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Ⅲ まちづくりや市民サービスに関する意見等（自由記入） 

 

 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

見等を数多くいただきました。これらのご意見等は、今後の市民起点による市政運営の参考とさせて

いただきますとともに、このたびの第１０次総合計画において設定しました施策ごとに整理し、該当

する施策の現状の把握や課題を認識する上で活用させていただきます。 

 

［廃棄物の減量と適正処理］ 

○ゴミの分別はもっと細かくするべきです！ＩＳＯ１４００１を知っていますか？環境ＩＳＯと呼ば

れ、徹底的にゴミは分別します。そこまでしろとは言いませんが、もう少し真面目にしましょう。

限りある資源は大切に！ 

○ゴミ置場を作るか、朝のゴミ出しにしてほしい。ゴミをカラスやネコがつついていて道路がゴミだ

らけになっている。なんとかしてください。 

○平成１７年よりゴミ袋がすごく小さくなりすぎである。極端に小さくなったことが不満です。  

○ゴミ袋のことですが、現在のゴミ袋より、もっと小さい袋を増やしていただくよう考えていただき

たい｡夏場はゴミが臭くて、毎回出したいが、袋が大きいので、いつも袋にゴミがいっぱいになるま

でためている為（袋が高価だから）、とてもニオイが強く、ハエもわく。値段も安く小さい袋があれ

ば、夏場とか、一人暮らしの方など、ずいぶん助かると思うのですが。 

○ゴミ袋は以前のように配布（１００枚無料）をぜひお願いしたい！ 

○リサイクルが全く出来ていない。アパートの住人は､地区会に入れず、ペットボトルなどのリサイク

ルに出せません。又、入っている方でも月一回夜間の指定された時間にリサイクルゴミを出しにい

くのが面倒で、一般ゴミの中に入れている人が多数いるようです。大都市のように、可燃ゴミ、不

燃ゴミ、リサイクル(缶･ビン)とペットボトルや紙を路上回収してもらえないでしょうか？分別収集

もやってください。 

○買い物に行くと、スーパーに牛乳パック、トレーの回収ボックスが設置されていますが、ペットボ

トルの回収ボックスはありません。あると便利だな､と思うことは多々あります。月一回だけの収集

日では、どの家庭でも大変だな…と思います。 

 

［自然環境の保全］ 

○下水道の１００％普及を早期に実現させてほしい。玉川の様子を見たことがありますか？生活排水

が垂れ流され、ゴミが捨てられ水がよどんでいます。その中を鴨や白鳥がエサを探しています。 

○市民一斉清掃も良いが、山野は荒れ、不法投棄が目立つ。自治公民館での清掃、クリーン活動に無

料引取り(大量投棄物)を実施してほしい。(地区では行う) 

○野焼きなど禁止され、以前に比べてずっと少なくなりました。しかし農家の方の雑草などを焼く煙

が民家や道路に流れ、臭いや煙の迷惑、交通の危険を考えると、全く禁止されても良いのではない
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かと思います。近くに民家がある、道路がある、風の向き…ｅｔｃ考えないで作業されていると、

もっと厳しくても良いのではないかと思います。常識を考えて、とは言ってもなかなか。どこまで

が良くてどこからが迷惑かわかっていない。我慢している人にとっては本当にやめてほしいです。 

○アイドリングストップ推進運動はムダ！この暑い中、切る奴はおらん。冬も同様。バッテリーへの

負担が大きく、取り替え時期を早める。 

○下水道工事の時においても、総合計画で決定しているから決定したやり方で行う。若い職員に言っ

て個人的に見積もり計算をさせたとき、計画よりも住民の負担金はいくらかでも少なくなったのに、

出来ない、上の決定だからとの事であった。税金で事業を行っているのだから、又、住民がいくらか

でも負担の少なくてすむ方法を真剣に考えてほしい。 

○折角下水道工事が完了していても、まわり近所で何年も接続工事をしない家庭がありますが、市側

の督促はなされていますでしょうか？ 

○下水が通ってないので､生活環境が悪い。 

 

［景観の保全］ 

○街路樹を毎年切り刻んでしまうのは良いと思わない。特に、厚生病院の北口（国道１７９号線の方）

のマロニエ通りのポプラ並木が切られてしまうのが、高校生時代に通学するのに、毎年心を痛めて

いた。 

○街路樹が大きく成長しているのに、それの枝をほとんど切り落としてしまうのはどうかと思う。落

葉など清掃は大変である事は分かるが、切られて幹だけになった木がならんでいるのを見るとなん

とも寂しげで切なく思う。 

○環境保全、景観を大切にしながらも地域の活性化をさらに進める必要がある（重点的に）。 

○街にゴミが散乱しいていて汚い。 

○倉吉の情景をもっと大切にしてほしい。 

○まちづくりの計画というものではありませんが、公共の道路でお昼休み時間などに日陰で休んだ後

に、ゴミが捨てられているのは、とても見苦しく思います。一人一人のマナー意識をもっと向上さ

せなくてはと思います。市のほうでいくら良いまちづくりの計画をされても、一人一人の心構えが

出来ていないと美しいまちにならないと思います。まず、清掃とゴミが落ちていたら拾うとか気を

つけたいと思います。そのためには広報だけでなく､集会をしてでも精神的な面での指導などをお願

いしたいと考えます。 

○交差点で信号待ちをしている車から、タバコの吸殻や空き缶が捨てられる光景に出くわすことがあ

ります。非常に腹立たしいことです。禁止条例を制定して、どんどん罰金をとり、苦しい財政の足

しにしましょう｡ 

○電線を地下に埋めてほしいと思う。その方が景観は良いと思う。 

○上井駅前など、電線の地中埋設が進み、空が広くなり、気持ちよく歩けるようになりました。 
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［有効な土地利用の推進］ 

○市街地と農村部の負担の格差もおかしいと思いました。 

 

［市街地の整備］ 

○わずか数百メートルの白壁土蔵と周辺の商店街の保護のためにこれ以上の税金投入は馬鹿げている。

駅南か河北町に力を入れるべき。そもそも市役所がなんでそんな交通の便の悪い所に引きこもって

いるのか理解に苦しむ。市役所のたっている場所自体がその周辺の旧市街地に税金を注ぎ込む理由

の一因となっているのであれば市役所は（未来中心の辺にでも）即刻移転すべき。道も狭く駐車場

もないために（旧市街地は）路駐だらけで走りにくいことこの上ない。そんなに旧市街地を活性化

させたいのであれば、高すぎる市の職員の給料を削減し、浮いた金で道の拡幅工事でもやれば良い。

ともかくこのまま税金をダラダラ注ぎ込むのだけは止めてもらいたい。これまでの施策で恩恵を受

けているのは一部の住民だけではないか。同じく駐車場の少ない駅周辺にでも市民の無料駐車場を

作ってもらった方がよっぽどありがたい。 

●社地区（和田、大谷茶屋）を中心に人の集まるショッピング等が出来るいろいろな施設を作り、大

栄町を巻き込み灘手、社、高城を地価が安くて若い人も手の出しやすい住宅地を作っては。若い人

が倉吉市に家を建てる人が増えるのでは。 

●市営住宅等に入居できる機会が増え、住宅内公開等がされると助かります。 

○歩行者や自転車に優しい安全な道路作りをもっとお願いします。 

○打吹公園がきれいになったが、動物の所を夏だけでも時間を延長してほしい。 

○下水道工事の通行止めの地図が小さくて理解できない。７０～８０歳の家庭でも車を運転している

人も大勢いらっしゃると思う。老眼鏡をかけても見えない。市の職員の方の両親の年齢を想像して

発行してください。 

●西郷地区に児童公園を作って欲しい。 

●パークスクエアのような子供が遊べる場所をどんどんつくってほしい。市営などの住宅も古くなっ

ているので建てかえを考えたほうがよい。 

○車の道路だけでなく、歩く人、自転車の人にもっと優しい道路、橋づくりをしてほしい。新田橋は

自転車で渡るとき、とても大変です。小田橋も新田橋のようになるのか、とても心配しています。 

○最近、打吹山にも行っていませんが、頂上まで登る道は整備されていますか。良く歩道を歩いたり、

健康に気をつかっている方が増えています。頂上に目的を持って歩く為にも、展望台を作ってみて

はと思います。さぞかし眺めがよいのではと思います。観光の一つになると思います。 

●多目的広場が少ない。各地区にほしい。 

○計画・展望のある都市計画が見えない。 

○駅前の開発とＪＲへの補助。 

○私の住んでいる所（上井本町）に公園がありません。６５歳以上の人の憩いの場所がほしい。河川

敷にてスポーツをしています。だんだん年をとっていくと大通りを渡って行きにくく､外に出づらく
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なります。 

○倉吉駅周辺の整備構想（計画）等を市民にもっと周知してほしい。 

○駅周辺の整備は必要であると思量するが、景気が低迷し、財政難のこの時期に高額の資金（公的資

金、民間の寄付行為等）を投じてまで行う必要は全くない。 

○道が狭い。救急車、消防車が角を一回で回っていかない｡何回も切り替えしてから通る。 

○駅周辺の整備工事は、本当に必要なものだったのでしょうか？意図はわかりますが、今、急いで工

事する必要があったのか？他にやることが（急ぐことが）あったと思うのですが。 

○市街地の街灯が少ないように感じる。 

 

［交通安全の推進］ 

○飲酒運転が後を絶たないが、ちょっとした作業が終わったら、やれ慰労会だ親睦会だが多すぎるの

ではないか。この手の会は飲酒しないと出来ないものか。 

 

［災害に強いまちづくりの推進］ 

○地震情報が倉吉はＴＶなどに出ないがおかしい。 

○合併が進み、一見合理化が図られた様に思われますが、思わぬ落とし穴があることに注意してくだ

さい。それは、豪雨や地震等が突然発生した時の初期対応（被害状況の的確な把握・伝達は新担当

部署職員の不慣れに起因して遅さに資す恐れがあります）はベテランの職員の配置換えにより、パ

ニックになりはしないかと懸念される点です。転ばぬ先の杖という格言があるように、一言申し上

げました。旧関金町は集中豪雨の発生率が高い地域（野添・明高等）がたくさん存在しています。

市民への情報を的確に！強く要望します。 

○いろいろな会合が遠くなり、不便です。私は関金に住んでいますが､先日消防の大会が倉吉（場所は

覚えていませんが）であり、関金が留守になってしまいました。こんな時､火災などがあったら西倉

消防からでも１５分くらいはかかるでしょう。一分団でも残す方法をとってほしいと思います。 

○防災無線放送が家の中にいると聞こえない。 

 

［個人情報の保護と安全性・信頼性の確保］ 

○最近、急激に少子化で子どもは少なく、老人は増え、高齢化社会となっている。社会情勢も変わり、

物騒になり、老人を狙った悪質な手口での商売が横行している｡前々から常に感じていたところ、一

つの例を挙げれば、地区敬老会で、その年の該当者の名簿が作られる｡もちろんお目出度い事であり、

個人的に案内状を出すのは結構ですが、名簿をみんなに配ったり、公民館だより等に氏名、生年月

日、電話番号の記載は止めるべきだと思う。現実にその名簿を利用し、商売に使われている｡おかし

な電話が頻繁にかかったり、訪問されたり、印刷技術が発達し、あっという間に拡がる。名簿を作

り配ることは、つまり個人情報公開は禁止である｡考慮していただきたいと思う｡ 
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［道路ネットワークの充実］ 

○道や９号線からのアクセスがとても悪い。道路を良いところへつけてほしい。 

○西倉吉工業団地に行くに当たって、混むのでもう少し河川の土手でも車が通行できるようにしてほ

しい。（裏道をつけてほしい） 

○冬期の除雪車についておたずねいたします。除雪車の除雪場所は市とか県の指示で出動されると思

いますが、場所の指示をどこか市民に知らせる方法がとってあるでしょうか。近年、積雪が少ない

ですが、私の不信感というか、納得の出来ない場所が毎年除雪されているので、地図にでも記入し

てどこかに掲示してあればそれでいいのですが、何らかの方法で知りたいと思います。 

○工事しなくてもよい。道を掘り返す金があれば、車一台しか通れない狭い道を何とかしてほしい！ 

○和田東から三明寺（巌城）に通ずる道路、山すそと国府川の曲がりくねった狭い道はこれまで周辺

の部落からも改善の要望が出されていた事と思われるが､未だ事故が発生していても工事の着手は

見られません。倉吉市で、あのような道路は他にありません。予算の関係もあろうかと思われます

が、大事故が発生しないうちに拡張工事をお願いするものであります｡ 

○道路工事が多すぎる。特にスーパーマルイ前あたり 

○市内の道路に一方通行が多すぎる。 

 

［公共交通ネットワークの充実］ 

○バスの時刻をもう少し増やしてほしい。 

○バスを利用しているのですが、乗っている人が少ないときが多く心苦しいです。倉吉駅のバス停で

県外からの観光の人によく道を聞かれます。駅では駅員、キヨスクの店員が案内していますが、ま

ず乗り場はわかりづらいようです。 

○市内は交通の便がよいが、少し離れると交通の便が悪く、学校校区近くは少しでも交通の便をよく

してほしいです。 

○私は自転車に乗らない。いつもバスで買い物に行きますので、家からバス乗り場まで１０分ほどか

かります。バスも日交さんは倉吉駅止まり、日の丸バスは回数が少ないのでもう少しバスの回数を

増やして欲しいと思います。日の丸さんは日の丸車庫行きか、日交さんはバスセンター行きにして

もらいたいです。鳥取や米子のほうは１００円バスが市内を巡回しているのに倉吉もしてもらいた

い。 

○まちづくりとは違いますが、観光客の方に倉吉駅方面のバス停は？赤瓦･白壁土蔵へはどのように行

きますか？とよく聞かれます（銀座通りで）。わかりやすい方法がありましたら､お願いします。 

○バスの本数を増やしてほしいと思います。 

○市内のバスが、夜、せめて２１時ごろまであれば、駅周辺にまででも出られると思う。 

○自家用車使用の制限的な事を考えない限り、公共交通機関の利用は考えられない。どちらが先に考

えなければならないか、よく考えてください。高齢者の運転する車の氾濫で、事故多発と、交通渋

滞が解決できない。 
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○何をするにも車が必要というのがつらい（交通手段がない）。米子市や、鳥取市のような１００円バ

ス（ワンコインバス）があればいいと思う。（買い物や観光に利用したい） 

○公共交通機関を利用しようと呼びかけているにもかかわらず、私の地区にはバス一台来ません。一

時間ごとにでも、バス等運行していればまだしも、全くないのでは話になりません。 

 

［地域情報化の推進］ 

○地区が奥の方で、インターネットやＣＡＴＶを配線してほしいです。 

 

［健康づくりの推進］ 

○国民健康保険料が非常に高い。 

○国民健康保険料が定年退職で年金生活者にとってあまりにも高く、２人世帯で過去８年間で２，６

１９，４３１円も支払ったのです。ひどいと思いますが。 

○医療費なども４歳までに上がったが、せめて小学生くらいまでは上げてほしい。子供が病気になっ

ても医療費が高くなると病院に行かせるのもためらってしまう。 

○医療機関の診察料別の一覧（診療時間等もわかるもの）があると、いざ受診しようという時にとて

も参考になってよいので、ぜひ作ってほしいです。どこにどんな病院があるのか、よくわからない

ので。 

○しあわせの郷でやっているエアロビに参加させてもらっています。無料でマンツーマンに近い形で

託児をしていただけるので小さい子供がいても久しぶり（１０年ぶり）に子供から離れてリフレッ

シュできる時間が持てました。フラダンスやハワイアンキルトなどの講座もやってほしいです。 

○倉吉市でも献血が気軽に行えるようにしてほしい。 

○こどもの検診も今まで通り関金で実施していただけないでしょうか。 

 

［体育・スポーツの振興］ 

○倉吉のスポーツ施設において、事務的に管理しているだけでスポーツ教室等の指導、普及をしてい

ない。 

○スポーツ施設の維持管理が不十分であり、市民の声を生かしてほしい。  

○パークスクエアにあるプールの開始時間について、夏休みの期間くらいは朝９時から開けてほしい。

子供たちがプールが開くのを待っています。 

○パークスクエアの温水プールの幼児コースを設けて欲しい。子供一人に大人一人がつかなくてはい

けないので、子供が二人だと大人が二人いないといけないため、プールを利用できない。我が家で

は大人は一人しか行けれないので。 

○スポーツを通して雨天の場合が多々あり（グランドゴルフ等）、雨天の場合でもできる屋根付き（ド

ーム的）な設備がほしい（積雪があっても） 

○スポーツ（ジムｅｔｃ）を充実させてほしい｡市民に安く提供してほしい。 
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○費用面で大変な事だと思いますが、少年等のスポーツ施設の充実をお願いしたい。サッカー場､少年

用野球場等。県の中部にあり、大会の開催もしやすい場所であり、子供が動けば親が動くことで、

経済効果が大きいと思われる。 

 

［障害者の自立と社会参画の促進］ 

○子どもが身障のため、時々福祉課に色々な手続きで行きます。以前に比べて少し窓口らしくなりま

した（机など置いてくださったり）。が、広い事務所の中心部に窓口があって、窓口に来た人が数人

になり待っていたりします。又、丸見えになっている事に少し抵抗を感じることがあります。他の

方もそう思われているかもしれません。その辺の配慮をお願いしたいと思っています。係の方は行

くとすぐ対応してくださるので大変よいと思います。 

○私は自閉症の子がいますが、県からは手当てが出なかったのですが、市から手当てが出てとても感

謝しています。倉吉市は福祉がしっかりしていてとてもいいと思います。これからもよりよいサー

ビスをしてください。 

 

［高齢者の住み慣れた地域や家庭での自立促進］ 

○問７のＮｏ．４項にあります、趣味のサークル等に参加をしたいと思いますが、全くの初心者と、

既に活動をされている方々とは、初心者にとっては、なかなか引け目を感じて、参加の意欲が消極

的になってしまいます。そこで、全くの初心者を対象にした、いわゆる募集的な催しを年に 1～2

回程度行って頂けば、非常に有難いと思います。 

○介護の必要な高齢者や、病人を抱えており、将来がとても不安です。２０年後の倉吉のあり方を見

据えて計画を立ててほしいと思います。 

○高齢になると、交通手段も少なく、家の内にこもってしまいがちで、人との交流も少なくなるので、

近くで年寄りでも出来るようなサークルをつくってほしい。 

○若者が少なく、少子化の時代に敬老会は見直してはいかが。廃止を含めて。 

○孫が保育園に行っている間の短時間、簡単な老人にでも出来る手作業所があれば 70 歳くらいまで

働きたいのですが。もう無理でしょうか…。農業ではないので。 

○高齢化先進県です。そこいらの対策はどうでしょう。 

○しあわせの郷で開かれている教室で、参加してみたいものがあっても、平日の昼間で、仕事があっ

て参加できません。税金を納めている人が参加できなくて、納めていない専業主婦が参加しやすい

のはおかしいと思いますよ。 

 

［子育て支援の充実］ 

●市の保育料が高すぎる。独自の少子化対策でも考えてはどうか。(保育料の安い湯梨浜などに引越す

同級生が何人もいた。 

●保育料の値下げを望みます。近くに住む孫の保育料、最高額が何年も続き、若い両親にとっての負
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担は気の毒に思います。第三子はあきらめようか、なんて話していますので。 

○老人向けサービスは沢山あるが、子供向けサービスなどが少ない。 

○上灘地区都市区画整理事業が行われたが、少子化との理由で今後、増やしていかなければならない

子育て支援の公立保育園の廃止等打ち出され、高額な都市計画税(固定資産税)を納付しているもの

として非常に残念でならない。再度、行政として保育料等、各運営面でさらに検討・努力され、存

続されることを切望いたします。 

●少子高齢人口減少で、子育て支援の対策は特に進んでいないような気がする。つい最近ＮＨＫで討

論番組を見ていましたが、もっと国も色々していくべきだが、地方で独自の対策をして、子供が増

えているところもあるのです。二人目、三人目と欲しいと考えるものの、増税時代の中で、特に金

銭面などこれからのことを考えると、躊躇してしまう。安心して子育てしていけるように取り組ん

でもらいたい。 

●もっと教育や子育てに関する支援に力を入れるべきである（金銭面でのサポートを含め）。 

 

［人権尊重の確立］ 

○差別の少ない社会・差別されても差別をしない社会。以上が自分の希望ですが、相手の性格を変え

るより自分の性格を変える努力が大切ですね。終日がくるまで努力は続きますね。 

○市民サービスについて。自分の人権が侵害されたことについて、今でも、何故私が、と思っていま

す。生活していく中で、相手の方がこうと思い込まれるのは勝手ですが、寝耳に水の私にとっては

何故の一言でした。人権擁護の係の方から突然電話が来、出席してくださいとのことで、わけもわ

からず出ました。それは相手の方の一方的な腹立ちのための訴えで、私はこんなことを市はとりあ

げられるのか腹立たしく思いました。もう少しきちんと調べて、本当にこれは相手を呼び出さない

といけないか判断していただきたかった。精神的強迫観念を持っておられる方の訴えを一方的に取

り上げ、すぐ呼び出しをかけられた係の方に今もって憤慨しています。静かに生活している家の精

神までも乱さないでいただきたい。 

○市報の中にハートバリアフリーが盛り込まれたことは、よかったと思います。 

［生涯学習の推進］ 

○図書館へはよく利用させていただいておりますが、図書館が休みの時は、自由に利用できる所があ

まりなく、淋しく思っております。毎日行く訳ではないのですが、行きたいと思う気持ちのときは

決まって休みになっております。パークスクエア内にでも一室あればと思います。 

○６０歳以上で健康な人達が、気軽に活用できるスポーツセンター（器具を備えた）が公民館等にで

も併設されることを望みます。筋力アップと寝たきりの予防のために。毎日のウォーキングのみで

は不安です。プールに通うのには、いろんな面で負担です。 

○仕事帰りに立ち寄れるよう、市立図書館の閉館時刻をせめて午後七時にしてほしい。 
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［義務教育の充実］ 

●若い親（今の小中学校の保護者）と子供達の教育を本気で立て直す取り組みが今大切と思います。

教師自身の再教育も大切と考えます。人や街（郷土）を大切にする人づくりが大切とも考えます。 

○河北中の産高への移転はいつやられるのか。また河北中の跡地はどうなるのか。 

○公立小中学校にクーラー設置！ 

○市学校のプール開放をしてみては。 

○学校数を減らして、学校の設備等を良くし、子供たちの勉強しやすい環境を作るべきだ。 

●将来の倉吉を担うのは子どもたちです。子ども達が倉吉に誇りを持てるような行政､特に教育行政に

力をいれてほしい。 

○アンケートに答えてみて、旧関金町のこと、文化、農作物、特産物など気になったが、自分は仕事

で疲れていて市報など見ないので知るすべがない。倉吉をよくしようとか、何となくどうしたらい

いのか考えたりすることもたまに出てきたんですが、具体的によくわからない。文化、財産（倉吉

の白壁)などは当然残しながら、いい意味の田舎らしさ、旧関金町も合併したことだし、若い人とお

年寄りが交流できるように。旧赤崎町の赤碕高校のレクリエーションの授業のように、多感な時期、

思春期の中高生など、授業の中でもいやいやでもふれあえる場、環境を大人が残していかないとダ

メになると思う。若者を救ってほしい。レクリエーション授業を導入してふれ合って、心を癒して

ほしい。 

 

［青少年の健全育成］ 

○最近、昔の事を考えて思い出すのですが、私達の子供のころの小学校の子供会で「マッチ一本火事

のもと｣という言葉を大きな声で、夜になると六年生が拍子木を持って低学年の家を訪れ、自分の町

を回ったものですが、今は小学生の数が少なくなったのか、この様な事を見なくなりました。今の

子供会では、なくなったのでしょうか。そんなに前の話ではないのですが、何でもという事でちょ

っと書いてみました。 

○問２８ですが、今､あまりにも子供達の犯罪が増えています。出来れば家にいる時間を長くし、子供

たちと向き合って話をしたりした生活をしてほしい。 

●１５～１６歳の若者が仕事についていない子どもが多いように見える｡軽犯罪も多くなっている。少

子化で子どもが少ない中で、仕事をしない若者が多いことは、将来に大変な不安がある｡真剣に行政

も考えなくてはいけない。 

 

［文化・芸術活動の支援］ 

○倉吉未来中心に有名なアーティスト、劇団、オーケストラ（ウィーンフィルハーモニー級のやつ）

を呼んでほしい。 

○愚痴ばかり並べていますが、思い切ったことをしてください。町並み保存も結構。しかし、全国似

たようなところはたくさんあります。また行ってみたいと思わせるような町でないと…。未来中心
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にしても、なんであんなに中途半端な施設をつくったんだろうと未だに理解ができません。ホール

の大きさにしても、最低でも梨花ホール、コンベンションと同等の収容人数にするとか…｡未来中心

でないといけないと思うところがないような気がします。 

○倉吉未来中心を県内･県外から人が集まってくるようなイベントを催してみたらどうでしょうか（積

極的に取り組んでみたら？）。コンサートｅｔｃ 

 

［文化財の保護と活用］ 

○古い文化（文化財･伝統的文化的慣習等）と伝統（緑豊かな自然、人情、人々の暮らし等）をベース

とし、大切に育てる市政運営を進めていただきたい｡ 

 

［農業の振興］ 

○特産品イメージが確立されていない。今は大原トマトで選ぶこととなるが、スイカは大栄、メロン

は羽合、梨は東郷,etc ブランドイメージが劣るか。 

 

［雇用の維持と確保］ 

●就職先がなくて困っている。 

●多くの若者が働ける企業誘致を望む。 

●働きたくても、勤め先がない。家賃は結構高い。だったら、仕事のある町に行こうと考えるのは当

然のことと思います。 

○大･中企業の進出する創意工夫が不足、公共事業だけに頼った考え方を変えない限り、雇用改善もな

し。 

 

［商工業の振興］ 

○これからの市のまちづくりにおいて、倉吉市がどのようになっていくのかを具体的に示して欲しい。

今までと同様では、市外の商店街はさびれ、何かするにも鳥取、米子へと行ってしまうようになる。

市内のサンピアはなくなり、パープルタウンも人出が少ないと聞いている今、市の行政としての対

応が重要なのではないかと思います。なかなか予算等の問題もあると思いますが、市民が活性化す

るまちづくりを目標として、どうするのか、いや、どうしたいのかという構想に向けて努力してい

って欲しいです。一市民として、倉吉の町の素朴な魅力は感じていますが、もっと対外的にアピー

ルしていける倉吉市になってほしいです。勝手なことを言っていますが、頑張ってください。 

○全体的に店（スーパー、ガソリンスタンドなど）が早く閉まる。仕事が遅く終わることが多いので

困ることが多い。 

●米子みたいに大型のショッピングセンターや遊ぶところがたくさんあるといいです。友達と遊ぶと

き、倉吉にはあまり行くところがないので市外で遊ぶし、このままじゃ倉吉市はどんどんさびれて

いってしまうと思います。 
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○市街地の商店のリトル・シティー化に取り組む動きが悪い。鳥取と米子は取り組んでいる。倉吉市

は？ 

○市の商店街は空き店舗が多くてとても淋しい、見苦しい気がします。崩れかけた家(以前は店舗だっ

たところ)とかがありますが、他県から白壁土蔵群を見に来て下さる人が見てくださってもあまり良

くないと思います。火事になった所も良くなっていないようです。そのようなところも手を入れて

もらったら商店街も少しは良くなるのではないかと思いますが。これは私が思うだけのことでしょ

うか？（白壁土蔵を見に来て下さる人がかなりあると聞いているので） 

○人の集まる場所がなさすぎる。人が多く集まらないことには盛り上がらないし、新しいものも生ま

れない。産業の活性化もない。旧市内（有楽街）の夜は死んだようなもの。行く気もしない。上井

ももっと人が出るようなイベントがあってもいいと思う。とにかくイベントがたくさん欲しい。県

外等に出かけてお金を落としてくるより、ぜひ倉吉にお金を落としたいし。 

○駅周辺や旧市街地の店がどんどん少なくなって寂しい。 

●鳥取市や米子市に比べたら、倉吉は何にもないという意見はよく聞くので、若い人が集まれる場所

や店があれば、倉吉をただどこかに行くときの通過点みたいな考えは少なくなると思います。 

○旧市街地、商店街、駅周辺の方々の活動は意味があるんでしょうか？街の発展・繁栄を阻害してい

るようにしか見えませんが。例）大型店の進出の拒否等 

●若い人でも気軽に出せれる店舗を作ってほしい。 

○駅周辺の商店や旧市街地商店街は、個別では魅力的なところもあるが、全体としてはどうか？ 

○仲町通り。古物、リサイクル通りにされたら。 

○買い物は鳥取・米子に出てしまう。倉吉市民は倉吉で買い物を。 

○倉吉が過疎化･空洞化傾向にあるため、商業発展（誘致）を進めてほしい。 

●今の若者は、倉吉では買い物をしなくなっている。道路、交通網が良くなることで、鳥取･米子･岡

山へ流出している。若者に魅力あるまちづくりを推進しないといけない。 

○旧商店街は正直、今の倉吉に全く必要ないと思う｡前に、「現パークスクエアの土地には大型スーパ

ーが建つ予定だったが、商店街が反対してダメになった」という噂を耳にした｡今、店を閉めて、ゴ

ーストタウンのようになっている店も多く、車社会の倉吉にとって、駐車スペースがほとんどない

商店街は致命的で倉吉の発展の妨げにしかならないと思う。 

○サンピアが撤退決定したようですが、たからやがあった所のような状態になってしまうのでしょう

か。買い物をする場所も少なく、近くですませたい年配の方にとってはとても大きな問題だと思い

ます。(子どもがいる我が家にとっても、あわてて買い物しなくてはいけないときは、なくてはなら

ない！！)撤退した後も、どこかのお店に入ってほしい。 

●倉吉＝パープルタウンだけ、というイメージはまだあるので、未来中心だけではなく、もっと人の

集まれる場所があれば倉吉の人達だけではなく、市外からも集まってくるのでは？ 

 

［地域資源を活用した観光の振興］ 
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○市民アンケートいい事と感じます。人と人とが笑顔でふれあうことのできる企画。その笑顔が生き

るエネルギーになると思います。幸い倉吉市は自然にも恵まれ古い町並みも大切に保存されていま

す。先日県外からはじめてのお客様をお迎えして、赤瓦を半日かけてゆっくり案内しました。手作

りの物や、玉川の鯉、そして陶器、魚町のアンティックなお店、そしてゆっくり流れる時の流れ、

町屋での昼食、そして満開の桜、はじめて訪れた方から「いい町ですね」と言われて初めて自分の

暮らす町のすばらしさを知りました。大切に次の世代に残したいですね。またＩＴの活用も重要に

なってくると思います。魅力ある倉吉市のホームページの作成等も遠くの方に、また市内の方に良

さを知っていただけると思います。倉吉博物館での催し、先回もよかったですけれども、今回も倉

吉らしい心あたたまる企画で好評です。（楽しくスポーツや文化活動している姿はいいものですね)

元気の出る企画待っています。 

○今の｢白壁土蔵群」ではリピーターは来ないと思います。今の｢白壁土蔵群｣では非常に中途半端だと

思う。（企画して行うのであれば徹底してほしい） 

○まちづくりの観光において、無料駐車場があるが、一晩中止めて良いスペースを早急に確保すべき。 

○蒜山・大山にもきれいな日本海へも３０分未満で行けれる非常に恵まれた環境にあり、「くらしよし」

の倉吉を満喫しています。旧市街地に空き店舗がなくなるようなコンパクトシティを目指した街づ

くりをしてほしい。人を呼び戻すことを本気で取り組んでほしい。 

○倉吉市を全国に売り込む為、山陰のイメージを変える為に一部資金を出し、ユーモアのある明るい

映画のロケ地にしていただくよう出来ないものか。 

○倉吉市民、または中部人は最近の伝建群の観光客のにぎわいを知りません。古い街の良さを知らな

いのは実は住んでいる市民では。市外の広報も大事ですが、市内への広報も大事だと思います。「赤

瓦｣なんすっだいや、あがなところ。何にもあらせんわい。と言った市民の多いこと。週末は観光客

でにぎわっています。この古い街も捨てたものではない。まず同じ市内の住民が理解することが大

事だと思います。何かと言われる成徳地区ですが、集客力はあると思いますよ。 

○倉吉パークスクエアの梨の展示など、全国をまわっておられる方々からも不評である。必要のない

｢箱物｣は、これ以上作らないでほしい。市の施設を作るなら、地域の特性を生かし、雇用を生み出

し、市内外の人々に多く利用できるものにしてほしい。例えば、今は｢食育｣｢断食｣等、健康ブーム

だし、温泉やじげのものを使ったものがもてはやされる。倉吉や近くにある温泉地を利用すること

が出来るので、整体、エステ、スパや断食道場などの複合施設に地域の伝統文化の体験施設を合体

させて楽しめるようにするとか。宿泊施設もあれば、従業員も多数雇用できると思う。赤瓦付近は

とても不便。駐車場が少なすぎるのが困る。旧商店街は一部買い取って駐車場にするとか。そうす

れば観光客も入りやすくなる。赤瓦自体、魅力に欠ける。もっと倉吉にしかないものを多く集合さ

せるべき。 

○ある観光客の方が、白壁土蔵群にはたったこれだけと言っていたのを聞いた事があります。白壁土

蔵群をもう少し延ばして玉川沿いの東町・東仲町・西仲町までにしたほうがいいのでは。赤瓦周辺

の家・屋敷を昔風の格子戸などを取り入れて統一したものにするとか、何か特徴のあるものをした
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ほうがいいのでは。 

○農作物や打吹公園は自慢できると思い、もっとＰＲとか力をいれたらと感じます。 

○白壁土蔵群周辺の整備、活性化については色々とご検討されていることと思います。私自身先日も

土蔵群や打吹公園を歩いて見ました。観光客の立場として客観的に見たとき、土蔵群を見てから何

処に行ったら良いのか時間を持て余すのではないかと思います。というのも、何を見たらよいのか

が不明確であり、ルートマップや目立つ表示をして観光客により分かり易くしていく必要があるの

ではないでしょうか。中部地区の温泉地には観光バスで見える方、スーパーはくとや定期バスで見

える方がいらっしゃいます。特に後者の方は倉吉市で観光をせず、そのまま帰られる方が殆どでは

ないかと思います。それらの人にどうやって周知をはかるか、そしてゆっくりと買い物をしたり食

事をしたりして時間を過ごしてもらうそのためにはどうしたらよいか、あらゆる視点から検討し、

根本から観光地としてのイメージを作り上げていくことが急務ではないかと思います。これからは

デスクワークからネットワークが必要だと思います。そして情報収集（生で見て、生の声を聞く）

に努め、現実を見つめた上で、課題を見つけていくことこそが大切ではないでしょうか。今後は、

既成概念にとらわれず、大いに発想の転換を図っていくことが必要ではないかと思います。具体的

なことには触れていませんが、全てにおいて情報を大切にして頂きたいと思います。 

○外部のお客様に対しての案内表示が不充分だと思います。(公共施設、史跡、公園など） 提案 倉

吉駅周辺に大きい案内板が設置されれば良いと思いますが。 

○市民参画のまちづくりが大切な時を迎えている｡行政、住民、そして企業を巻き込んだ取り組みが大

事だと思う｡特に企業には観光大使になっていただき、県外からの観光客を迎えるようにすることで

ある。その折に、関金温泉も巻き込んで魅力あるまちづくりを推進することである。大事なことは、

行政マンが現場第一主義で足でまわり、市民の意見をしっかり聞くことである｡ 

○湯命館、湯が「汚い」し料金が高い。蒜山やつか温泉、快湯館では、１０枚綴りの割引券＠３００

円を発行し、町民に渡してある。入場する時に代金を払っている｡（湯命館は前払いし、チケットを

購入しなければ５００円で入場できない） 

 

[行政の情報化の推進] 

○市報「くらよし」むずかしいのと読みづらい内容がある。もう少し分かりやすくしてほしい。 

○市役所が提供している情報、行政サービスは市報で見るだけです。ホームページ等見てませんので。 

○ボランティア活動に参加しようと思っていますが、もう少し市民にわかりやすく広報紙として呼び

かけてほしいです。 

○月の市報は多数の方が一回で良いとの声があるし、一回で良いと思う。 

○市報くらよしは月一回でも多いくらい。内容から見ても経費の無駄。何でも寄せ集めて記事にすれ

ばよいもんでない。 

○班長が市・県のチラシを各戸に配るのですが、あまりに多く来るもので、まとめて配るものですか

ら時には日時切れのものがあったりします。 市民サービスのものは重複しても早めに知らせてほ
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しい。 

○市民への情報公開をスムースに詳細まで分かりやすく提供していただけると関心もわき、好感が持

てると思うのですが。 

○市財政厳しき折、多額の費用をかけてのアンケートですから、有効に活用し、アンケート結果を市

報で公表していただきたい。 

○倉吉市長の考えている内容を、正しく、正確に市民に伝える体制を整備してほしい。(市長の実際の

発言と、新聞報道がかけ離れた内容になっていることがしばしばある) 

○倉吉市が提供しているＨＰは、高齢者は利用頻度が全くないに等しい状況だと思う。コンピュータ

ーを使うメリットは大きいものがあるのかもしれないが、デメリットも考えなければいけないと思

う。住民がコンピューターを使える人たちばかりではないということを頭において住民サービスを

していくことが大切だと思う。 

○アンケートの活用。各問に自由に記入できる欄がほしい。どうしてそう思うのか、ふみこんで問わ

ないと解決策が見えてこないのでは。 

 

［市民参加によるまちづくりの推進］ 

○行政の情報公開があまり進んでないというがそうでしょうか。もっと市民が共同（協働）して共に

手を携えて行動しないといけないと思う。他人事にすると非難しやすい。みんなが忙しい中時間を

つくり多くの人がそれぞれの能力や興味のあることに対して参画していくべきだと思う。それとま

ちづくりに人づくりでもあるから文化的な活動及び観賞等が体感でき参加できる環境を充実させて

いき、自分たちの住んでいる町が好きになれるよう、伝統や文化を大切にしたまちづくりに協力と

参加をしていきたい。 

○大人だけが話し合って決めるのではなく、もっと若い人も入れて話し合うべきじゃないのか。 

○前のジョイニーの店。もう少しリサイクル…何の店だか道を歩いていてもよくわかりません。もう

少し商売をしているならよくわかるのに。 

○観光客などにもたくさん来ていただくことも大切ですが､まう、住んでいる人達から盛り上げていた

だきたい。 

○今後､財政的にもますます苦しくなる一方で、高齢者に対する対策が必要になると思われる。人間の

真の喜びは､他者の為に行ったことが真の生きがいとなると思われます（お金で行うものは最低のも

の）。市民参加等のボランティアを組織化して少しでも多くの市民に真の喜びを感じていただく機会

を作り出すことも大切かと存じます。真の感動なくして生の喜びはありません。しかしここには大

切なことがあります。指導的立場の人がその地域で尊敬される人であること。 

○１０次総にどれだけ市民の声が生かされるのか。説明会では、市の計画案のみの説明でした。住民

の声を聞くという明確な答えはなかった。市の計画を一方的にお知らせするという内容であった｡

具体的な取り組みについて本気で聞く耳をもつのかどうか疑問です。 

○旧たからやをちょっと覗いてみました｡どのように活用するか協議会もあったと思いますが、こんな
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使い方しか出来ないのかと怒りさえ感じました｡いろいろな制約もあると思いますが、もっと遊び心

のある使い方を考えて見られては。 

○市長さんはじめ､市報､いろいろな会で呼びかけ等をし､市民の意識を変えてほしい。 

○税金が高いとか、無駄遣いとか言われるが、暮らしやすい倉吉にしてほしい。言うだけでなく、そ

の前に自分から動かなければならないのはわかっているけど。 

○今年４月から倉吉に引越しをしてきましたので、町内の事や市内のことが分かりません。これから

色々と見たり聞いたりしていきたいと思います。 

○地区運動会も終わりホッとしているところでしょう。この近年運動会参加者が少なくなり、私達の

町は不参加者には罰金３，０００円を集める。罰金を集めてまで運動会をする必要があるのかと考

えさせられる。罰金を払わないように仕方なく参加者は増える。これでは町交流会としてあまり意

味がない。そろそろ違う形の交流会を考え直す時期にきているのではないかと思います。 

○アンケートに参加させていただき、ありがとうございました。参考になるかどうか分かりませんが、

市民として意識付けになりました。これからはもっと倉吉市民として情報に関心を持ち、知らない

事のないよう、くらしやすい街づくりに協力させていただきます。 

○倉吉市がサービスを提供するのでなく、そこに住む住人が倉吉市に対して何が出来るかを、個々が

考えて行動すれば、全てが順調に廻るのであるが、市民サービスを「提供するのが当然だ」と考え

るのは、役人的考え方であると思う。 

 

[議会運営改革の実現] 

○議会の内容をＣＡＴＶでよく見ますが、①市長の答弁が多すぎる、他の役職の方々は何をしている

の？ ②議員の方々の質問が「…どうするの？｣｢…何故そうするの？」といった市に苦言ばかり言

っているように思われる。 

○市議会議員は市職員、住民のことを真面目に考えていない。早く解散を希望している。市議員を住

民が評価する選挙以外の方法を検討すべきである。 

○小地区の意見が反映されるよう、倉吉市にも校区毎の小選挙区を設けて（１名）他は全体で選ぶよ

うな制度はできないものか？ 

○市議会の傍聴に行きたいと思うが、議会のある日程を市報にて知らせて頂きたいと思います。 

○経費節減のため市議会議員数を見直してはどうか。市長の退職金は公約と違うか。 

○公務員の給料の削減を行った市議会の解散。議員報酬の大幅カット。１／２へ 

○市議会のＴＶ放映を観ましたが､倉吉市議員さん（一部の方）のばかにしたような態度を幾度か観ま

した（鼻で笑われた方も）。ＴＶに映ってあれですから、映っていなければどうなのかと思います。

日頃､子ども達に話を聞く態度を指導していますが、市を引っぱる議員さんがあれではだめですね。

改善されたし！ 
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［合併、行財政改革］ 

○関金と合併して良かった事がありますか？倉吉と合併して良かったと言う関金の人がなかなかいま

せん。特にお金がかかる事などは高くなったと言っています。こういう事は低い方に合わせるとか

出来なかったのですか。合併しなくても、高いと思うので、どうして高くなったのか、他にもいろ

いろ、きちんと説明してほしいと思います。それは、こういう形でも文章でも良いのでしてほしい。

でないと、市民が住みよいと思わないと、「まちづくり」とか、まず上手くなっていかないと思いま

す。合併した以上は、たくさんの人に倉吉になって良かったと言ってほしいし、思いたいです。 

○合併により、いろんな面でサービスが悪くなったと感じている。 

○関金町は倉吉市に吸収合併され、とても悪条件の中の生活を強いられることとなった。町職員や議

員等だけのメリットで、住民一般にはデメリットがとても大きい。老人は｢早く死ねと言うことだ｣

と口々に言っています。悲しいことです。このアンケートだって、１２０円もかけて税金の無駄遣

いです。どこにお金を使ってどこを省くんですか？考えてください。 

○経費の削減について。今回のアンケートについて、定形外を郵便物で郵送しているが、宅配業者の

メール便であれば８０円で送れる。返信封筒も定型内にして１２０円から８０円にしては。小さな

取り組みが全体の削減につながる。全体も見直し必要。 

○行政の思い切ったスリム化が必要と思います。 

○本年３月関金町との合併により山間部（奥地）における人口減少等の理由で市民サービスが低下し

ないよう、希望いたします。 

○国にも言いたいですが、税金は私達国民が払っている大切なお金です。無駄をなくし、必要なとこ

ろに使ってもらいたいです。 

○平成の大合併失敗の反省と代替案の作成。 

○関金と合併し、倉吉市が大きくなりましたが、関金町がどんな町であるのかわからない状況です。

（私自身だけかも）このアンケートに記載されている関金田植え唄踊り、さいとりさし、関金町の

シイ…もともと倉吉に住んでいますので、関金のこと知りたい。全体のロードマップのようなもの

があればと考えますが（例えば簡単に漫画化されているようなもの）。インターネット等では公開さ

れているでしょうが、紙面でしか情報の得られない者もおります。（しかし考えましたら、合併の折

に紹介があって、私が見落としている可能性もありますが。すみません） 

○基本的に合併してから、不満だらけです。良かったなーと思うことは一つもありません。経済的･

生活がとても窮屈です。 

○市財政の健全化に努力願いたい。そのため、市民にも痛みを分担願うべきで、①各自治公民館への

バラマキ補助を見直し ②歴史オタクに迎合して、価値のない史跡の復元や文化財の保存に貴重な

血税を投入すべきでない ③また、保育園の廃止問題等について、一部の感情的な反対には毅然と

した姿勢で臨むべき ガンバレ市長。 

○合併しても何も変わっていない。合併前の理念が、合併後、話題にもならない。これは行政の責任

です。 
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○グリーンスコーレ関金の負債を少しでも減らすよう、職員の対応が見えないし、市の施政も見えな

い。市民の利用者には一割の助成等も検討。 

○グリーンスコーレ関金の負債が気になる。赤字施設は廃止しては。ＰＲにも限界があると思う。 

○倉吉と関金が合併したことにより、色々なサービスが低下したように感じますが、財政的な面で致

し方ないこともあると思います。もちろん、無駄なものは省かなければなりませんが、必要なもの

は残してほしいと思います。市役所､役場の職員の方の仕事ぶりを見ていますと、これまでのんびり

しすぎているというのか、問い合わせたいことがあっても｢こちらではわかりません｣とか、｢担当の

者がおりませんので｣とかいったことが多すぎます。このたび､関金では家屋調査があるようですが、

回覧が回ってきた後、新聞で詳しいことを知り、驚きました。以前、固定資産税のことで疑問を感

じ、お尋ねしたところ、一軒一軒の詳しい実態はわかりませんと言われ「ハア？」とびっくりしま

したが、今回のことで､なるほどと変に納得させられました。より早く、より正確に､わかりやすく

をモットーに頑張っていただきたいと思います。町づくりについては、色々と工夫されているよう

ですが、特定の方達だけでなく、広く一般市民の方達の声も聞いて、つながりのある、まとまった

美しいまちづくりをして頂きたいと願っています。もちろん我々市民の協力が必要なことは言うま

でもありません。 

○市役所職員にとっては生活給であるわけですので給与カットは最後の手段と感じていますが、市の

財政の中で職員給与をカットする前に、もっとカットすべき部分があるのではないかと考えます 

○市議員数を減らし、市職員の給料カットをなくす。 

○倉吉市の活性化にもっと力を注いでほしいと思います。職員の方の態度が悪すぎるように思います。

（都会の）民間の企業に出向されて勉強されることを望みます。 

○公務員の給料は高すぎる。法で決まっている様に民間レベルにしてほしい（上位の会社の平均では

なく、全体の平均にするのが当たり前）。財政苦しいんでしょ？これじゃ政府のやってる事と一緒。

公務員自体の意識改革は給料下げることによって生まれるしかないで。 

○議員は奉仕の心があるのでしょうか。もっと費用を減らすか！！考えてほしい。 

○予算を大切に執行し、市財政の基盤の確立が急務であり、いわゆる箱物は不必要である。 

○倉吉市が管理しなければならないような施設等は持たないように。市民の負担になる。 

○庁舎内の清掃は職員ですれば。職員の人数は多すぎませんか。ひまを持て余している方はいません

か。市の駐車場に職員の車が入っていませんか。給料の中に寒冷地手当は必要ですか。 

○市の仕事が年々増大しているでしょうが、本気で仕事をする人を採用して、人員の大幅減をはかり、

スリムにする必要があると考えます。 

○市職員が多すぎる。特に図書館の人員。 

○職員の人数が多すぎるし、給料が高すぎる。臨時職員で足りるところが多いと思う。もっと市民の

ために使うべき。 

○民間が赤字を出せば、給与カット・賞与カット等は当たり前と思いますが、市や町が赤字だとどう

してそうした事が行われないのでしょうか？ 
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○倉吉市はひどい財政難だと聞いています。それなのに市民（住民）サービスの部分ばかり削られ、

市職員（身内）には甘いような気がします。中小企業や子会社はこんなものではありません。人件

費の部分も大なたをふるい、町村に先駆けて改革してほしいです。建物を作ったり､人の集まらない

ようなイベントはやめ、市民全員にかえってくる物（福祉､教育､産業）に市税を使ってほしいです。

今がいちばん大切なときです。市民のためにもっと真剣になって考えてください。よろしくお願い

します。 

○色々の施設が出来たものの税金の無駄遣いになっていないか。工夫できる所はないのか。土日の行

事は多くあり、一方のサービスは充実するが､片方でサービスの低下にもつながっていないか。見直

しが必要だと思う。 

○市役所･関連施設など、無駄と思える人がいる。ちゃんと働いているかどうか。能力があると思えな

い人が働いている。能力チェックが必要と思う。採用時の内訳もあるが､それだけじゃない！成長が

止まるのかも。 

○平日８時～１７時の間だけでは、仕事の時間と重なり、サービスが受けにくい。 

○このアンケートの統計を出して、何がわかり、役に立つのかが見えてきません。いつも思うのです

が、アンケート＝改革にはなっている事は少ないように思います。まず、市職員の意識改革をして、

市民の為の仕事をしようという意識を持ってほしいと思います。それが出来ていない限り、このよ

うなアンケートをとっても何も変わらないと思います。また、私達市民の自立も大切だと、肝に銘

じたいと思います。 

 

［市役所サービス等］ 

○市役所内が汚いです。窓口カウンターからデスク上が見えますが、書類があちらこちらに散乱して

います。５Ｓという言葉を知っていますか？整理、整頓、清掃、清潔、躾。これは仕事をする上で

の基本中の基本なのですが。会社でこれができないものはいらないとされます。 

○先日、市役所に行った時の職員の対応はとてもよかった。待ち時間も少なく、詳しく分からない点、

疑問点を教えてくれた。ありがとうございました。 

○市役所に電話する時、担当者の係（部署）そして名前を言ってよく話を聞くこと。自分の名前を言

うことによって責任ある行動がとれるのではないでしょうか。 新倉吉市になって市役所そして議

会にも新しい風が吹いてほしいものです。合併によって住民が住みよいまちになり、誰でもが同等

のサービスが受けられる倉吉になってほしいと願う一市民である。 

○農地につき、農振地域の解除について。市の係員に相談に行ったら、私の事情説明を一言も聞かな

いで、「農振解除は絶対に出来ません｣と門前払いをされました。その高圧的な官僚的態度はこれが

市民の公僕か、市長に直訴せねばならないと思いましたが、じっと我慢しました。 

○市職員でまだ一部ではあるが、対応の悪い職員が見られる。 

○市職員はもっと住民の会合に出ていって生の声を聞いてスピーディーに実践に移してほしい。 

○市民課の対応などは以前よりずいぶん改善されていると思う。 
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○同地区に市職員が多くおられるが、地域活動への参加が全くない。 

○先日、用事があり生涯学習課へ電話しましたが、対応された男性職員の対応は最悪であった。言葉

づかいなど基本的な事すらできていないのに、市民サービスはできるわけありません。民間企業で

あれば、終わりです。しっかりと考えていただきたい。 

○行政上、わからないこと等で専門的なことをＴＥＬ等で聞くとき、今の職員ははっきりと答えてく

れない（わからないからと思われる）。若い人、パート等が多いのか、勉強不足のように思われる！！

部署替え等で大変とは思うが、それが仕事であり、住民サービスを考えると、市民としては大いに

不満である。 

○倉吉駅の横に設置している出先（名称忘れました）は便利（土日やっている）であるが、業務につ

いての知識をある程度理解した人を配置してほしい。書類をもらっても、間違った様式であったり

したことがあり、残念である。休日しか休めない為、証明書等の手続きがさらに休日でもいただけ

るよう広げてほしい。 

○倉吉職員採用試験の年齢制限を緩和していただきたい（３５歳くらいまで受験が可能にしてもらい

たい）。※県職員採用試験は３５歳まで受験が可能である。 

○市役所の前のサツキを抜き、立体駐車場に一刻も早くすべき。人口が多くなったのだから！！ 

○関金と合併して、「倉吉市は無駄や訳のわからん事業が多い！｣「倉吉市職員の質は低い！｣という声

を聞きます。常に立場、身分をわきまえ、公僕として恥ずかしくない行政運営を行ってください。 

○倉吉市と合併して、建設課の対応が悪い。連絡しても来てくれない。 

○何でもかんでも防災倉吉市が発表するのはやめてほしい。(何か重大なことかと思うから) 

○市役所に行っても書類一枚出すのに一時間近く待たされることはしばしばです。待たされている間

の公務員の方々の仕事振りはどうでしょうか？端から見ていて良くやっているとはお世辞にも思え

ません。私から見ていると遊んでいるようにしか見えません。全部が全部そうとは言いませんが、

そうした方は多いように思います。長谷川市長に期待します。 

○住民票などをとりに行く受付の対応が冷たく、行く気がなくなる。 

○頑張って下さい。職員お一人お一人の頑張りを期待しています。 

○市役所の窓口はもっと人に対して、丁寧かつ親切でなければいけないと思う。事務仕事ではない！

窓口の奥では机に足を上げて雑談…。市民を何だと思っているのでしょうか！？非常に腹が立ちま

す…市民の窓口でなければならない所です。もっとしっかりと教育してください。人間性のあり方

を！ 

○市役所はエライ人の集まりじゃないはず。エラぶっている人が多い（一部の方だけ）。真面目な方も

いるはずです（すみません）。 

○市職員の服装の件、特に女性の服装、夏場は目のやり場に困ることすらあります。職場としての自

覚を持ってほしいと思います。 

○終業時間前の市職員の応対、時間までに終わりたいとの態度に不快感を感じます。また、明らかに

間違っていることでも、絶対に非を認めない。責任の転嫁、全職員の意識改革を。全市民が望んで
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いることです｡ 

○市役所が暗くてわかりにくい。かつ、駐車場が不便。 

○手続きをする人の笑顔が少ない。 

○行政については、縦のつながりはあるが横のつながりが無いように思う。何度も足を運ぶことがあ

る。「こういう場合には、これがいりますよ」とその時に言ってもらえれば、用意をする物を、次の

場所に行ってから言われ、又、同じ所へ行く、何度もあります。 

○最近は不明だが、近年、市民サービス窓口の職員の応対に不満を感じていた｡事務的ではなく、誠意

のある、気持ちのよい応対の出来る職員を配置してほしい。 

○普段あまり市役所の中にかかわりがないので、良くわかりませんが、市民課等は待ち時間が少なく

なって良いと思います。 

○窓口等、対応は以前よりとてもよくなったと思いますが、人柄によるものかもしれませんが、格差

もあります。 

○庁舎内禁煙は進んでいるでしょうか。記者室は治外法権ですか？ 

○選挙会場で、何故、市の職員がズラリと顔を並べているのか？あれでも日当が出ているのではない

か？ボランティアで出来ないものか？といつも思う。 

○市役所の場所が不便。 

○今、倉吉市民が何を望んでいるのか？常にアンテナを広げて住民サービスをしていってほしい。 

○職員手当が意味わからん（市報№１２９６）。だいたい手当てだけで（退職金・管理職はずしても）

年平均２１０万／人ももらえる企業なんて倉吉にないぞ！退職金が２千万？…言葉も出ない。特殊

勤務手当？…もっと分かりやすく説明できるものならしてみてくれ。住居手当？…なんで！扶養手

当？…高すぎ！民間では千円単位しか出ない。 

○私たち中小企業の建設業従業員は、自分の場合は入社して５年目ですが、ここ５年間ボーナスが出

てないのに市の職員はボーナス出ているのは不思議だと思う。市の財政が火の車なのにボーナスを

カットしないのはおかしいと思う。市議会議員の給料も高すぎだと思う。市職員の給料は普通だと

思う。 

○市行政においては、他の重要問題とのバランスから見て、人権問題に力点を置きすぎているとの印

象が強い。一つの課を置いて対策を講ずるほど、重要視するほどの必要性は認められない。むしろ、

防災対策、国民保護等、全住民に等しく大きな影響を及ぼす危機管理の分野にこそ対策課（室）を

設けるべきと考える。 

○議員・公務員の方の給料が高すぎると思います。それだけの奉仕がないのに…。そういう給料分だ

けの仕事をしてほしい。納得いくように。 

○町づくりについて市職員も町づくり委員とかになっているのですが、もっと積極的に動かれてはど

うでしょうか？一部の人の活動では成立しないし、職員はもっと思いを強く持ってほしい！ 

○市役所前の庁舎を移動の時ダラダラ歩いている。ひっきりなしに押しボタンを押している。信号待

ちしている人が見えたら急いで歩き一緒に渡るよう心がけて欲しいです。とても見苦しいです。何
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を話していらっしゃるか知りませんが、秒単位で勤務している職場もあります。何をのんきに歩い

ているのですか。あしからず。 

○特に不満を感じたことはない。よく頑張っていただいていると思っている｡ 

 

市政及びまちづくり全般のご意見等について 

［市政（議会・執行部）］ 

○市長、議員の皆さんは言行を一致させて市民の信頼を得るようにしてください。全てはそれからで

す。倉吉市の職員のサービスが市民のためになるために、議員の皆さんもよく研究され、市民の声

に耳を傾けてください。 

○市長さんにもっとリーダーシップをとっていただきたいと切望するが、ＣＡＴＶを見ていると議員

さんのあまりに小さいことの質疑にうんざりしている。大所高所に立ったもっと大きなものを目指

してほしい。 

○中部のリーダー的存在として、リーダーシップを発揮してほしい。 

○市長職は住民のくらしが掛っている。徒歩で通勤するような時間の余裕があるのか。 

○市議会議員の一部の議員の真剣性を問います。 

○議員の方々も、選挙の時だけの「きれいごと」ではなく､日頃から全体を見て考えてほしい。人の批

判をすることだけでは、方針を持っているとはいえないでしょう。地区公民館の立ち上げ、そして、

それを盛りたてていけるよう、住民の一人として協力をしたいと思います。その音頭取りをお願い

します。 

○日本海ケーブルネットワークで市議会の様子を色々見られて大変良いと思います。 

○市議会議員さん、日本語を勉強してください。まるで幼稚園の子どもさんがお話をしているみたい。

見ておれません（恥ずかしい）。 

○市長と部長さんに下記の件についてお願いします。市出身の県議さんとの情報交換が出来ていませ

ん。もっと積極的にしてください。７月１日に県庁でありました会でも、倉吉駅周辺整備事業（特

に駅の橋上化）でも倉吉市長として目標や強い意志が感ぜらなくがっかりです。もっと主体的に丸

３年間で（平成２０年４月までに）やりとげるように動くべきです。何かＪＲだの県だのに頼りす

ぎです。他人依存では表玄関の倉吉駅の整備は良くなりません。過去、社会党一人で活動しておら

れたかもしれませんが、もっと多くの人への根回しや、議論を多く重ね、人々にも頭を下げ、多く

の力量のある財界人、政治家を良い方へ巻き込んで、もっと中部の中核都市へと発展するようリー

ドしていただきたい。 

○議会議員も一生懸命されているようですが、議会中の態度に非常に腹立たしさを感じられる議員も

あります。市民が選んでいるのですがね｡ 

○市長は、自身の発言の重みを再認識してほしい(退職金のこと)。 

○今後も、市民の目線に立った市政を展開してください。期待しています｡ 

○市長はなぜ、今になって退職金がほしいと言い出すのでしょうか。よく、最初に言っていたことと
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全く反対のことを言っておられるように感じられます。毅然とした態度で職務にあたられ、責任を

もった発言をしていただきたいと思います。 

○市長の発言からして、全てが市職員のいいように、曖昧に、いいかげんに流されているように感じ

る。私の職種でも、正職員の１／１０で臨時が働いている。同じ仕事でこの差は！？「だったら、

やめれば」的な考え方の方達は多いはず。もっとクリアに、もっと平等に。 

 

［まちづくり全般］ 

○市民一人一人が住みやすい倉吉にしてほしい。金銭的な面ももっと楽になりたい。 

○倉吉市の活性化を望みます。 

○税金が高すぎて暮らしていけない！ 

○鳥取県の中心に位置しながら、公共施設を鳥取市に集中させたことで、遠くはなれた米子市にも同

じ施設をつくらなければならない。ひとつでよいものを二つつくる、三つ目は予算的に出来ない。

結果的に瓢箪行政を招き、無駄な金を投入したと思っています。倉吉市は１０年先４７０００人く

らいの人口になると予想されています。町の活性化は人口が増えることです。もっともっとそのた

めの行動を起こさなければならないと思います。面積を広げたり、大学を強引に誘致して人口を維

持する策をとっている鳥取市のようなことはしないでほしいと考えます。まずは東京や大阪の大き

な会社の工場をどんな手を使っても誘致することです。並行して、山陰線の複線電化、米子道、蒜

山～湯原間に倉吉ＩＣをつくる時、交通アクセス整備を本気でやってほしい。倉吉市は自分のとこ

ろが一番と言う図々しい積極性が今こそ必要ではないでしょうか。 

○不便さを感じるまちであると思います。 

○倉吉はよく若者から死んだ町といわれる。全く活気がなく、老人しかいない印象がある。催し物が

あっても老人クラブと変わりない。しかも、大半が主催者の自己満足企画ばかりだ。健全な企画も

いいが、たまには心のヤミの部分で遊ぶゴシックイベントをやってみるのもいい。 

○次の五つの重点施策に取り組んでいただきたい。①環境の保全（悪化させない)②福祉の充実（少子

化対策）③雇用の創出（街の活性化）④農業の振興（農業者に夢を）⑤市役所の庁舎のモデルチェ

ンジ（暗いイメージの払拭） 

●市政だけでなく、今後住みやすい町づくりが出来ることを願ってやみません。ただ、若者たちが定

住できるような仕組みを作ってください。倉吉市は中部の中核都市ですから、頑張ってほしいです。 

○県外からの人を呼べる（市の収入になるような）施設、催し物が少なすぎる。 

○倉吉の目指すまちづくりの中心をもっとしっかり決めてほしい。 

○はっきり言って、まち全体が中途半端な気がする。 

○新しいものを増やしていくよりも、古いものを大切にし、そこから何かをつくっていくべきではな

いかと思う。 

○「まちづくり、まちづくり」と言っているけど、一体どういうまちを作っていくつもりなのか、私

達には届いていない。 
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○旧市街にとらわれず、駅前や『現在の』市の中心をもっと意識するべきだと思う。 

●老人だけではなく、若者にももっと目を向けて定住させるような工夫がほしい。 

●自分の子供に将来この地で暮らしてほしいとは思えない。 

●元気で長生きはいいけれど、若い世代が住みたくなるような町にしてください。 

○鳥取･米子･岡山、どこからでもアクセスしやすいのに、人が集まらないのはなぜでしょうか。反対

に出る一方です。 

●若い私達の興味の持てる内容だと、参加したり、もっとよくなると思う。あまり情報が入ってこな

いので、知らないことだらけです。 

○最近少し元気がないかな？この街、と思うことがあります｡県内での地盤沈下（？）「財政難」です、

と言われて、市民にどれだけ負担が来るのかわからないし…｡長期･短期と、倉吉市の未来像が見え

るといいなと思います。みんなが暮らしやすいと思える倉吉市になってください。 

●交通の便が悪い為か、県内においても取り残されているような活気のない街になっているように思

う。若者も定着しないし、買い物も米子や鳥取に向けてどんどん出て行ってしまうようだし、淋し

い限りだ。生まれ育ったところだし、愛着はあるが､さびれていく様で悲しい。 

○ゴミ袋の有料化、税金が高い！税の取り立て方が市長が変わりひどくなった。倉吉市はどんどん悪

くなっている。私の周りの人々も皆さんそう言っています。 

○旧関金町は、合併により一つの地区となりました。小さい町だから出来ていた事業もたくさんある

と思います。住民と市職員との距離が遠くなったようにも感じます。街はずれにあるからこそ､まだ倉

吉市のやり方がわからないからこそ､見守り指導していただきたい。そして、この町の良かった所を市

のやり方で検討していただき、継続をお願いしたい。それを市全体に広げていただき、必要なことを、

見直していくべきことを見極めてほしい。 

○赤瓦を中心に観光客も増えており、まちの活気の徴かと期待しています。ウォーキングの途中に通

過して、観光客気取りでいろんな店に立ち寄って買い物するのも楽しいものです。スーパーで済ま

せてしまうより、一軒一軒魚屋、パン屋、洋服、酒屋を渡り歩くと刺激的で地域経済にも貢献して

いる満足感も味わえます。地場産業にお金をおとす日などの意識付けがあってもよい｡ただ、昔なつ

かしい風景を売りにして、どのくらい続くのかも心配。以前、トイレの町としてアピールしたよう

に、何か、市内外にわかりやすい市政をかかげてほしい。たとえば、ウォーキングのまちとして、

県外から視察に来るほどウォーキング環境が配慮された町づくりなんてどうでしょうか。このまち

は、・冬が長く厳しく、ウォーキングの週間が途絶えてしまう・自動車移動する人が多く、あまり歩

いていない（日本平均が７０００歩くらいだそうですが）・ウォーキングが認知されておらず、恥ず

かしいと思う人が多い 問題点を逆手にとって、・冬でも屋根つきウォーキングコースがはりめぐら

された市内・ウォーキングする人が立ち寄ることの出来るスポット（特典つき～足湯、歩数スタン

プ）・市民みんなが食事･運動でのカロリー量には精通している民度・しあわせの郷の食堂を開放し

て、いつでも１６００ｋｃａｌの食事を体験できるなどなど 

○広い道に面した建物や物ばかりでなく、中の方に入って、狭い道などに面した所や、細い川のゴミ
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や、崩れかかった危ない古い家（空家）など、その他、野良猫など、なんとかしてほしい。とって

も迷惑だし、古い家などはいつ崩れてくるか、子供たちが通学路なので心配。どこに連絡すればい

いのかわからない。 

 

 

［その他］ 

○現在私的に忙しく、特に思い当たることはないが、一つだけお願いがあります。倉吉市だけでなく、

「中部広域」のこととなりますが、最近葬式が続き、倉吉と鳥取にての体験より、鳥取の斎場は近

代的で、荘厳な感があり、米子もまたしかりとのことであります。一生に一度の場所として、あま

りにみじめでみすぼらしく、早急に新施設の整備建設をお願いします。 

○こんなくだらんアンケートで市民の意識がわかりますか。 

○犬の散歩している人で、河川敷、グラウンド、陸上競技場等の広い所で紐をはずしている人がいま

す。危険を感じます。野良犬も。 

○パープルタウンのホテイドウ跡が催事場になったままで、買い物に困る。 

○アンケートの意図が見えない。 

○毎月、最終日曜日にパークスクエアで行われているフリーマーケットに夫婦で楽しく参加させてい

ただいていました｡私達は一年くらい前からケーキやお菓子、古着を出品していて、その中でお客様

と顔見知りになり、町で出会っても挨拶を交わせるようになったり、「毎月楽しみにしてるよ｣など

と声をかけていただいて、私達も毎月お会いできることを楽しみに参加させていただいていました｡

先日の６月のフリーマーケットも、心を込めて徹夜で作り、パークスクエアへ行ったのですが、保

健所の許可のない場合は食べ物を出してはいけないと連絡があり、受付の方に「知らなかったので

作ってきてしまったのですが、今日もだめですか？」と尋ねると、｢ダメです｣と言われたので、｢今

回からいけなくなったのですか？」と聞くと、｢前からいけません｣と言われました。私達はもう一

年近くも出店しており、大雪の日で出店数が少ない日も出店していたので、係りの方も知らないわ

けはなかったと思いますが、一度もどなたも教えてくださいませんでした。先月からお客様とも約

束をし準備してきているのに、当日になってから、前からダメでしたと言われても納得できないし、

気分が悪かったです。６月に入り、暑い日が続くので食中毒など出ては大変なことになるし、私達

も夏の間はお休みしようと言っていた矢先で、確かに食べ物を出すのに保健所の許可のないものを

売ってはいけないと言うのも納得できないわけではなかったのですが、受付の方の対応、フリーマ

ーケットの取り決めをもう一度見直し、あれだけのたくさんの人が集まり盛り上がっているフリー

マーケットをみんなが楽しく運営できますように、もう二度と私達のような思いをされる方が出な

いようにしていただきたいと強く望みます。 

○倉吉市に転入してまだ一ヶ月足らずにて、質問に答えられないものがあります｡まだ、市の情報を聞

く段階ではないからですが、これからサービスを受けて市についてよく知り、よりよき倉吉人生を

送らせていただきたいと願っています。 



- 25 - 

○未来中心の近くに住んでいます。赤瓦も近く、また、明倫地区の路地など大好きです。打吹山も素

敵です。以前、街並みマップのようなものがあり、スタンプを集めると何か記念品をいただきまし

た。関金と合併し、また、歴史が楽しく思えます。郷土をもっともっと知りたいと思うこのごろで

す。そしてアンケートをさせて頂き、市議会など全くわからないと思いました。何を議題として話

し合われているのか？議会が開かれている日程、議事堂の中など全く知りません！！興味がなく、

広報紙で見ていなかったのかも…！？と思ったりもしました｡子供三人、成徳を出ましたが、子供た

ちは隣にある議事会場など知っていたのか…と改めて考えたりします。アットホームな倉吉にもっ

ともっとなっていただけると嬉しいです。倉吉大好きですヨ 

○市民の負担になるような事業はしないでください。今回のアンケートの費用、郵便代など、無駄だ

と思います。意見を聞いてもそれがどう反映されるのか疑問です。 

○こういった意識調査は、この方法でしか行えないのでしょうか？１５００人の人に８０円切手を貼

って送り、１２０円の切手をつけた返信用の封筒があるのですよね？これも税金ですよね？もう少

し大切に使っていただきたいです。 

○県外より数年前に移り住みました。強く感じることは、保守的で前向きでないということ。新しい

ものを受け入れず、古いしきたりは「間違っているのでは？｣と思われることでも変えようとしない。

本来の目的や意味を失った行事への強制的参加や無駄の多さ。今、世界的に問題になっていること

の無関心さ､あるいは、形だけで中身のない行い。数年先には、この市はなくなるのではないかと危

機感を強く感じます。 

 


