役所内の雰囲気にも良い意味での緊張感が感じられ
ない。公務員は｢公僕｣である。その意味は”公のため創造する”ことだと思います。｢給料ドロボウ｣と
思われないように民間の話法を認識し、今ハローワークがどんな状況か。一回すべての職員が把握する
事が大事と思われます。市役所の職員を半分にし給料を半分にしても、今の民間より補償されていると
思う。もっと行政の省力化図るべきと思う。そう考える。
ある町は広い公園などがあり、グランドゴルフなど出来る場所があるが、町によっては無かったりする
ので河原まで行ったりする事もある。車や移動手段の無い人は、とても不便です。
町に元気が無い。活気が無い。景気回復お願いします。
パチンコ屋が多すぎる。物価が高い。店の人たちのプロ意識が乏しい。仕事が無い。
倉吉をもっと住みやすい町にしていって下さい。
｢住めば都」のことば通り、多少の不便さや不満はあっても折り合いをつけて生きていくのが人間の知
恵であり、適応能力だと思うのです。行政サービスに求めたいこと、期待することは山ほどあります
が、限られた財源の中でのサービスを取り合うのではなく、住民の声に先ず耳を傾けて、一緒に手立て
を考えてくれる職員さんの育成を期待しつつ、声を届ける倉吉市民として、余生を暮らせたらいいと考
えます。
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行政サービスも現在利用することが無いので分かりません。しかし加齢と共にサービスが必要になった
時本当に有難うと言える行政サービスが受けられるかとても不安です。
湯命館が指定管理者が変わり、関金の財団は解体する事になってしまったのが残念。地域の宝は地域で
守るべきで、わざわざ他県に委託すべきではない。
同和地区予算を計上するのは、他地域との差別化を図っているのか？灘手地区には公園がない。同和地
区も大事だが、平等に市政はあるべきだ。
機関、団体、グループ、個人等々、お互いにいがみあわず、けなしあわず、協力していくことが何より
も倉吉に必要なことだと思います。
あまり期待していない
○財政運営について
指定管理者制度は良いとは思いますが、利用者へのサービスの低下、雇用の不安など説明が不充分な面
が有ると感じます。議会の答弁等を聞いていても、納得しきれる回答だとは思えません。ありえる制度
利用だと思いますし、市民が納得できる制度活用をして頂きたいです。
市の財政も困窮している今日、もっと節約する方法があるのではないですか。たとえば本アンケートの
封筒なんかももっと悪い紙で十分です。また普段感じていることですが、選挙に要する人件費もボラン
ティアを利用する等を採用するべきです。あまりにも選挙にかかる人件費が多過ぎます。其の他節約に
関する市民協議なども度々やるべきです。それによって良い知恵も多く出せると思います。
行財政改革　市役所での課、係の仕事量を把握して、人員定数を定める。また、課、係での季節による
業務量に変動が出ますがこれを解消するマルチ職員を育成し、仕事の均一化を図ること。分課、分室す
る毎に分割損が１０％は出ている。又それに課長、分室長を置くような行政ではだめだ。選挙の時だけ
行政改革を言っている。市長、議員は当選後は何もやっていない。倉吉市をどうするか。ビジョンがな
い。市長よ、市民のための政治を行っているかよく考えてくれ。大綱のない政治はありえない。大綱を
決定して、それに伴う行政をステップ＆ステップで実施してください。
倉吉市の財産がプラスなのかマイナスなのか、全く不明。プラスなら市政や議会がしっかりしていると
思え有難い。努力に感謝します。マイナスなら、議会や市政で支出について、絶対に減らすことを工夫
しないと、将来が不安。まず議員と市職員は、自分個人の家と同じと考えて工夫してもらいたい。国の
ように国債でどんどん財産をつくっていくようにしてもらいたくない。
○市町村合併について
合併して、便利になった？以前より不便なことが多くなったと感じている。我々も、これから高齢にな
るが、人に迷惑をかけることなく生活をしたいと思っています。過疎地域にも目を向けた行政をお願い
します。小を切り捨てないで下さい。そこには、精一杯生きようとしている人間がいるのです。
サービスが悪いと思う。関金町に車を１台で良いからおいて下さい。老人会で出る時困る事が沢山あり
ます。
関金町をもっと大切にしてほしい。たとえば湯命館など
市長に対して
トップダウンの市政はやめて欲しい。もっと市職員の意見を聞いた市政を市長はするべきだ。
長谷川市長のもと町づくりも行政サービスも良くなっていると思う。
議会運営・市議会議員について
議員は日給になれば良い（サラリーマン議員さんがおられる様に思われる）。…活動的な議員さんも中
にはおられますが。
市議会議員の人数が多すぎるような気がする。それと給料は日給制にして欲しいと思っている人が大勢
いますので、検討の余地があると思いますので、よろしくお願いします。
市議会議員の定数削減化の推進を。
議員さんの姿が全然見えない。
市議会議員を削減すべきと考える。市の財政が成り立っているのは職員の人件費削減によるものが大き
い。次なる改革は議員数を減らし、議員の人件費を削減し、スリムな議会運営を行うことだと考える。
議員数が多過ぎる。その分のお金を行政サービスに使ってほしい！
市議会議員は減らしていいと思います。（多過ぎます）
議会等テレビで見ているが、余りにも質問等が子供会の質問の様であきれる。質疑の内容も余り重要と
思われない感がある。
議員の給料もっと少なくてもいいと思います。
私の地域に議員がいないので、行政に対する住民の関心が薄くなっている。以前のように小新聞の報告
も無く積極的な大新聞の報道で一般論に感ずる。議員さんの名前も知らない方が多い。
市議会の活動について　市議会議員の皆様の日々どのような活動をされているのかもっともっと内容を
広く公開して欲しいと思います。
市会議員の方の活動が全然分かりません。もっともっと市会議員の人数を減らして欲しいと思います。
本当で倉吉の町を考えておられる方のみ議員さんになればいいと思います。副業とかはやめていただき
たいと思います。20人もいるでしょうか？活躍が分かりません。夫婦で市税をたくさん払っているの
で、何に使われているか気になります。
市職員について
○市職員の意識・モラルについて
市民の秘密を守る事を義務とするならば、知り得た情報は守ってほしい。
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市民からの問い合わせ、要望等に対する対応で市民が納得する十分な説明が出来ない、そういういこと
をする、そこまで説明するような指導がされてない体制と思われます。
上席者が、職員の現在している仕事を把握していないと思われる。市役所が、お互いに馴れ合いで、職
員（上席者も含めて）の意識の高揚が見られない。
市役員勤務時間朝８：４０頃登庁する人をみかける。
暮らしやすいまちづくりの実現を望むなら市役所内部の改革から考える事が一番と思う。市職員の公僕
としての認識がない。安定した収入があるのに無愛想で感謝の気持が全く感じられない。新入職員は先
輩職員の言動を真似るから古い職員から良い模範を実行して見せる事が大切。市民が用向きを終わって
帰る時は「御苦労さまでした。」の挨拶ぐらいはあって然る可きと思う。市民は良い気分で帰るだろ
う。何れにしても職員個人並びにその家庭が市民から尊敬される言動が大切。前の早川市長は出勤時、
徒歩で市民に皆「お早ようございます」の挨拶をしていた。見習うべし。
成徳地区ですが、玉川清掃を4月～10月まで毎月第3日曜日に実施されています。関係役員は5：30分過
ぎから3時間位。町民は7時～8時に清掃に参加しています。（ボランティアです）地域ですから市役所
の職員の方も｢まちづくり｣の一環として参加していただきたいと思うのですが。住民の目線で考えてい
ただければありがたいです。
職員のサービスに対する心がまえが不足していると感じた。（終業時刻前に帰宅の準備をしている。）
改革のみられるサービスは見られるが、古い部分は古いままというイメージがある。がんばっている市
職員はがんばっているが、20年位前のイメージのままの人もある。もっと職員に危機感が必要。自分の
20年後、30年後の倉吉を見据えて考えて欲しい。
以前から感じていたが、挨拶は知り合いのみするのものと思っているのか、こちらがしても返す人はご
く稀で不思議に感じられる。市民性なのか？
市役所の近くで朝出勤時に「おはようございます」と声をかけても返事が返ってこなかった事があり、
とても不快な思いをしました。やっぱり挨拶は絶対的なことなので職員教育を見直して欲しいです。
市役所のあいさつ、特に上司
市の職員の方々のまじめな仕事をやっておられるのは分かっていますが、いまだに特権意識を持ってい
る人、対応する人（個人なのか、会社の役員とか、男性か、女性か)によって対応の仕方が違う。まさ
に男女平等、機会均等をお願いします。
私は市役所通りが朝の通勤経路となっていて感じている事ですが、市役所へ徒歩で行かれている方が横
断歩道を歩けれている方もいらっしゃいますが、仲には停まっている車の間をすり抜けて歩いていかれ
ます。忙しいでしょうが、ちょっと早めに出勤すればいいこと、あまり見て良い事ではないので書きま
した。
○窓口等での対応について
倉吉の職員さんは倉吉の顔です。そして、市役所は市民が行く所ですよね？もう少し、笑顔ではきはき
と来客を迎えられてはいかがでしょうか？来た方も、気分良く帰られるはずですし、また行きたいと思
われるでしょう。
市民の立場に立った対応をしてほしい。
市民に対してお客様と思って接客して欲しい。図書館の感じが悪い（三朝に通っている）

近、市職員の対応が良くなった。以前は悪かった。
市民課等窓口の係りの人が新人なのか頼りない。もっとベテランを配して欲しい
・市役所の人の対応が良くない時がある。・わからない事（書類とか）を聞いたら嫌な顔をされたりす
る。・電話をしたらたらいまわしされた。・行政サービスはとても必要な事ですが、一部の人たちの事
で市役所は行きたくない所、利用したくない所です。そういう所もどうにかしてほしいです。
倉吉市が管理する公共施設で、以前、痴漢に遭いました。市職員に施設警備の強化をお願いすると「あ
んたは成人なんだからそれくらい自分で警察に行って頼め」と言われました。 低です。当時二十歳
だった私は、役所仕事とは、こんなものだという事を学びました。その職員の顔と名前、そして言葉
を、私は一生忘れません。そしてもう二度とその施設には近付きたくもありません。
市の職員さん、暗い人、声の小さい人が多い。その中で明るく丁寧な対応をして下さる人があるととて
も嬉しい。
倉吉市役所は独特の雰囲気があると思います。１５年余り中国地方を転勤される方が多い職場におりま
すが、皆がよく対応される職員さんが「素っ気ない・・・冷たい感じ」と言われます。私も4月末に国
保に関する窓口を尋ねたのですが、若い男性職員さんの対応も如何なものかと思いました。自分は机越
しの椅子に座り話を聞かれますが、私には椅子を勧めることは無く、終始中腰で立ったままでの対応で
した。今時の無神経な若者だなと感じましたが・・・きちんと面接されて採用されていますか？職場で
この話をしたら”倉吉市役所の職員は殆ど縁故採用だ”と皆が口を揃えています。もっと公務員にあり
がちな「してやってる」の上から目線ではなく、普通の企業で習う当たり前の社会常識の範囲で行政
サービスしてください。以上です。
行政サービスについて市民は専門的なことは分からなくて、窓口に相談に行ったりするのにそのときの
対応をもっと分かりやすく説明して欲しいです。お年寄りなどは聞いても、よく理解出来ていないと思
います。
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この間湯梨浜町役場に初めて用事があり行きました。そのときの職員の方々の応対がとてもよ良く、本
当に久しぶりに感激し、気持ちよく帰宅出来た事がとってもうれしい爽やかな気分でした。どうぞ倉吉
市の職員の方々、全員とは言いませんが一部の心無い態度にいつもうんざりしています。心ある接客
(応対)をして頂きたく、一言申し上げました。
○適正配置・業務効率化・経費削減について
市職員の給料を一般の地域企業にあわせていく必要がある。ほしいという言葉より考えるべきだ。高収
入である。たくさんの方から聞きます。
先般、営農に関し、○○課に相談に行ったが、窓口対応が適切でなく、適正な指導もなされず、後々の
行動に苦労があった。異動直後の事態と思いますが、（前任者の方はよく指導があった）職員の張付
は、適材適所でお願いします。
窓口での市民(来客）に対する応対姿勢は近年ずい分良くなった。ただ幹部職員の質が低下（勉強不
足、プロ意識の欠如など）したのではと感ずることがしばしばあるのが心配であり不満でもある。人事
（昇格）を見直すこと、依然としてエスカレート式にやっているのでは？能力も意欲もない者を歳だか
らと昇格させることなく適材適所に、若くても能力あってやる気十分な人材を抜てきしなければダメ。
無能、無気力も部長も現存している。
市役所の課の名前や課の受け持つ仕事の内容がたびたび変わるので、どこに相談するのかわかりづら
い。
市役所の課や係の名称及び業務分担に関して（特に福祉関係）1～2年毎にシステムが変わり、分かりに
くいと思います。
○その他
臨時職員から正職員への雇用実態。本当に議員の紹介や、幹部職員の子弟が多くいる。組合や同和行政
に配慮し過ぎるあまり、そういった後遺症はなくなったのか、表面上が改善されている様に見えるが、
公務員の身分保障や地位と併せ、公務員の採用条件と自治労及び同和行政との完全分離の再点検がなさ
れるべきだと思う。中堅～ベテラン職員には、多数の縁故者が本庁内から出先機関に至る迄、相当数が
在職中である事は市民間では公然である。民間業者とは異り、やはり公務員採用に関しては、職業選択
の自由に一定の制限を設けるべきである。組合や同和関係と全く無関係でなければ。
公共施設について
○市役所の立地条件等について
未来中心に何度か行った事があるが、なぜあそこにと思ってしまう。市役所、税務署等を建設すべきで
あったと思う。コンサートホールについては、倉吉駅に近い場所、体育館あたりに建設し、駅前から歩
いて行ける距離であればもっと便利で、駅前整備につながる。現倉吉市役所は建築物としてすばらしい
のに、耐震工事でみっともない鉄骨すじかいが入れられている。市役所に行くたびに、鉄骨を見ると腹
が立つ。市役所職員で何人が建築物としてのすばらしさを理解しているのだろうか？
意見とはちがいますが、駐車場がせまくてもっと広い駐車場がほしい。玄関前の横に車が駐車して出入
ができない場合があります。月に２～３回位行きますが困ります。駐車場を広くしてほしい。よろしく
お願いします。
倉吉市役所さんに何回か足を運んだことがあります。入り口に喫煙所があるのはどうかと思いました。
職員さんの対応は良かったと思います。
市庁内事務所（室）廊下などに、書類棚など多く置いてあり、見苦しい、乱雑さを感ずる。もう少し整
然と並べ、清潔感や事務室らしい雰囲気を作ってもらいたい。事務室がなんとなく暗く感じる。イメー
ジを明るくして欲しい
市役所の駐車場がない（いつも満車のような）
市役所について　どこが正面玄関かわかりにくい。東とか西とか言われても地理感のないものはわかり
づらい。
イベントや観光シーズンになると市役所に用事があって行っても駐車場スペースが無くて困る。
市役所や病院の駐車場が狭いので、困ることが・・・いつも利用する際に思います。
市役所をもっと他の場所に移したほうがいい。貴重な建造物だとは思いますが、もっと近代的に駐車ス
ペースも広く、どこが玄関かわからないようでは（もちろん倉吉市民には分かっていますが）あちこち
にある機関をひとまとめにして欲しい。車椅子の人でもスムーズに出入りできるように。
市役所の駐車場について、あまりにも利用できるスペースが少なく用事で行っても止めることが出来な
いことが数回ありました。春などの花見の時期になるとひどいものです。なんとかならないですか？
駐車場の整備。もっと駐車しやすい広い場所に作って欲しい。
○その他の公共施設について
公園の桜ですが、樹木医にみてもらったらどうですか。
特に不満は無いが、今住んでいる市営住宅がガス管がむき出しで非常に危ないと思う。
上灘公園が変わってしまったのが残念です。以前は緑が多く、遊びがいのある公園だったように思うの
ですが。
玄関付近での喫煙は、あまり感じが良くありません。同じく小中学校での全面禁煙は良いのですが、市
民の目につく所で先生が喫煙する姿は…。（特に上灘小学校）何か対策はありませんでしょうか。
自転車競技場をもっと全国に広めるようなイベントを作ってほしい。
公共の場所は住民の気持ち、要望を聞いて活用できるようにして欲しい
陸上競技場で小中学校の大会の時、駐車場が狭くて応援等参加できなくて困っています。
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倉吉駅バス停のつづきの広場をもう少し利用させて頂きたい。鳥取、松江に行くにも、駐車場が少な
い。あまりお金はないけれど、時々松江の美術館に行きますので困っております。バスツアーに出かけ
る時も朝早く、夜遅いので、時間もフリータイムでとお願いしたいのです。日交バスの福庭の駐車場は
きちっとしている様に思います。直接の管理はされていないように見受けます。
税金・使用料等について
河北町の小学校の下手に土地を持ち都市計画にすごく協力して来ました。しかし活用のため又土地を残
すためにアパートを建てていますが現在空室があり、又土地を貸していたのにこの度逃げてしまい、金
も入らなくなって来ましたが固定資産税が一回に４５万円ですし国民年金ではどうしても出せません。
切符が来る度に身の縮む思いです。税務課に行って話したが何回にでもいいから払えと言われる。次の
土地活用のことや、その手だてなどないものでしょうか。払いたくないのではありません。払う金が出
来るまでの間のことを考えて市民の声として考えてみてください。
毎年４月に、保育料の決定通知書が届きますが、中に同封している徴収全額表のウラの「備考」の所
が、いつも理解しにくい文章である。去年も今年も、保育料の全額を間違われて通知され、何度も「備
考の５・６」を読むが分かりづらい。結局、子ども家庭課子育て支援係にTELし、ミスが発覚し、お金
を後から返してもらう事に…。なぜ間違って通知されるのか不思議でならない。職員の方も、計算の仕
方をきちんと把握されてないのではないですか？本当に困ります。「備考の５・６」を、例えば事例を
あげて記載してはどうでしょうか？例として、子ども３人が保育園に在園している場合とか、子ども３
人いるが、第２・３子が保育園に在園している場合に、誰が１／２になり、１／３になるのか、書いて
あると分かりやすいと思います。来年も間違われるのは困ります。是非、改善してくださる事をお願い
します。
市内で家を建て替えたのに、年齢で引っかかり減税対象からはずれた。税負担も他の地区より高く感じ
る。
働く親として、保育料が高すぎる。預ける為に働いているのではなく、働く為に、預けれるようになっ
てほしい。（高いから若者は市外へ出るのですよ）
固定資産が減少したり評価額が下がったりしても固定資産税が毎年上昇したりするのは適正な評価がな
されていないのではないか、と思います。
住民票などの手数料が高すぎる。
倉吉の水道料金をコンビニで振込み出来るようになるとありがたいです。
税金等周辺地区に比べて際立って高く上がるばかり、年金生活者にとっては命が縮む思い。
市民税が高いと思います。３倍近くの値上げで生活への支障があります。
倉吉市のまちづくりも大切だとは思いますが、保育料の見直しをお願いします。保育所に子供をあずけ
る為にパートをして働いているわけではありません。上の子が小学校に入ったからといってお金がかか
らないわけでもありません。
都市計画税改定には賛成です。是非見直してください。
住民自治・市民参画について
○住民主体のまちづくりについて
市の活動にも是非協力していきたいとおもっております。”協力”という言葉は”大きな力”を見出す
と信じています。
無償ボランティアには心の限界があります。ので、例えば、子供会のボランティア活動（高齢者方のゴ
ミ出し、地区のゴミ拾いなど）に対し助成金が出される。シルバー人材の若・中年版があれば有償ボラ
ンティア兼アルバイトとして地域に貢献できるのではないかと思います。細かな問題はあるとは思いま
すが少しでも倉吉市が、うるおう事を願っています。
市民参画活動の具体的施策化の推進を。
もっと市民を巻き込んでの行事（ボランティア参加）に努力すべき!自治公活動の充実を計ることに
よって市の活性化につなげる努力が必要!
私自身勤めの関係で地域の行事、ボランティア活動、自分のための時間もとりにくいため、いろいろな
活動をしていくのは今の段階ではとても難しいです。これからの自分自身の生活の見直しも必要です
が、今、これからの倉吉も市民全体を巻き込んで活動がもっと見やすく、参加しやすく、またもう一度
参加してみたいという気持ちにさせるために、多くの人の意見を参考にして前進していく倉吉を希望し
ます。
市民の立場に立った行政サービスを望みます。市民がもっと自主的にまちづくりに参加したくなる雰囲
気づくりが大事だと思います。
街作りや行政サービスに意味、意義の事を市民一人一人がやるべきで、行政側も勉強し市民が安心して
生活できるようにしなければ。上記の件についても、良いアイデア、意見なんて出てこない。他の自治
体のやっていることも参考にしてみてはどうか。県外へ出て感じることも私自身あった。倉吉市の行政
はなってない！もっとしっかりせよ！！
市民参画と協働の町作りを進める施策でありながら、市民参画により意思決定されたことが無いように
思う。
老若男女を問わず、誰でもが参加出来るイベント、町おこしの活動がもっとあればよいのにと思う。
○自治公民館・地域活動について
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高齢になり加えて体調が悪く病院に通って治療しているため、体力、気力とも衰えて体調維持に勤めて
おりほとんどしておりません。以前町内会長をしたり委員をしたりして市政も勉強しましたが、役員
会、町内行事が割合忙しく、勤労者は気の毒に思っていました。町内会の仕事ももっと簡素化するとか
公民館員を増加するとか仕事を簡素化するとか工夫をして市政発展にがんばって下さい。
住民の意見や気持ちが伝わる行政であれば良いと思います。灘手地区には議員がいない為、地区住民の
声が届かず無視されているところがある様に感じています。
倉吉市は、交通災害の保険の集金等を地区で（任されて）されているが、その役員さんは大変な苦労で
す。都会は市役所が取りまとめてする。今後は市役所で全て行ってほしい。個々を市役所で！（検討を
願う）　以上　倉吉市長　長谷川稔様　年齢関係なく地区役員はしなくてはならず、若い者も住まない
ので、老体で苦ばかりですから“役”が金銭も有り負担。大金でも有り）
聞く所によりますと、上小鴨小学校と市の教育委員会だけで耐震に関する詳細事項を決められたとか。
小学校と、地元地区とは色々と密接な関係があるので、相談（会議）の時、地元住民も参加させて欲し
かった。という意見がありました。私は他県から帰って６年半になります。これから地域の活動にどん
どん参加して関心を持っていこうと思っています。
息の長い地域おこしなどの活動・取り組みが少ないように感じる。
行政サービスについて
行政サービスとは具体的にどんなサービスをしているのかわかりません。
ケーブルTVが高額すぎて（月々）は入れない。インターネット中心すぎて、インターネットがない家庭
では不便。ケーブルTV、インターネットがないので情報がまったく入らない。
行政サービス利用に関しての親切な説明がもっと必要なのではと思います。過度なサービスと思われる
ものもあるので検討の必要があると思います。
駅近くにあるホットプラザで、市役所に行かなくても住民票・戸籍・税の証明書が取れるのを 近知っ
た。とても便利で、わからない事も教えて下さり、助かっています。住民の立場に立ったサービスがこ
れからも増える事を願います。
河川敷に市民の畑を貸す所が出来たら、面白いと思います。
行政サービスにはどのようなものがあるが、分かりません。詳しく知りたい。問５１に答えようがな
い。
日曜日も交代で午前中だけでも業務をやって欲しいです。
市の行政サービスは良いと思います。
土日祝窓口を開けて欲しい。
休日でも、色々な手続きなど、利用できるとありがたいです。
休日でも使用できるように、住民票・印鑑証明などの自動交付機を設置をお願いします。
書類（住民票等）を取りにいくために仕事を休んだり休憩時間に行かないとだめなので受付時間をのば
してほしい。仕事が終わっても行ける時まで１９：００ぐらい
認識不足なだけかもしれませんが、市役所のサービスは５時以降でも行なっていますか？住民票を取り
に行く等、私は会社の途中抜けて行く事があります。会社勤めされてる方は、帰り時間に行くことが出
来る様な市の体制にしていただければと思います。
福祉・健康・医療について
○福祉サービス全般について
バリアフリーに関しては、かなりの低レベルだと思います。
行政サービスにもう少し力を入れてください。特に福祉に対する適切な対応や、サービスの種類を増や
して下さい。
母（８８歳）の介護で、ケア・マネージャーさん（市社協）に助けていただいていますが、それでも不
安が大きいです。弱い立場の人、困っている人が、どこにいて、どうしたらよいのか、頼りになる市政
であってほしいと願います。市も大変だと思いますが、今こそ、助け合いが大切だと思います。よろし
くお願いします。
障がい者と老人にもっと手厚く行政サービスをするべきと思います！
○医療・保険について
子供を育てる上で、お金がかかるが、今、不妊で病院に行っている方も多いはず、助成金だけでなく、
もう少しそういった方への支援をお願いしたい。
医療費の手続きを（就学児）もう少し簡単にしていただきたい。
医療機関への不満は、何でも今はパソコンになり、患者を不本意に扱う（医者、厚生病院）
医療機関が安心して利用できるように・・・。
つい 近まで小学生も特別医療が使えることを知らなかった。もっと市民に周知する必要がある！！全
世帯(対象となる)に知らせる必要がある。
子供の医療費を無料にしてほしい。
○障がい者福祉について
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小生身体障がい者です。障がい者は施設で生活するのでなく地域ですべきです。シビックセンターたか
らや内に障がい者が１日過ごして自由に生活する場がほしい。その場合パソコンを何台か設置する。イ
ンターネット等接続。施設から地域に帰る人が１人でもいれば施設への補助金がいらない。１０～２０
万／１人。施設は意味が全くない。その場合個人に１万円位支給他交通費５千円支給すれば、結論本人
の意思で伸び伸び活動する事を目的とする。一考をお願いしたい。施設も商売ですので、補助金のみが
目的と思う。何ヶ所か体験しての文面。
問３６について。「当たり前」という意味のとらえ方がわかりません。障がいのある方が地域で生活す
ることは、本人さんの努力や周囲のサポートがあってできること。それを「当たり前」ととらえるの
か。障がいのある方が地域で生活することは当然のこと、という意味であれば、そう思います。
○高齢者福祉について
これからは年寄りが多くなるので、安くて入所できる施設・老人ホームなどがたくさん欲しい
老人が生活しやすい行政サービスをもっと行って欲しい。
マンションに住んでいると、地域住民との交流の機会が全くなく、隣近所との交際が全くありません。
老人にとって極めて淋しい限りです。１人暮らしの淋しさを解消出来るような施策はないでしょうか。
マンション以外の住民は地域の老人会等を盛んに行って居り、皆んなと楽しく交際しているのが羨まし
いです。このままでは、生きる希望が全くありません。
寝たきり老人の少ない他県を見学していただき、老人の意識を変える取り組みもしてほしい。
夫婦共高齢者なのでいずれ施設のお世話になると思いますが介護保険が役立つサービスをお願いしま
す。
市が行っている敬老会の件で申し上げます。町内で依託されてるとはいえ出席、欠席はともかく、欠席
の方へのプレゼントまで考えておられるとのこと。敬老会の案内のハガキに書いてある文面を見れば心
から感謝と敬意を表し、御慰安申し上げたいと～そのやさしい気持ちがあるのでしたら町内にすべてを
依託せず市の代表者、地区の面識のある代表者がその家庭に伺うべきだと思います。
共同の生活の家を利用したい。もっと多くしてほしい。食事付の。健康な年寄りが１人になったらすぐ
に共同生活したいのです。私も。
子育てについて
○子育てサービス全般について
他の所より子育て支援サービスが少ない。
子育て相談、赤ちゃんだけでなく小学校に入った子供を対象の窓口があればと思います。今の子供たち
は、私の子供の頃とはまったく考え方が違うように感じます。正直、学校に先生には聞きにくい所があ
ります。検討してください。
まちづくり、行政サービスに関係しているかはわかりませんが、“子育て”の支援について一言。“子
育て”と言うと小学生までとか小学校に上がるまでと考えられがちだと思いますが、中学も子育ての中
に入ります。ですが、支援と言えば小学生までと区切られており、何か不公平さを感じます。少子化で
小さい子供達に手厚い支援もよくわかるのですが、義務教育である中学卒業まで支援してもらえないの
はなぜ？？と思います。せめて、義務教育の中学まで安心して子育てできる！という事があってもよい
のではないでしょうか？？大きくなればというか、小さくても大きくても子供にはお金がかかるもので
す。
子供の使わなくなった服、おもちゃ等をフリーマーケットやバザー等に出したりする機会が地域であれ
ば、それを通して子育ての輪が広がって楽しそうに思う。
子育てしやすい環境作りをうたっているが、現状では職場の理解はないと思う。法的には育休・産休等
あっても、それが実際労働者の権利として使えるかというとそうではない。基準局が介入しても、あや
ふやでおわってしまい、権利が守られてないのが実情ではないか。町ぐるみで子育てについていま一度
考え、これからが子育てしやすい環境であってほしい。
子育てしやすいまちだと思いますが、もっと子育て支援を充実させて欲しいです。よろしくお願いしま
す。
○子育て環境について
子供が遊ぶところを増やして欲しい。
子育て支援が不十分である。雇用が少なく賃金も安いため、子育てが不安である。子供を安心して遊ば
せられる施設が少なすぎる。室内施設に関してはないのでは？
子どもに外で遊ぶことをすすめるが、実際には遊び場所がなく、隣町の公園にあっても校区外だから
行ってはいけないと学校から注意を受ける。空いている駐車場、路上へと子どもが移っていくが、安全
面からそれは好ましくなく、結果的に屋内へ閉じこもってしまう。もっと公園等の整備が必要ではない
か。
小さな子供が遊べる所をもっと作ってほしい。（屋外、室内とも）少なすぎ！！おむつをかえる所や授
乳する所も増やしてほしい。おむつをかえる所は、あったとしても女性用のトイレの中とかしかない気
がする。男性用のトイレにもあってほしい。お父さん１人子守りをする時、困る。
○保育園・学童保育について
昨年出産をし、6ヶ月で職場復帰予定です。保育園はたくさんあり満足していますが、もし子供が病気
になった時、病児保育、ベビーシッター等のサービスがあまりになさすぎて不安を感じています。核家
族で両親も病気のため保育を頼めず、共働きのため、万が一子供が熱を出したらと考えると不安です。
唯一の病後児保育園も場合によっては預かってもらえないとのこと。ぜひぜひご検討おねがいします。
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○その他の子育てサービスについて
上灘の子育て支援センターに子供と通っているのですが、午前中は色々と日変わりでプログラムがあり
ます。午後も何かしてほしいです。
学校・義務教育について
地域における小学校・中学校・高校と出向いて行ける環境作りが大切だと思います。地区のPTAと協力
しながら、学校を盛り上げていきましょう。なんでも有限実行で私も小学校・高校とPTAの役員をして
まいりました。下の子供は倉吉北高の２年です。親もどんどん行事には参加していきたいものですね。
校区にとらわれず親の職場に近い小中学校に子供を行かせたい。
教育・子供達について。こりかたまった大人の感覚は今さら改善はむつかしいと地域の中で暮らしなが
ら感じている。小学生は中学と、中学は高校と、高校生は大学生と年に一回でも交流を持つ場をつく
り、なごむ、したう、思いやる、心をはぐくむのはどうかと思う。せっかくのすばらしい設備の未来中
心大ホールを活用し、学校行事として、子供達にいい音楽を心にしみいる程聞かせてやってほしい。あ
わせて、聞くマナーも指導してほしい。
学校給食、熱心に取り組まれているからこそ言いにくいのですが、食品の品目を増やすことより、食品
添加物の削減に心をくだいていただきたい（せめて基本調味料などの使用添加物の情報公開を。全てな
くすのでなくても、減らす努力さえ分かればうれしい）。
スクールカウンセラー等相談機関に、現場のことがわかる「臨床心理士」の配置をぜひお願いします。
不登校といっても原因はさまざま。子どもの「不安障害」への理解が学校、社会にない現状では、その
タイプの子と親は「なまけ」「性格」「育て方」のせいにされ、死を考えるほどに追い込まれます！
（うちの子供は今現在は不登校ではありませんが…）
行政サービスとして、できる事かどうかわかりませんが、いつでもなによりも、人を育てる教育は大事
な事に思えてきました。
小学校の再編にとりくみ、成徳小学校は、上灘と明倫に統合し、学校あと地は行政、文化、経済の中枢
地区として活用をはかるべきだ。又、車社会での駐車場として校庭が活用出来て、成徳地区の発展に役
立つ。勇気ある検討を望みます。
雇用対策について
今の不況で若者が就職なく、県外へ流出しつつあります。赤瓦周辺の空き店舗を活用して、何かできな
いものでしょうか？
若者の就職先が少なく、県外に出るしかない。
若者の働ける場所を確保していただきたい。
不況の波がおし寄せていますが、若年層、高年層に関わらず、もっと雇用創出し、働く場を多くつくっ
てほしいと思います。
雇用の問題。企業を誘致して欲しい。とにかく働く場所が少なすぎる。そして店、デパート等も少な
い。休日には鳥取や米子まで行って買い物をしている人は多いと思う。
子供達が夢を実行出来る様な生活環境であります様に（働く所が有る、誰でもすべての人が働ける職場
作り）。
高年齢者の働く場所が少ない（６０才以上）
もっと求職活動のこと等を考えて欲しい。 低賃金を考えて欲しい。
商工業について
倉吉市内で衣料品等、買い物するには選択の範囲が狭く、地元でなるべく買い物をしようという意識は
あるが、実際には大型店のある東、西部へ買い物に行ってしまう。中部の商業の活性化の為に地元にお
金が落ちる良策を検討してほしい。
市街地がもっと活性化されると良いのにと感じます。アーケード通り等、通ると寂しいです。
おっきいデパート（ショッピングモール）を作ってほしい。お昼を食べるところがあまりないので、
モールがあれば鳥取とか米子まで行かなくてすむ。観光するところがあまりないのでおもしろいところ
（若者が遊びにくるような）をもっとあったほうがいいと思う。
倉吉市も他市町村と同じで市の空洞化が進んでおり、旧市街地の明倫・成徳他の個人の商店街はほとん
ど無くなり、郊外に大型店が多数あり買物等が不便であり、市として旧市内の商業等の活性化に努めて
欲しい。
旧市街周辺の閉店が増えていますがどう思われますか？
お店を増やしてください
鳥取・米子に負けないくらいデパートを増やして欲しいです。
もう少しショッピングセンターやレジャー施設があればいいなと思います
市民が鳥取、米子方面へ買物へ出掛けてしまうのは、倉吉市に満足できる店があまりない事にあると思
う。スポーツ店、洋服店等々、とても今の倉吉では満足できません。
旧市街地の活性化を望みます。歩いている人がいない。
米子・鳥取にあるよう様な大型スーパーが倉吉にもあるといいと思います
町の活性化という点で、商業施設の充実度や駅周辺の景観・利便性がかなり悪いと思います。
もっと人が集まるターミナル作りをしないと、買い物をはじめ様々な娯楽やコミュケーションを東部・
西部に依存してしまうことになり、町全体の生産性も下がっていくと感じています。
商業的に全く考えられていない。食に関することはまあまあ。衣、住についてまことにつめがあまい。
旧市街地が年々寂しくなり活気対策をお願いします。
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まず、企業に元気がないから、なんとかしてほしい。いろんな意味で悪く回っている（先が見えな
い）。
むずかしい事はわかりませんが、市内がとても淋しい事です。旧市内に出かけるにしても何の意味のな
いため、何の用事が出来ないために皆の足が遠のき、ますます淋しい倉吉になりました。何とか県内外
からの人をよび込むためにも旧市内に魅力ある商店とか、旧市内に一人でも足をとめてくださり素通り
しない町になればと思います。特に高齢者は困っています。
旧市街地（本町通り）の活気ある街造り。商店の復活を望む。寂れをなくしよう。
市内の活性化を本気で考えて欲しいと思います。ホテイ堂・たからや等の大きな建物が人の出入りの少
ない状態で町の中心が閑散としています。また車の運転の出来ない高齢者は肌着の一つも買い求めるこ
とが出来ません。大変住み難い町になりました。
商店街を活性化するために、店舗を無料で貸し出したり、観光地周辺の店舗作りにもっと力を入れたほ
うがいいと思います。
友達との食事、家族、親戚など、市内で私達が食事が出来る処が少ない様に思います。（他の市町村で
食べる事も少なくないです。）行政で後押しして戴き、商工会、農協など協力して地元の食材を利用し
て、高価でなく、魅力のある食事処があれば…と希望します。
市内にスーパーはたくさんあるけど、衣料品店が旧市内に無いので困ると親が言ってます。昔の様に、
ホテイ堂、サンピアの様なデパートがあれば良いのにといってます。高齢者の多い地区ばかりで、自動
車に乗らない人にとって、上井方面まで出向くのは大変だと思うと、親が言ってます。
旧市街地の活性化と大型店舗の進出を願います
買い物に鳥取・米子まで行かなくて良い商店街、店舗があれば・・・と思います。
旧市街地に店舗が少なく活気が無いため、日用品などを市外に出かけてしまう事が多い。
｢旧市街地商店街｣という呼び名をすると、なんとなく衰退感がありますので、活性化させる呼び名をつ
けたりするといいと思う。
観光について
観光に重点を置くにしても中途半端。
観光客マナーが悪い。少しでいいから道路の片側を通行してほしい。行政に関しての新聞を配ってほし
い。解りやすく。
倉吉の行く先が見えない。リーダーシップも無い方だ。民間のすばらしい人材を活用すべきだ。役人上
りの頭脳は、ほとんどダメ。倉吉を境港の様に観光地にすべきだ。４０万人の観光客が素通りしている
と思われる。市、商店はどう考えているのか。（チエが無いのか）
県外からの観光に土蔵群は静かできれいですが、長時間かかってゆっくりみて歩くには短すぎる。もっ
と見せる観光名所があり、PRのしかたが下手で活力を感じない。
倉吉は、確かに店に数や営業時間の短さといった点で、不便を感じるものの、水の綺麗さや空気の美味
しさ、自然の豊かさ等の点では全国に負けない力を持っている。しかしながら、その点、全国へのPRが
出来ていない点が残念だ。観光客が来なければ、収入は無く、倉吉の発展はありえない。現在、各社の
白壁土蔵群への観光バスは、朝訪問するダイヤで作られているが、これを昼時を跨ぐものに変更するよ
うに働きかけをすれば、昼食を食べてくれる可能性が高まり、客単価のUPが期待できるよう。こういっ
た工夫を官民あげて話し合い、実現に繋げる事が重要だ。
もっと旧市街の活性化（観光資源の活用）に取り組んでもらいたい
土蔵群は灘手にもあります。尾原４８戸ですが１０棟位はあります。皆さんが大切に保存されています
が一部離村された家は放置され危険なところもあります。古民家の良さは住んで、みて、とても気持ち
いいです。小さなところにも目を向けていただければありがたいです。
“みつぼし”は駅前で。商店街といっても商店はありませんよ。
旧倉吉市街地が寂れている。白壁土蔵、打吹公園、公衆便所等倉吉の自慢するものを全面に出しアピー
ルを！
観光地がさびれていると思うので、県外を見習ってもっと活性化させた方がいいと思う。
私は雨、雪、台風以外のときは毎日市内を歩き町の様子を見ますが、市は大型バスの駐車場を立派なも
のにされましたが、観光客の方は赤瓦周辺は良く見て回っていらっしゃいますが、バス通りから土手の
方に向かうと閑古鳥が鳴いています。倉吉市を盛り上げるには、もっと努力が必要だと思います。ま
た、お店が駅より東のほうへ出て行き、旧市内は淋しくなるばかり、私は先が短いので良いですがこれ
からの若い人のために皆さんでよい智恵をしぼってください。お願いします。
倉吉には古いものが変わらずに残っている所が沢山あります。それは、私たちにとっては、当たり前の
ことですが、都会の人はどうでしょう？多分見たこと無い光景であったり、なつかしいようなものを感
じ取れる人もあるのではないかと思います。そういった部分を発見し、マップなどを幅広い地域を含め
て作成し、アンテナショップなどで（東京）紹介してはどうでしょうか？境港（水木しげるロード）～
米子（やかた船など）～倉吉（赤瓦など）～鳥取（城跡など）。旧西倉線の桜並木が今年もとてもきれ
いでした。活性化のひとつの取り入れてみたらどうでし
由緒ある近代建物にも保存、観光を考えて欲しいです。明倫小学校がとても心配です。市の分室に利用
するなど保存ありきで審議していただき、観光スポットとしてアピールして欲しいと思います。ちょっ
とした工夫でこの町はまだまだ盛り上がると思います。
ブラックバス釣りができるような有料施設ができれば、経済効果につながりそうです。
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昼間ゆっくりする場所がない。ケーブルカー、トロッコなど作ってほしい。駅前より雨用アーケードを
作る。動物園も有ると良いと思う。東郷池にボート場、又、場外馬券場、どれか実現してもらいたいで
す。
古き良き時代の昭和レトロのまちづくりは行政だけの思いが強いように感じる。
赤瓦に力を入れすぎと思う。
もっと倉吉駅周辺に力を入れて欲しいと思います。夏祭りなどはみつぼし踊りを上井地区の方でして欲
しい。その方が人が集まると思います。だんだんと商店も無くなり、今の商店街でする意味が無いと思
いますが・・・たくさんの人が同じ意見を持っています。
白壁土蔵周辺の駐車場が不足ぎみなので、例えば閉店した店の建物はそのままで駐車スペースを確保す
ることは出来ないか。（せっかく見に来て、空店が目立つのは好ましくないので、内部を改造して駐車
場の増設を行い、案内地図の中に明記する。等）
先日のゴールデンウィークには赤瓦周辺は車があふれていました。このような時には、成徳小学校の校
庭を開放してはどうでしょうか？
レトロな町作りをしている倉吉としては、明治町にある鉄道記念館とＳＬを赤瓦の近くに持ってきて
は・・・と思いますが？
赤瓦地区の観光スポットを河原町あたりまで整備すれば、西町周辺の商店街も活性化するのではない
か？
農林業について
本市民の安全な食生活を進め、本市の活性化につながるためにも、特産農産物の「農業振興策」の具体
化を。
農業で生計が立つような仕組みを作るべき。
山の松が毎年枯れていっています。山が荒れると大水が出やすくなると思います。イノシシ・タヌキ等
が家の近くまで出てきて、畑が荒らされています。市長さん何とかしてください。
この町は好きです。歴史があり、古都の風情もあります。ただ、海、山の素晴らしい食材があるにも関
わらず、それをアピールする素敵な店が少ないと思います。勿論、使ってはいるのだろうがアピールで
きていない気がする。特化した店はそうしているのだと思いますが、一般の店ももっとアピールして欲
しいと思います。
森林業をよくして水の確保。
もっと農業に力を入れて応援してあげてほしい。
生活環境について
○ごみ収集・リサイクルの推進について
住まいの地域でもゴミのポイ捨てが後を立たず、河川の汚れが気になります。
市内にゴミが目立つ（たばこの吸いがらなど）
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ゴミの回収場所（資源ゴミ）が分からず、市役所に電話したら｢よくわからないので、近所の人に聞い
てください。｣と言われた事があります。単身のアパートでは隣人との交流もなく、聞くこともできま
せん。生活に、密着したサービスを充実してほしいと思います。

近、道路の路肩にゴミ袋が多く出されていて見た感じが悪いと思います。（ 近特に多くなったと思
います）特に目に付くのが旧市街(旧商店街付近)
○その他の生活環境について
①犬の糞の持帰りを行政で指導していただきたい。公民館で話題にした時のみで、時が過ぎればもと通
りです。スコップで埋めるだけでは、雨になるとむき出しです。
②犬の鳴き声も気を付けてほしい。早朝、夜間等。
③猫の糞にも困っています。猫は放し飼いですので名札をつけるように指導していただきたい。家で糞
をさせる様に指導していただきたい。
・公園について。雑草のみの公園です。ボランティアを先導する人でもあればと思う。人影のない公園
です。遊びにスポーツに利用してはと思う。
・市内の各処にあるトイレはとても便利だと思う。
・至る処に落書があります。何とかならないものかと思う。
市内、道路添いの美化強化してほしい。冬、雪かきをていねいにやってほしい。川の美化に力を入れ
て、道路などの美化をしていただきたい。
まだゴミのポイ捨てが有るので、これを出来ない、しない様にしたらと思う（行政でも）。
○景観の保全について
地域の景観について・明倫地区（越殿町）の鉢屋川に戦後に建てられたと思う住居の一部が、今だかつ
て居座っています。（住んでいなくて崩れかかっているものもある）町の裏通りでも非常に見苦しい又
河川清掃も出来ない。河川の管理は、市、県、国どこでしょうか？なんとか一掃出来ないものでしょう
か。・長谷寺の下のつつじ園と、その前の広場が荒放だいとなっていますが、きちっと整備して下さ
い。
打吹公園を散歩するのですが、歩く道に木が折れていたり、椅子が老朽化していたり、くずれそうな所
があります。もう少し整備されたらと思います。打吹山頂は、もう少し景観がよければまた上るのも楽
しみですが。
街路樹がいつも手入れされており、通るとき、気持ちがいいです。ありがとうございます。これから
も、緑あふれる町であってほしいです。
街路樹の剪定、何とかならないか。大きな枝も切り落とし、幹だけの丸坊主にしてしまう。その幹から
ちょろちょろとへばりつくようにひょろひょろの細い枝葉がくっついている姿は情けない。ヨーロッパ
といわず、大阪の御堂筋や米子のケヤキ通りのような姿になぜしないのか。大きく枝を張ってうっそう
と茂るのが木の姿である。心地よい日陰になると楽しみにしている夏前に、丸裸にしてしまう神経に腹
が立つ。
荒地・そこに捨てられるゴミ、山や川の手入れが悪く、荒廃して、美しい自然が損なわれています。計
画的にお願いします。
桜の寿命があるそうですが、打吹公園の桜は何歳くらいなのでしょうか？
いつも、ウォーキングをしていて思うことに、各公園の草と木が大変大きく草ものびていて見苦しいで
す。（一部歩道にはみ出している物も有）
市内“つつじ”の花が今年はみごとに咲いています。花後のせん定時期を間違えないように!（花芽を
かりとらないように。）業者の都合ではなく樹の様子を見極めることが大切だと思う。せっかく植えて
あるのだから、美しくながめたい。来年も期待しています。（街路樹）樹木ですが、大木になりアス
ファルトをおこしている。植える時、先の予想が出来るのに計画性がないように感じる。夏前にせん定
して葉を落としてしまうとは。大木を植えれば大量に葉をつけ秋には落ちることが予想できる。落葉に
困るからとせん定してしまうことは悲しい。よく検討して欲しい。業者にまかせ、数が足りる木を植え
ているのかなとも･･･。
旧明倫小学校舎は、使い勝手が悪そうで、余り貴重だとは思わない。一部の人たちの反対で存続してい
ると思いますが、いつまでたってもあのままでは、見かけも悪いし、通る度に早く壊してしまえば…と
思う。
県議会議員・市議会議員の看板が選挙が終わってもそのままにしてありますが、終わったら始末してほ
しいと思います。町の景観も良くないし、見苦しいです。
防犯・防災について
夜間の街灯が暗く、歩行や自転車の安全に欠ける。
市が設置している防災放送出来るだけ聞きもらさないようにしているが、設置場所が悪いのか風向き等
によっては近くでも全く何を言っているかわからないことがある。検討していただきたい。
倉吉市からの放送が、響いて話が聞き取れません。
倉吉の防災行政無線の放送内容が解り難く、肝心なときに役に立つのか疑問である。設備調整などで解
決できないか検討を要す。①送信マイクの変更等、②拡声器の角度変更その他、③戸別受信機への施
行、または斡旋・補助
塾帰りの学生の帰宅時間が重なるのですが、街灯が少なく暗くて見えにくいので改善して欲しい。
自宅では防災無線の内容がほとんど聞き取れない。災害のときを考えると大変不安である。
危険箇所があり訴えるが、予算面でやってもらえない。住民の安心安全を第一に
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防災訓練はとてもよいと思います。地域で誰が誰を救助して行くか、など連携ができてきました。
倉吉は住宅地でも街灯が少なく、日が暮れると道が分からなくなる程まっ暗で、それが犯罪の温床にも
繋がります。女性や子供に優しくない倉吉が、私は大嫌いです。定住したいとは全く思いません。
私は、鳥取に生まれ育って来ました。18年の地震、その後の鳥取大火と、大きな災難を経験しました。
倉吉はその点災害の少ない街だと思いますが、いつ、その様な不運にあうかも知れないので、各自が身
の回りの災害時の持出し重要なものなどある程度、整理しておいた方が良いと思うのですが、何事もな
いとついうっかりで、一度市の方から、市報ででもそういう意識を持つ様アドバイスされたらどうかと
思うことがあります。地震が起きたらすぐ戸を開ける（逃げる道を確保する）。私はいつもわずかな揺
れでも、一応鍵を開けてすぐ出られる様にしております。何でもない事がかもしれませんが、ご参考ま
でに。
斎場について
新しい斎場を早く建設していただきたい。
斎場の一日も早い建設を望みます。
中部新斎場問題が新聞報道されましたが、斎場予定地建設計画問題について、どのような情報状況変化
になっているのでしょうか？現状説明をお願いします。
灘手地区の火葬場建設について、裁判までして税金を使わずに穏便に済ませる方向にすれば良かった。
市長は、きちんと市民の声を聞くべきだ。
斎場問題を早期解決をお願いします。
道路について
駅の高架は良いと思います。
道作りについて・・・全体的にスッキリしていない、ごちゃごちゃした感があり、倉吉駅前など地域外
の人は迷う。また、中心地だけでなく、周辺も通学（自転車）が安心して、安全に出来るようもっと工
夫すべきです。車だけの道ではないですからね！大きなハコモノは要らないけどアクセス道路は大切で
す。追伸・・・古いものは大切に生かしていきましょう。また新しいものに取り組むときは、人の心に
配慮してユニバーサルデザインを描きましょう。やさしい町には人が集まってきますよ。
事情はあると思うのですが、住吉町の辺の歩道がボコボコで、通りづらいです。もう少し、計画的に道
路整備をしてもらえたらと思います。
倉吉の土蔵の道を車の通りが激しいから、歩く人は危ないので何とかして欲しい。
西倉吉の点滅信号を毎回青信号にするのはやめて欲しい。夕方・朝が混みます（以前はならなかった）
交通をスムーズにするよう心がけてください
今年のような大雪の時、大道路に出るまでの道が開かないので大変困った。
北栄や琴浦に比べ除雪の悪さを感じました。市外は除雪してあり積雪もなく車の運転も安心して走行出
来ましたが市内はボコボコ、ガタガタ道。特に旧市街地は走れたものじゃありません。この冬も仕事に
影響しました。市民が安心して過ごせるまちづくりをお願いします。
自家用車の駐車について市道に駐車しない様に市道の管理者として行政指導していただきたい。
目立つ場所の道路は絶えず補修されているが奥まった住宅の道は、どんなにやせてきても、よくしてい
ただくことはない。足で歩いて総点検をしていただき、住民の住む所、歩きやすい道にととのえていた
だきたい。弱者は置いていかれるという片寄った市政にならないよう希望します。道は、そこに住んで
いる者だけでなく、ガス・電気・水道・郵便・宅急便・たずねてくる人達等、多数の人が利用していま
す。
北条・湯原道路の促進に市長さんお願いします。
歩道の整備をし自転車、歩行者の安全をお願いいたします。
私の地区上北条の古川沢より和田に通じています向山の道路べりの山林の竹などが降雪時雪の重みで道
路側にたおれて道路をふさぎ危険な道路となっています。現に降雪時事故もおきています。降雪前の竹
等の伐採をお願いします。
私は小鴨地区・福守町に居住しています。現在、国道３１３号高規格道路の建設中ですが、大雨による
水害の危険性が大であります。施工は国の機関（鳥取県）で実施していますが、私たちの意見は殆ど取
り上げず、一方的に県の方針で実施しています。倉吉市としての私たちの意見を取り上げて頂きたい事
を切望しています。
歩道の整備（通るのにせまい所がある）。これからは車もガソリン環境のこと考えたら歩く、自転車優
先であるべきだと思う。
夜(8時頃)ウォーキングをしていますが街灯が少なく暗い感じがします
駅周辺の整備について
どこへでも電動の車いす安くて手に入ればいいですけど。倉吉の駅が良くなればいいと思います。遠く
から来られた人が、駅を出てほっとする様に駅にベンチを置かれて倉吉の駅を見てほっとして目的地に
行かれるとよいと思います。私は滋賀県大津駅を見てそう思いました。倉吉駅の様多くのタクシーが停
まっているのはどうかと思います。
｢倉吉駅周辺｣を活性化させるのか｢旧市街地｣を活性化させるのかを住民に明確に情報提供できればと思
います。
下水道について
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下水道について・・・旧市内でありながら私のところではいまだに下水道が通っておりません。地域の
中に1人でも反対者があれば、工事が出来ないとか聞きましたが、そのような法令があるのでしょう
か？今になっては先の短い私にとって、もうどうでも良い事になりましたが、反対者の意見だけが尊重
されているようで納得がいきません。黙っているべきとも思いましたが、せっかくの発言のチャンスと
思い書かせていただきました。※お答えの必要はありません。勿論無記名のアンケートですから。
公共交通について
私は車を運転することも出来ず、上井から市役所へ行きたいと思っても、子供に頼むしかないので、不
便を感じています。日光バスが市役所前で停車する回数をもっと増やして頂ければ、大変助かると思い
ます。そうなれば、ついでに未来中心や博物館なども利用でき年をとってからの、楽しみも倍増するの
ではないか等と思っております。
アンケートでも記しましたが、市内と市街地を結ぶ環状線を検討していただけないでしょうか。市内の
人が灘手に来れるように。県外の人も環状線で倉吉のいろんなところに楽に行かれるように。拠点を結
ぶ線が現在ありません。今のバスでは限界です。マイカーを必要としない交通手段を思い切って考えて
みてください。
運転免許がなくバス利用が多いのにこの頃バスの運転回数が減っていて困ります。自家用車が増えた為
でもあると思いますが。免許を持っていても老人運転は事故が多いのでバス利用がよいと思われます。
公共の交通手段が少ないので、車に乗れない高齢の方は大変だと思う。
これから公共施設、場所は１箇所にまとめた方が良い。銀行、郵便局なども（出張所）そこへいけば、
用事が済む。交通手段は公の車を倉吉市、中部どこからでも利用できるよう料金は 高でも１００円。
地区ごとに巡回車を走らせる。僻地が寂しくなるかもしれないが、安い料金で車が利用できれば良い。
倉吉の中心地、倉吉未来中心にこれからはまとめてほしい。あっちこっちにバラバラになると年を取っ
てからは、出にくい。
高齢者に対する市内のバス料金の割引などが無い
バスの時間、２社(日光・日の丸）ありますが、発車時間の間を空けて１５分おきとかにして時間が集
中しないようにして欲しいです。１時間のうち時間が集中して２社が運行されるのではなく、時間の間
隔をあけて利用しやすい時間振りをしてくださいませ。お願いします。
駅が１つしかなく鳥取・米子方面への移動が不便で困る。９号線からも遠く交通の便の工夫が必要だと
思う。暮らしやすさが向上し、人口の増加にもつながると思う。※バスは早朝や夜遅いものが少ない。
公共交通手段が不便であり、本数が少ない為、自家用車での移動に頼ってしまう。
車の運転が出来なくなった時、近くにバス停もないのでどうしたらよいのか、タクシーばかり利用も出
来ずとても不安です。
どこから来ても１００円で乗れる市内グルリバスを。病院、買物、温泉、博物館その他、老人で車が無
い者にとりましては有難いです。
車社会ではありますが、西部・東部のように巡回バスを使って欲しい
生涯学習について
県下１番の図書館が、年末年始、市民が休みをゆっくり取れ、読みたい時間が有るときに閉館されてい
る。全国では（徳島県の村？）カード１枚で出入りできる、２４時間開館している図書館もあります。
今年の盆から、開館して多くの市民に図書館を利用して頂くようにご配慮お願いします。市長さんと副
市長さん、館長さんよろしくご英断をお願いします。
倉吉市内では、もっと野球場を作って頂きたい。例えば河原（土手の下）等が沢山広い面積があります
ので、是非考えてみてはどうでしょうか？よろしくお願い致します。
スポーツ施設の充実を図ってほしい。湯梨浜町の施設は利用料が安いのに、倉吉は高いと思う。筋トレ
ができるような器具がそろった施設がないので、そういった施設を作ってほしい。
スポーツ施設に片寄りがある。（１）サッカー場がない。（２）ウェイトトレーニング施設のある体育
館がない。
「倉吉文芸」に関してここ数年の動きを見ると、当初は文芸誌発行の事務と教育委員会が行ない、予算
もついていたが、現在では市図書館に丸投げし、予算も全然つけられておらず、惨憺たる状態である。
鳥取市では企業等が中心になり文化活動に金を出したりして支援しているが、倉吉市ではそのような土
壌がなく行政に頼らざるを得ないのは仕方ないことだと思える。文芸に投稿する人も高齢化して減少傾
向にあるが、これでは倉吉の文化は衰退していくのみである。もっと文化活動全般に目を向けて、口先
だけではなく財政的援助をお願いしたい。
スポーツが出来る施設などの情報をもっと提供して欲しいと思います。
もう少し倉吉の文化財を見せるコースを作ったらいい
ほとんど毎日、早朝テニスを楽しんでいます。市の施設に中でほとんど一年間使われているのがテニス
コートだと思います。この利用頻度の多い施設がいまだに土のコートでに荒れています。県内の他の市
町村のコートのように、芝コート(オムニ)へ改善していただければと願っています。オムニ(人工芝)
コートでしたら少々の雨降りでも利用できます
倉吉の文化史跡等バスツアーがありますが、用事と重なり行けないのでもっと回数を増やし、定期的に
してもらいたい。有料でもいい。
情報提供について
○情報提供全般について
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市の各市民への各種の依頼、案内、情報の提供（市報や各種の配布物）を各町の自治公民館に伝達、配
布の依頼をしているが自治会に入会していない（館費を払わない）人の扱い方を市がどう考え、どう対
処すべきかあいまいである。示すべきである。
何かの媒体（テレビ・インターネット）を通さなければ情報が得られず、地域ごとに職員・議員さんが
出向いて説明を受けられれば、地域に行政サービスへの理解がより深く得られるのではないかと思いま
す。
先日、子育て応援カードを利用しようと提示したところ、断られました。以前は利用できる店だったの
で何度も利用していました。利用できなくなった場合も市報やメール等で情報提供して下さい。
倉吉市以外から引っ越して来ると、全く情報は伝わらないので、よく分からない。市報など、見た事も
ない。ゴミを出す場所でさえ分からない。なので、アンケートを出されても、答えに困りました。
自分から求めて行く場合が少ないので、市からの発信を多くして行けば、市の進めている事が、分かっ
て来るのでは？
意見がありません。言い換えれば行政に興味が持てないというか、この活動自体が不透明な感じがしま
す。もっと具体的な行政およびサービス等が市民に情報として行き届くような活動をお願いします。
各家庭にインターネットが必要だと思う。
アンケート中に頻繁にホームページの公開とよく出てきますが、ホームページの見方も知らない家庭に
は、設置もなく私達には目ざわり、耳ざわりです。
市からのお知らせについて・・・ラウドスピーカーで時々市からのお知らせがあるようですが、家の中
などではまったく聞き取れません。周りの騒音で声だけ大きくて内容が分からないのです。わからない
まま何事も無く済んでいますが、お知らせが無駄のような気がします。
ホームページの設問があるが、すべての市民がインターネットをやっているわけではない。それをやっ
ている事を前提とした設問ではないか。
○市報について
市報ももっと読みたくなる様な情報がほしい。
市報等の編集について、ボランティア団体、活動する人々を紹介しても良いと思います。
倉吉市の全体をまとめた市報の充実をはかってほしい。具体的には市民に詳しい内容が届くようにしな
いと、行政サービスとはならない。
市報の廃止　・読みたいと思う所が少ない・連絡事項のみ掲載してページ数を少なくする・回覧板にす
る（必要事項のみ）・少しでも税金の無駄をなくして欲しい
○電子情報（ホームページ等）について
行政サービスはインターネットしか見られない？それでは本当のサービスにはならないと思うので、
スーパーなど、見える所に（市報のように）置いて欲しい。
市役所から回された回覧は、市のホームページにものせてほしいと思います。
倉吉市のHPはトップページが視覚的にわかりにくい気がします。子どもでも、パソコンになれない者で
も利用しやすいデザインを望みます。
市のインターネット、ホームページの内容を充実させて下さい。
○市民意識調査（アンケート）について
このたびはありがとうございました。心よりお礼申し上げます。大変なことで時間、処理ともにご面倒
をおかけしますが、今後ともこういうことを続行下さる事を切望いたします。お疲れ様です。
無作為の抽出･･･ということですが、地区、年齢、職業でだれなのか見当もつきますし、昨年にひきつ
づき･･･なので違った方にしていただければと思いました。
このアンケートの結果が、どのように行政に反映されるのか見守りたい
引っ越して間がないため、倉吉市のことが十分わかっていませんので、知らないということが多くなっ
ていますが…。時間がたてばだんだんわかってくると思います。
こういうアンケートは何の為に行われるかという事はわからないでもありませんが、此のアンケートに
よって何が生まれるかという事がよくわかりません。年を取った私達には市の行政が良くわからないこ
とが多いです。市の行事にも少しは参加して色々の事を勉強したい気持ちもありますが、通報を見逃し
て新聞やテレビを後で見てあんな事があったんだと後でわかるくらいです。これは余談ですが、戦前戦
中戦後と生きて私は此の先もなるべく人の手を煩わす事のないよう残りの人生を楽しみを見出して生き
て行きたいと思います。
このようなアンケートを取って、倉吉は本当に何か役立てて下さるのですか？私の小さな意見が本当に
意味があるのですか？もしそうならば、確実に市長に市民の声が届くシステムをもっと沢山作って、世
間に市民の声を公表して下さい。
今記入したアンケートが今後本当に生かされるようがんばって下さい。
前回も市民アンケートがありましたが、内容は前回とあまり変わったように思えません。もう一歩ふみ
こんだアンケート内容にしなければ、前進がないと思います。
このアンケートを提出されてない方の意見を聞く努力を！！
今後も様々な方の声（意見）を聞くべきです。有識者・有名人・各長だけでなく。
アンケートに答えた人（全員でなくても）に、図書券やお買い物券などが与えられると協力度が上がる
と思いますよ。
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何のためのアンケートか？町作りとうたってはあるが、何を聞きたいのか具体的なことが項目に入って
いない。以前にも家族にアンケートが来たが、同じ事ばかりで変化進化が見られない。これに基づいた
活動自体、市の政策に反映されているとも思えない。
本アンケートについて意味がわからない。このような質問で生活実態、問題意識がわかり、まちづくり
を計画的、総合的に進められると思わない。切手代（税金）のムダである。
その他
個人情報保護に疑問を感じます。（もっとオープンに！）氏名・住所・家族構成等、何ら隠すことはな
いと思います。
豊かな生活になりすぎて人の体・心が何か変になっているようで将来がとても不安。もっと人間形成に
目を向けていかなければと思う。豊かさの代償があまりにも多く感じられる。
病気のため対外的な活動に参加できない。
ハローワークの待ち時間が長い。ハローワークの駐車スペースが少ないのでもう少し駐車スペースを増
やして欲しい。公園にゴミを捨てていく人が多いので何か良い対策をして欲しい。
倉吉では専業主婦の肩身が狭いのはなぜ？働きたくても働けない人もいるのに。
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