
性別 年代 地区 意見

女性 10代 網代

・映画館を作ってほしい。
・スポーツジムを作ってほしい。
・遊べる場所を作ってほしい。
・ドームを作ってほしい。
・服屋を作ってほしい。

女性 10代 岩井
・岩美町に住んでいる小学生～高校生向けで海でマリンスポーツを体験できる
機会を作って欲しい。
・100円バスを通らせてほしい。

女性 10代 岩井 　高齢者と子ども達の交流できる場を作る。

女性 10代 浦富

・高齢者だけでなく、多くの若者がずっとこの町で暮らしていきたいと思える
町になってほしい。高齢者に対するサービスは充実していて満足しているが、
中高生が楽しめるような場所がなく、結果、町外に出てしまっているのが残念
に感じる。なので、町内のどこかに、若者が喜ぶカラオケ屋だったり、最近の
若者が読む本が置いてある本屋を作るなど工夫して若者を楽しませてほしいと
思う。

女性 10代 大岩
　職場が少ないので、町内で働きたいけどどこで働けるかが分からないので、
情報提供して欲しいです。農業をもっとＰＲしてもいいのではと思います。

女性 10代 大岩 　県外者受入れに積極的な町。

女性 10代 蒲生 ・他県からも人気がもっとあがるような町になったらいい。

女性 10代 不明 　飲食店やスーパーを増やしてほしい。（特にスーパー）

男性 10代 岩井 　自然の多い町なので子育てをする人が来たいと思うようなことをする。

男性 10代 大岩 　一生暮らせる町

男性 10代 大岩
　豊富な自然などの資源を活かし、より住みやすい活力あふれる町にしてくだ
さい。

男性 10代 大岩

　都会の環境に触れてこそ、田舎の良さがわかるんだと思います。都会が良い
なと思うことがないわけではありませんが、結局は今のままでいたいと思える
ようになりました。郷里の大切さを教えていただきありがとうございました。
将来はこの良さを県外で発信していきたいです。

男性 10代 東
・人権感覚の豊かな町。誰に対してもやさしい町にしてほしい。特定の人だけ
にやさしい町では住み続ける人は減っていく。お年寄りの人口は多いが、本当
に支援が必要な人へ支援をしてほしい。

男性 10代 本庄

・ＩターンＵターンがしやすいような町。
・若者を惹きつける様な取り組みや場所。
・新しい企業をおく。
・自然・伝統の保護・宣伝。
・高齢者の支援。
・空き家に新しい店をおいたり、修復して住みやすくする。
・交通の利便性。
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性別 年代 地区 意見

女性 20代 網代
　若者も高齢者も楽しめる娯楽のある町になるといいと思う。特に高齢者が多
いので、そういう人が市内まで出なくても楽しめる事があればよいと思う。

女性 20代 岩井 　バランスよく移住計画をしてください。

女性 20代 岩井 　高齢者が健康でいるための施設。業務委託しても良いかもしれない。

女性 20代 浦富 　岩美町に生まれて良かったです。

女性 20代 浦富

・子育て支援が良いので子育て世帯にアピールして移住を進めたら人口も増え
るのでは。ただ保育所しかない（幼稚園、認定こども園がない）ので、保育所
での保育内容を見直し幼児教育へ力を入れ、小学校→中学校へとつなげていっ
て欲しい。保育士不足は国の問題ではある。
・若者が盛り上げる、若者の力が必要。そのためには、婚活系に力を入れずっ
と岩美に住んでもらえるように。
・マンションがあれば移住者が増えるのではないでしょうか。県外に住んでい
ても別荘としての活用も出来るでしょう。

女性 20代 浦富

・もっと遊べる場所を作ってほしい。（空き家とかはいっぱいあるからその活
用など）
・岩美駅の通りを活気づけてほしい。
・空き家とかテナントはギャラリーにして色んな展示が出来るようにしてほし
い。作品展や写真展・個展・グループ展がコミュニティを作って行くと思う。
・保育・小学校の子どもが遊べるような公園を作ってほしい。

女性 20代 浦富

・誰が来ても、見ても認められる岩美町。
・一目ですごいと思われる。海（自然）をもっと生かして、いろんな事をして
ほしい。（ex）キャンプ施設、アスレチック、グランピング、カフェ、体験、
アクティビティ

女性 20代 浦富 　現状で良いと思います。

女性 20代 浦富 　とても明るくてサービスが充実している良い町です。

女性 20代 浦富 　子育て支援が手厚いですが、ファミリータイプのアパートが少ない。

女性 20代 大岩

　買い物するのに地元はあまり少ない。大きいスーパー、ある程度商品の揃う
お店が出来て、高齢の人も町のバス等で行けるようになったらいい。大岩は大
きい部落だけどお店がない。コンビニ１店だけ。これではこれから高齢社会な
のに買い物も出来ない。

女性 20代 大岩
　岩美駅や大岩駅の駅前に、にぎやかになる空間をつくってほしい。例えば、
ちょっとした待合室やコモンスペース。

女性 20代 田後

・観光客にあふれ、観光客が来たくなるようなお店などの展開
・老人でも働きたい人たちに働き口があり、運転出来なくても生活できるよう
な利便性、交通に富んだ町。
・また、田後は野良猫が多いのもアピールの一つにしてみてはどうでしょう?
（広島の尾道などが､場所も良くないのにそういうアピールで成功してます）
・おしゃれなカフェよりのんびりできる安い居酒屋（お酒飲まなくてもＯＫ）
みたいなところがあれば、岩美に泊まった人や住んでる人たちも通えるのでは
ないか。
・また、インターネット、テレビの環境が悪い。ケーブルしかないと知れば、
在宅の仕事の人は居住出来ない。それとコストも高い。ネットのＮＴＴが通っ
てない理由はなぜなのか?
・ネットの使えないお年寄りには家電量販店がないのもつらいのではないか
（ジュンテンドーがあるから良し?）
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女性 20代 不明
・これから生まれてくる子や今の小さい子どもにとって住みやすい安全で安心
できる町にしてほしい。

女性 20代 本庄

　子ども（未就学児）が二人います。町の子育て支援や支援センターの存在に
は大変助けられています。住み始めて年数が少ないので良く分からない事が多
いですが役場に行けば誰かがすぐに教えてくれる事も感謝です。いつもありが
とうございます。

男性 20代 網代 　仕事が無い。先が見えない。帰りたくても帰れない。

男性 20代 浦富

　個人的には市内で働いて市内で趣味の時間を費やし終わったら帰宅する現状
に全く不満を持っていない。ただ、もし岩美町が「地元に店を作り岩美町内に
様々な店が並び多くの人が岩美町で働くような町」を目指すというのなら、圧
倒的に人、特に若者の人数が足りてないと思う。これを増やす方法など自分に
は分からないが、もし岩美町をより活性化させるというのであれば、人を沢山
呼びこまないといけないし、何より「よそ者」が来ることを受け入れる環境を
作らないといけない。(岩美町民は特にこれが出来ない傾向にあると思う）ま
あ、自分は現状に満足しているのでよそ者を受け入れようが排除しようがどち
らでも良いのだが。

男性 20代 東 　住宅支援・結婚支援をもう少し拡大してほしい。
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女性 30代 網代
・移住を希望する人はいると思うので、格安物件・土地の提供を増やすなどの
対策。

女性 30代 岩井
　岩井温泉の旅館、温泉街の立て直し、人を集めようと思うのであれば人が集
まるように考えるべき。県外では町全体で人を集めようとするのにどんどん店
はなくなり、温泉街といっても店もない。

女性 30代 浦富
　とても住みやすく安心して子育ても出来ており、今後も住み続けたいです。
我が子にも私のような思いを持ってもらえるよう今後も期待しています。

女性 30代 浦富

　子育て世帯に対しての支援が手厚く有難い。ただ子育てを終えて他の市町に
出て行ってしまう…という事もあるかもしれません。子育てを終えた世代にも
楽しみがあるような町づくりをしていってほしいと思います。岩美町はご近所
さんのつながりや人とのつながりが密なので（嫌な人もいるかもしれません
が）、つながりを大切にみんなで支え合えるような町になってほしいです。職
員の方も大変だと思いますが、町民の意見を少しでも取り入れられる柔軟性を
持ち続けてください。岩美町に長年住んでいて、大好きな町なので、時代に合
わせていくことももちろん大事ですが岩美町の良い所を残せたらいいなと思い
ます。

女性 30代 浦富

・鳥取市と町と違いがある中、鳥取市にならず頑張っている。今後も町のみで
頑張っていける様、市に負けないくらい活性化できる様、頑張ってほしい。
・10～15分で市内には行ける為、そこも利点。
・医療・福祉・子育てと大変充実しているがどうしても人の減少はあると思
う。岩美がずーっとずーっと続いていっていく為にも町のピーアール等応援が
取り組める事があれば頑張りたいです。何かと大変な世の中ですが楽しい元気
に活き活きと生活出来るよう頑張ってください。

女性 30代 浦富

・住んでいる人も観光に来た人も来て良かったと思えるまち。
・住み続けながら個々が人との交流、活動を通じて学び、気付き、成長し続け
られる岩美町にしたい。
・【岩美町の強み】海外からの実習生、移住者など様々なバックグラウンドを
持った人が住んでいる。偉人輩出。歴史がある。防災ラジオがある。すれ違い
時にあいさつをしてくれる人がいる（特に高齢の方）。観光客にも親切。移動
販売車がある。役場との距離が近い（連携等）。ロケ参考地がある。四季が
はっきりしており１年を通じて海、山などの自然を楽しめる。写真も映える。
アクティビティが充実している。人権に関する講座が充実している。
・【課題】これらを活かした事業、活動、取り組みができるといい。自転車や
徒歩で観光を楽しめるような道路整備。地元民が土地の魅力に気付いていな
かったり、それぞれの派閥があったり保守的な面がある。山間部、海、港沿い
等中心部（浦富）から遠い人たちの暮らしが心配。要配慮者の情報や社会資源
へのアクセシビリティの保障、空き家問題への対応についてSDGS、ワーケー
ション、地方移住、自助・共助・公助といった観点より産学官地域協働等でア
プローチする。タイニ―ハウスの活用。（参考：山梨県小菅村山村留学な
ど）。インフラ整備（下水、ガスなど）

女性 30代 浦富
　子育て支援や教育の充実、医療、保健体制などとても住みやすく生活しやす
い町だと思います。その辺りをうまくＰＲできると岩美町で生活したいと考え
る人が増えるかもしれないと思います。

女性 30代 大岩
　子どもがたくさんの人と関わり、様々な事を教えてもらったり、お年寄りと
関わることで優しい気持ちが持てるようになってくれたりすることができるよ
うな町になってほしい。

女性 30代 大岩
・古民家カフェを岩井温泉の近くにつくり、若者・県外観光客の方が来てもら
えるようにしては。
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女性 30代 田後

　このコロナ禍において、自分自身や相手に対しての態度を今一度考え直さな
ければならない時代になっていると思います。この限られた中で町民の方々が
癒しを求めて集える場所や、交流施設が増えてくれることを望んでおります。
現在そのことが形として実現されつつあるのは、町民体育館や中央公民館が良
い例ではないでしょうか。私も個人的に毎週のように利用させて頂いておりま
すが、小さなお子さんからご年配の方々が交流を持てる場所があるというのは
和みますね。このような環境をこれからも保っていけるような岩美町であって
欲しいと思っております。

女性 30代 東
・今まで通り静かな町でいてほしい。自然を壊さないでほしい。
・町民税を安くしてほしい。

女性 30代 本庄

・住みやすい町
・自然を豊かに
・スーパーを増やしてほしい。
・皮膚科、耳鼻科がほしい

女性 30代 本庄

・他県や市町村と比べると鳥取県、岩美町の子育て支援は手厚い方だと思いま
す。
・家賃や土地などの価格も比較的安いと思われます。
・若者世代に住んでもらえる、住み続けてもらえるアピールがもっとできれば
よいのでは、と思います。

男性 30代 浦富
　皆がある程度、豊かに生活できれば良いと思う。子どもが地域の皆から愛さ
れ、将来が楽しみに過ごせるような町であってほしい。

男性 30代 浦富

・豊かな自然を学校教育に活かす。
・郷土愛を育む。
・6次産業化の促進（1次産業はある程度確立されている）起業（特に飲食店）
への支援。※今はcovid-19で難しいかもしれないが…。
・思い切ってベッドタウンを目指す。

男性 30代 浦富
・岩美町外から見るととっつきにくい暗いイメージがある。伝統も大事だが、
新しいことを率先して取り入れていってほしい。

男性 30代 大岩

・イベント開催ができるような場所を設けてほしい。例）フリーマーケット、
教室　その際、貸し出し利用の詳細を誰でも分かるよう提示してほしい。
・老若男女が集まれる食事も出来る店がほしい。例えば八頭町の隼ラボのよう
な…
・昔ながらの伝統を若い世代に伝えていくのも大切だが、時代の変化に合わせ
変わるべき所は変えていく。押しつけはやめてほしい。外から入ってくる住民
が住みにくい町になってほしくない。祭りやスポーツ大会は必要ないと思う。
・在宅介護できやすいように情報提供がほしい。特養や老健、デイサービス、
デイケア、ショートステイが豊かになってほしい。
・新たに事業する人への協力や募集をしてほしい。（町が補助金を出すなど）

男性 30代 大岩 　自然豊かでのどかな町。

男性 30代 大岩
　現役世代が増えない事にはどんどん町が衰退してくと思うので、若者や子ど
も等（子育てする親）にメリットが多い町にして、若年人口が増える様にして
ほしいです。
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男性 30代 東

・（空き家）固定資産税と関わるので町単独では対応が難しいと思いますが、
もと田圃の土地が宅地に転用される一方、空き家がみるみる増えるのが気にな
ります。せっかくの岩美町の田園風景が損なわれ、人口は減るのに市街化は進
む。おかしな状況が普通になっています。どうにか岩美町の景観を守れないか
と思っています。（ランドスケープマネジメントが必要）。
・住民を増やすにはある程度店が集まっている地域があると良いように思う。
・岩美は鳥取市から実は遠くないといったイメージが定着するだけで人口の減
り方は少しは抑えられるように思う。
・（町全体について）岩美の立地を生かすには農林漁業、ジオパークをメイン
とした観光、”環境都市”的なイメージを押し出すのが良いと思います。しか
し、現在はどれもいまいちのように思います。小さな町、限られた人が予算の
中で最大限のパフォーマンスが出せるよう、新たな方策を立てる必要があるか
と思います。

男性 30代 東

・岩美町が岩美町で長くやっていく為には岩美町の企業様に支援していった
り、岩美町だから移住をしたいと思ってもらえたり、元々岩美町の人が県外に
出たり市内の方が良いと思われないための対策などを色々やらないと良くなら
ないと思います。
・制度とかそういう事でも、もっとみんなに分かるような方法で伝えるべきだ
と思います。

男性 30代 不明
・豊かな海を活かす町になってほしい。豊かな海が未来に継承されたら仕事も
町内でうまれ、文化も残り、住民の満足度が上がり豊かな町になると思う。
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女性 40代 網代

・もったいないをなくした町づくりをしてほしい。
・自然豊かで食べ物に恵まれているのにオリジナルの推しがないと思います。
岩美町でとれるお米や水産物で作るおせんべい。岩美町内で食べるものだけで
なく旅行や里帰りをされた人がお土産で持って帰って「やっぱり岩美町は食べ
るものも美味しいな」と思わせるような製品づくり（6次産業化を目指し
て）。

女性 40代 浦富

・ここ一年コロナ渦の中で町に対する意見や行動範囲も町民の考えも変わって
きたように思います。例えば前年よりも市内に出る人が減って町内での買い物
が増えたのではと思います。私は40代なので車で何処へでも行けますが、高齢
者の事を考えるとやはり町内でも公共交通機関が発達と思いますが、日交や町
営バスのみならず民間で運営する町内どこでもタクシーのようなものを考えな
いといけないのでは…。また、ICが出来て大変便利な反面、若い人は市内へ買
い物に出ていく機会が増えたかと思います。
・どのような町になってほしいか!!①古い考えを少し捨てて新しい考えや（イ
ベント・行事）新しい風を入れてほしい。②税金の安い町になってほしい。③
多くの人が過ごしやすい町になってほしい。
役場の皆さん、町民と共に一緒に考えましょう。よろしくお願いします。

女性 40代 浦富

・観光資源が沢山あるのにうまく活用しきれてない感がある。海・山・温泉そ
れぞれ分離している気がする。「それぞれの一体感＋口コミの良い飲食店」が
あればなぁと思う。丸一日or数日連泊で岩美町で過ごそうと思っても食事をす
る場所がパッとしないため、結果、立ち寄り観光で終わって、食事の為に鳥取
市内や兵庫県へ行き、岩美町でゆっくりとしてもらえないように見える。観光
業は色々と頑張っているように思うので飲食店を沢山増やして観光業のバック
アップとなればと考える。（おいしい食べ物があれば、遠くからでもわざに足
を運ぶ人が増えていると思いますので。）
・子どもの習い事（スポーツ）の場が少ない。中学校の部活の種類が少ないの
は色々と事情があるでしょうからスポーツクラブの活動支援や場所提供等で、
子どもの心身の成長・健康の機会・場を検討してほしい。

女性 40代 浦富
　いろいろな計画を立てておられるのにも関わらず町の事に関心がなくて申し
訳ありません。

女性 40代 浦富

・町の中心部が大雪に弱い。ＪＲ、バスともに不通になり不便をしたので、雪
に強い町になってほしい。
・町の発展にならなくとも、誰でも住める優しい町になってほしい（人を選ば
ない）。
・後はとても住みよく良い町だと思っています。

女性 40代 大岩

・企業誘致はやらないほうがいいと思う。労働力が町民だけでは不足している
（大企業、優良企業を誘致しないと）鳥取市みたいにわけのわからない企業が
来られても困る。
・大企業が求めるのは労働人口が絶対。少額の補助は必要としていない。労働
人口が確保できないから、誘致活動しても仕方ない。

女性 40代 東

・地方であっても魅力ある仕事のある町になってほしい。ジオパークの自然を
守りながら多くの人にその魅力を知ってもらい、お金を落としてもらえるよ
う、町内の観光各所に駐車場を整備してほしい。駐車場とトイレのある場所に
案内板を設置するなどして町内の公民館や道の駅、役場、駅へのアクセスを促
し、町内を巡りやすいようにして、楽しく観光してもらえるようにしてはどう
か。

女性 40代 東 ・自然や特産品などを生かして人が集まる町になってほしい。
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性別 年代 地区 意見

女性 40代 本庄

・町外や県外の人が行ってみたいとか住んでみたいと思えるような仕掛けづく
りがもっと必要かと思います。魅力的なものや場所はたくさんあると思うの
で、それをもっとうまく発信し、多くの人に知ってもらう機会をつくることが
大事かなと思います。（ＳＮＳも一部の人は見ていると思いますが、それ以外
の人の目にも触れるような何かきっかけがあれば…）
・人がたくさん来るようになれば地域も発展し、岩美町の人も住み続けたいと
か帰ってきたいと思えるようになるのではないでしょうか。（とりとめもなく
すみません）

女性 40代 本庄

　いま建設中の岩美道路が開通すれば、県内外からますますお客様が利用され
ると思います。今は駅前商店街がさみしいですね。鉄道を利用されるお客様か
らすれば、降りた時に一番初めに目に入る景色です。岩美町の顔としても、も
う少し活気ある商店街になるといいなと思います。

男性 40代 岩井

・三世代以上で同居している世帯は税金を安くする。少子化と空き家対策にも
なる。
・新たに岩美町に来て住んで頂けるのは大変良いことだと思うが、今岩美町に
住んでいる方々を大切にし、他の場所へ転出されないようにすること。
・今の子どもたちが大人になった時に開業、創業出来るように教育すると同時
に、環境を整備しておくこと。

男性 40代 岩井
・前に所さんの番組に岩美町が出ていましたが、海（海産物）ばかりで、山の
方側（岩井温泉）は全く紹介されなかった。いつも海岸沿いばかりでもっと岩
美町全体をアピールしてほしい。

男性 40代 浦富

　他人や行政に頼るばかりではなく、自ら動いていく人が増えるとよいと思い
ます。今ある環境（電気がある、水がある、自由に移動できる、買い物でき
る）がすごく貴重でありがたいことだと考えて生活するとよいと思います。す
ばらしく幸せな生活だと思います。

男性 40代 浦富

・激安スーパーの誘致や、ゆめタウンやプラントプラントや三井アウトレット
パークのようなショッピングモールの誘致はどうでしょうか。岩美道路も出来
る予定なので、鳥取市や新温泉町、豊岡市からも買い物に来るのではないで
しょうか?やるなら、鳥取市よりも先にやらないと出遅れてしまいます。道路
が良くなれば、他の市町へ買い物や通勤に出てしまいます。それを考慮する必
要もあります。

男性 40代 大岩 ・子どもからお年寄りまで仲良く楽しく暮らせる岩美町であってほしい。

男性 40代 大岩

・事業継承を進めていく必要性を感じる。特に農業分野においては、対策が急
務なのではないかと感じている。
・町が様々な事業を行うことには賛成ではあるが民間の事業者が参入しにくい
現状もあるのではないだろうか。業務委託という形で行政と民間が共に活躍で
きる機会を持ってはどうか。

男性 40代 大岩

・自動車の入れる道にしていかないと災害時に困る。（車の入れない道が多
い）
・町民の意見がどのように伝わり対応されたのか見えてこない。
・岩美町の特産品って？特産品と思えるものがない。
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性別 年代 地区 意見

男性 40代 大岩

・岩美町の財産は豊かな自然だと思っている。過疎化、人口減少、財産難など
迫り来る問題だと思うが、企業誘致や移住者の受入れ等、税金使って過剰サー
ビスするのは大反対だ！先人達から受け継いだ豊かな自然・歴史ある文化を護
り、次世代に継いでいかなくてはいけない。
・新規加入者には優しく既存のものはそのままというのは携帯電話会社と一
緒。既存の町民を大切にしてほしい。手つかずの自然がたくさん残っていて美
味しい食べ物がたくさんあるのは素晴らしいと思う。保守的な考えだが変わら
ない美しい町を目指してほしい。

男性 40代 田後

　加工食品等の通信販売。町で倉庫を持って岩美町の水産農産物の販売をす
る。アマゾンや楽天等の通販サイトを利用する。(メリット)個人の初期投資負
担が少ないのでアイデアがあれば誰でも参加できる。町が中心となるので役割
分担がやりやすい。通販にかかる送料の交渉もうまくいきそう。(デメリット)
失敗したときの関わっていない町民の不満。

男性 40代 本庄

　地域の自治会をもっと機能する組織に格上げしていくべき。自治会によって
取組み格差が大きいと思う。自治会総合交付金制度を創設し、行政が行ってい
る業務を積極的に移管していくようなことを考えてはどうか。自治会活動が活
性化すれば地域でくすぶっている若者などを活躍する場が出来てくるのではな
いか。地域があまりにも行政に依存し過ぎていると思うし、自主的な活動をし
ていても「本来行政がすべきことを我々がしてやっている的な感があって良く
ない！！」

不明 40代 大岩
・観光業を活かした町づくり。
・税収の少ない町づくり。
・海・山あるのにすべて活かしきれていない。
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女性 50代 岩井

・企業誘致⇒雇用拡大⇒公共住宅を増やす⇒若者の定住化⇒人口増加につなげ
るとおもうのに、企業が岩美町から減っている様に思う。
・岩美駅から蒲生に向けてのバスの便数が減っている為、高齢の方々が不便だ
と耳にする。我が家の高齢の親も病院や買い物に車をまだ乗っているがいつま
で運転出来るのか不安なので安心して生活できる町づくりを目指してほしい。

女性 50代 岩井
　岩美町が若者に住んでいく為にもっと雇用促進してほしい。新しい力がない
と高齢者ばかり増えて衰退してしまう。コロナで今大変なのでこれから良く
なっていくのか不安を感じています。

女性 50代 浦富
・自然豊かで水産物が安く美味しいので水産物の加工等、インターネットで販
路拡大してほしいです。モサエビ等県外に出せるようなシステムがあれば売れ
ると思います。

女性 50代 浦富
　移住者を受け入れるのも悪くないと思いますが、町出身者が残りたいと思え
る町になってほしい。

女性 50代 大岩
・町外の人に自慢できる町になってほしい。
・幼稚園は必要ありませんか?町立を１か所でも良いので、どうでしょうか?
・高齢者福祉、他団体を参考にしてはどうでしょうか?

女性 50代 蒲生

　岩美町は住むにはとても良い所だと思いますが就職をするところが少ない。
大学で県外に出た若者の中には地元に戻り自然の中で子育てをしたい人もたく
さんいるが働き口がなく帰ってこれない人もたくさんいる。若者が生活できる
様にしてやってほしい。

女性 50代 田後

　町内への移住者が増えるような仕事、教育、生活環境などが整い、文化活動
も充実できるような町づくりができればと思います。今現在仕事をしているの
で（以前は文化活動にも積極的に参加していたが…）なかなか自分の時間が取
れないです。文化、芸術分野において、岩美町はなかなか充実していないと思
います。公民館活動などでももっと芸術などが楽しめて、手づくりの良さを求
めていったらと思います。

女性 50代 東 ・町民税を安くしてほしい。

女性 50代 東
　いろんな人と会話し、気楽に遊んだりでき、楽しく集まれて友だちが作れる
町になってほしいなあ。

女性 50代 本庄

・岩美町の観光、特産品、歴史をPRしてたくさんの人が岩美町に足を運んでも
らえるように工夫してほしい。夏は海、冬はカニですが、あたりまえですがあ
たりまえでも行ってみたい、食べたいと思えるようにイベントなどをして岩美
の良い所を伝えて欲しいです。
・今後高齢者が多くなっていくと思います。車がなくてどこにも行けない方が
多くなってくると思います。そんな時に週に1回でも病院とかお買い物の出来
る車（バス）などが通るようになれば助かるのではないかと思います。

女性 50代 本庄 ・皆が元気で協力し合って生活できる町になってほしい。

男性 50代 岩井

　20年後（今の小中学生が子育てする頃）に戻ってきたい、住みたいと思える
ような環境を整備してほしい。その為には活気があり楽しいと思えるイベント
等を増やしていく事が大切と考えます。そういった経験は人の心奥底に刻ま
れ、住みたいという気持ちの原動力になると思います。

男性 50代 浦富 　子どもの多い町になってほしい。
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男性 50代 浦富
・町内の若者が働くことのできる職場がほしい。
・高齢者が自動車免許返納した際に何か支援が必要。

男性 50代 浦富

　地方創生とは何か？と改めて考えてほしい。私の思う本質は減税と規則改革
にあると思う。行政評価の見直しにより、無駄な事業や規制を廃止し若者たち
の自由闊達な起業を促し地域経済を成長させる後押しをしてほしい。その為に
行政は国や県に対して金と権限を奪ってくるような仕事をしてほしいと思う。

男性 50代 大岩

・防災時のネットワーク、ライフラインの整備。
・ジオパークなどを活用してライダーが集まりやすい環境を作る。～ロード、
ライダースカフェなど。
・車のイベントとか（旧車、スポーツカーなど）。マニアの間で話が広がれば
自然と集まると思う…かな。

男性 50代 大岩

・住みやすい環境　例えば新しい住人を迎えるにしても車がなければ生活でき
ない。又、家を建てるにしても、大型の重機が入らないような土地が多くあ
り、家を建てるにも躊躇する。緊急時のリスクも大きい。道路環境整備を空き
家対策と合わせて実施してはどうでしょうか。
・税収ＵPも重要　企業支援。
・Ｉターン、Ｕターン者への支援。一時金は必要だが、将来的に税収ＵＰにつ
ながると思います。
・５年先、１０年先、２０年先を見据えた町づくり計画を官民一体のプロジェ
クトとして実施しませんか。

男性 50代 蒲生
　町外の人には分からない、町内の人だからこそ分かる様々な良さをもっと次
世代につなげ、情報を発信し拡散していけばいいと思う。型にはまった事しか
してなくて、アイディアをもっと自由に有効にしていったらいいと思う。

男性 50代 東
・人が根付く環境の整備（仕事、子育て）
・若者の定着

男性 50代 本庄
・歴史や人物を中心とした岩美町の文化を増設して戴きたい。
・高校から保育園まで町内にある特性を活かして交流があってもよいと思う。
町内から多くの子どもが岩美高に入る雰囲気づくりの必要性があります。

11/16



性別 年代 地区 意見

女性 60代 網代
・岩美町は子育て支援がいいと若い人によく聞きます。
・これから若い人が町内から出ないように、出ても帰ってきたくなるように､
雇用が充実している町にしてほしいです。

女性 60代 網代 　もっと明るく活気あふれる町になってほしいです。

女性 60代 岩井

・地域の人と人とのつながりが深い町になって欲しい。防災など各家庭が助け
合うことが出来る。そのため普段から災害時のマニュアルなど各家庭に徹底す
る。
・町外に出て行った人が仕事を終えてから岩美町に帰ってもらえるような施
策、ＰＲなどしてほしい。

女性 60代 岩井 　老若男女すべての方が安心して助け合い生活出来る地域でありたい。

女性 60代 浦富
　高齢化、人口減少が進んでいるので、「元気」な岩美町となる事を希望しま
す。

女性 60代 浦富

　道の駅は、岩美町の自然と歴史を感じていただける場所にする。現在、道の
駅は道竹城跡が近くにあるので、そのふもとの高台へ通じるコース（道の駅か
らだけでなく各方面からも）を整備する。町民の健康増進に活用する。その場
所に避難場所も兼ねる。休憩できる建物を。それらのコースには山桜・もみじ
など四季を感じられるようにする。
更に道竹城ふもとより、桐山城跡付近へとロープウェイとかケーブルカーなど
で行く事が出来ると良いなと思います。

女性 60代 浦富

・農業や漁業等の産業を生かした町づくり。
・空き家をリフォーム（古い家の良さを生かした）して、体験型の宿泊施設に
しては。景色も楽しめるような造り。地域の野菜が使えた自分たちでの食事
等。空き家のリフォームはお金を少しかけて、おしゃれな造りにした方が来る
人も嬉しいのでは。宿泊費は多少高くても需要はある。

女性 60代 浦富

　自然豊かで人情味の厚いこの素晴らしい岩美町が発展していくには、情報発
信をどんどんやっていくことは不可欠だと思いますが、これといった素晴らし
いアイデアは私には思いつきません。次世代の若者が素晴らしいアイデアを持
ち寄って、岩美町が益々発展していくことを願うばかりです。

女性 60代 浦富 ・県外の新しいエネルギーのある企業を誘致して新しい風を吹かせてほしい。

女性 60代 大岩 　どんな人も安心、安全に生活できる岩美町。

女性 60代 大岩

　子どもの数が減り、空き家も増えてきている。若者にUターンを呼びかける
ためにテレワーク等を生かした企業誘致を促進してほしい。働く場や若者が集
まりやすく繋がる事が出来る活動の場があるといいのではないでしょうか。若
者が住みやすい岩美町になるといいですね。

女性 60代 大岩

・年は自然災害等の被害が少なく、安心して生活できていますが､予測出来な
い出来事がいつ発生してもおかしくないご時世ですので万全の備えが大切だと
思います。その為に、自助・公助・共助が十分発揮できる地域づくりが必要だ
と思います。
・また、高齢者のみの世帯が安心して在宅生活が継続できるようなサービスの
充実と対策をお願いします。

女性 60代 小田
・今までやってきたから継続という考え方ではなく、変化を恐れず特色ある取
り組みをしてほしい。だめだったらまた考え直していけばよいと思う。
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女性 60代 蒲生
　今後、人口が減ってくることは仕方のないことです。その中で住み慣れた少
人数の部落の生活が確保できるよう支援の継続をお願いしたい。交通手段、コ
ミュニティ作りの支援､巡回診療など。

女性 60代 蒲生
　若い人が町内で仕事ができるようになれば市内や県外へ出ていくことが少な
くなるかも…

女性 60代 蒲生

　岩美町はとても住みよい所です。子ども達が少なくなっていくのが気になり
ますが年をとった私たちにはどうする事もできずとても残念で仕方ありませ
ん。何十年も前の様に子どもであふれる町を願うが国から消費税とか生活を遮
る事ばかり決まり、私たち邸庶民は生きているのがやっと。岩美町全体として
はとても住みよいです。これは自信を持って言えます。町づくりの人々とても
感動しています。頑張ってください。とにかく若い人を町外に出さない事で
しょうか…。

女性 60代 不明
・人が集まるのはどうしたら良いのか?若い人からお年寄りまで楽しんでもら
える事があればと思うことがあります。岩美駅前も何となく暗い。もっと立ち
寄る事（コーヒー、飲食、オシャレな可愛いお店がほしいです）。

女性 60代 本庄 　企業誘致をして若者が定住できる町へ

男性 60代 岩井

・いろいろ考えてみるが不満はたくさん思いつくが、ではどうしたらよいのか
と問われると…分からない。国（国庫）からの補助金が町ではどのくらいの割
合になるのか知らないが今後も頼るしかない。堂々とね。鳥取市内に通いやす
くなったので、思い切ってベッドタウン化を目指すのもいいかも。若い人たち
がとても住みやすい町づくりをすることで、町外からしっかりと稼いできても
らい、きちんと納税してもらう。

男性 60代 岩井
・若者の雇用を増やし、町内に残ってもらい岩美町の人口を増やしたい。
・活気ある岩美町になってほしいと思います。

男性 60代 岩井
・若い世代の方が県外の大学に行き一時的に転出したとしてもＵターンして働
ける企業の確保が必要である。

男性 60代 浦富

　何をするにしても、「あっ鳥取出てこないけん」ていうような言葉が出ない
ような町になってほしい。色んな買い物ができて、飲食店があって、マーケッ
トなんかも大手がもう一社入ってほしい。自然豊かな岩美町気に入ってます。
岩美から出たくない、そんな町になってほしい。

男性 60代 浦富

・子育て・医療・介護の充実した住みやすい町。
・観光だけではコロナ禍の中では厳しいので、インターネットで特産品を販売
する等の戦略変更や給付だけに頼らない「わたみ」のようにお酒の店舗休業し
た分の人員を一時的にスーパーや農業に振り分ける仕組みを作る等の対策も必
要な世の中になっていると感じます。

男性 60代 大岩
　人の集まる場所又は娯楽施設などを作り若者、老人が活発ににぎわいのある
町になってほしい。

男性 60代 大岩

・高齢者が住みやすく活気のある地域に。集落単位でみた時に町道は2ｍ幅が
多く建物解体費が高くつき空き地になっても現建築基準法では新築できずスポ
ンジ状に空き家が増え弱体化する。ハード面では町道を拡幅する事が必須であ
る。
・次世代の若者が多く住む町となるように。そのためには宅地が必要であり、
それも100戸程度できる規模の宅地開発を行政主力で実施してほしい。震災・
津波等防災の点で高地は山陰道・鳥取市に近く、大岩交流センターの東側は圃
場整備済の農地であり、また一部上下水道管が来ており安価で提供できる。新
たな団地となり若者が定着し活性化は間違いない。
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男性 60代 小田

　高齢単身家庭が大変多くなっているので、後継家族のいる場合同居してもよ
い様な若い人にも住みよい環境を整えていただきたい。福祉の取り組みには大
変力を入れていただいていますが、これからもそれ以上の対応よろしくお願い
いたします。

男性 60代 小田
　本当に住みやすい所だと感じる。しかし、若者等働く所がない。企業誘致等
積極的に取り組む必要があるのではないでしょうか。住みたいが、働く所がな
いのが現状ではないでしょうか。

男性 60代 本庄
　活性化の中心に何でもかんでも移住を持ってくるのではなく、町民の活力が
上がる様な施策が必要であると思われる。

男性 60代 本庄

・就職先は鳥取市という方がほとんどだと思います。岩美町内の企業に勤務の
方はごく一部。自営業の方は町内勤務の方が多いと思います。まずは岩美町内
の企業に勤めたいと思われる魅力的な企業を造る・誘致する・支援することが
必要。
・どこの集落も高齢化と若者不足は深刻だと思います。自分自身子どもに実家
に帰って家を継ぐ（一緒に住んでくれ）ことは強要していません。どこの家庭
でも定年後岩美に帰って来てくれればいい方で、岩美の実家は老夫婦だけとい
う家庭が多いのではないでしょうか。（空き家も増えています）
・勤務先をいきなり岩美は中々ハードルが高いと思いますが（逆に考え方で良
いアイデアがあれば良いですが）せめて住まいは岩美。住むには良い所だよと
いう町づくりを考えることが重要ですが、良いアイデアがありません。
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女性 70代 浦富

　ネット環境が整っていればどこからでも働ける時代を迎えました。岩美町は
すばらしい自然に加えて空地・空き家という資源もあります。これらの資源を
有効に活用整備してＵターンＩターンの人を迎え恵まれた海の幸・山の幸を糧
にその方々の能力を発揮していただけたら町も元気になると思います。

女性 70代 浦富 ・もっと活気のある町に。店舗が少ない（以前はもっとあったように思う）

女性 70代 大岩
　若い人がもっと参加すると良いと思う事がおおくあります。地区の行事に多
くの人が出掛けてくださると…。

女性 70代 大岩 　今は、今後どのようになるのか不安しかありません。

女性 70代 小田

・トレーラーハウス等の駐車（泊）できるキャンプ場・公園づくり。
・ＩＴ企業等の人材の仕事場と宿づくり。
・Ｉターン者用の空き家の活用or町営住宅づくり。
・文化的な活動の支援
・Free!の客さんの誘致、聖地の保存。

女性 70代 田後
・浦富地区（町）のみ土地、住宅の開発が増え、他地区の進行がうかがえな
い。もっと町全体が発展してほしいと思います。

女性 70代 本庄

　数十年前の岩美そのまま変化なく活気がない。岩美駅前も昔のまま。時が止
まっている様である。老人にとっては良いのだろうが若い人達にとっては全く
つまらない町であろう!でも岩美だけではないので…若い人達が住む事によっ
て少しは変わると思います。

男性 70代 岩井

・若い人たちが定住できる町を創っていただきたい。
・町内に沢山ある空き家を活用する。例えば町が空き家を借り上げリフォーム
等をし、若い人たち・家族が魅力を感じる住宅を提供する。県の住宅供給公社
等を活用し新しい住宅団地を造り等々。
・休耕田等を町が借り上げＪＡと町内で大・中規模で農業経営をしている方々
と連携しIターンUターンを含め若い人たちの農業従事者の育成を図る。
・岩美町のすばらしさをあらゆる方法で大々的に宣伝する。山あり海あり温泉
あり、ジオパークのど真ん中、交通便においても岩美道路完成で最高です。
・ITを活用するとか報道機関等メディアを最大限活用し積極的にかつ大々的に
宣伝し岩美町の良い所・素晴らしい所を多くの人に知っていただく。宣伝不足
と思います。

男性 70代 浦富

・子どもを持つ親が安心して子育てが出来る住環境づくり。（医療・保育・中
身のある児童公園等）
・町が存立していくための最低条件の確認、一部の商品、物等を除いて自給自
足体制とする。あらゆる分野に行政がのめり込んでいるようなもの。
・法を改正して、管理がなされていない山林、田畑、住宅等の有効活用を促進
する。（減災の点でも非常に重要。国への働きかけが重要）
・最低100人ぐらいの山林労働者を育成して山林の整備を図る。同時に町民が
いつでも山に入れる緑地を10カ所以上つくっていく。（私の様な老人の生きが
いづくり）
・地に足のついたまちづくり。最初から1万人体制の町づくりを。でないと早
晩合併へと行きつくと思う。

男性 70代 大岩

　岩美町が魅力的な町になるには、まず人間が人間に魅力を感じる様な人づく
りが必要と思います。魅力的な「窓口」「店員」「隣人」等々、すべての人が
教養と豊かな人々の集合体になれば自ずと人口は増えると思います。ここでい
う「教養」とは決して高度な知識や専門知識を云うのではなく、しっかりとし
た「モラル」を持った人々の意味です。
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男性 70代 大岩
・自転車が安全に走る事が出来る道路の整備。
・高齢者、子ども達にやさしい町づくりを。

男性 70代 大岩

・企業誘致（将来発展されるＩＴ、ＡＩ関係する企業）。
・人口減少。
・１次産業の就能不足。
・地元の企業が少ない、ないといっていい。

男性 70代 小田
・中山間地の活性化として土地利用の条件を柔軟にする。
・山地・農地を利用しての起業者の受入れと支援を望む

男性 70代 蒲生 　障がい者にはよくしてもらいたい。

男性 70代 東 ・子どもたちの声が聞こえる村（町）になってほしい。

男性 70代 本庄

・（地区住民との対話の場を作る）地区担当者との対話等…話し合いの場を
もっと作った方が良いと思う。
・（求人情報欄の活用について）企業側も社の利点・特長を簡単にアピールし
てはどうでしょう。

男性 不明 浦富

・中山間地、特に限界集落と言われる地域は自然衰退を待つのではなく積極的
に町の中心部に集める。そうすることで行政サービスの集中を図る企業誘致を
進めるため積極的に行動する。
・漁港を利用している漁業者も高齢者が大部分だと聞く。現在の漁業者があと
何年かすれば必ずや減少する。漁港施設の維持や漁港の賑わいを守るためにレ
ジャーの方にもルールやマナーを決めて港の利用を許可したらどうか。勿論有
料で。
・岩美町も少子高齢化が大きな課題だと思います。今後もそのスピードはます
ます速くなると思われます。そこで対策ですが、町長の一番大事な仕事として
町民の仲人役を担って頂く、優秀な人材が沢山役場におられると考えますので
町長の実務は職員に任せ町長は未婚の町民の仲人に専念する、この実績をもっ
て４年間の評価とする。人口減少の対策として良策と思う。
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