
『倉吉市の中心市街地がどういうまちであってほしいか』 

～打吹地区、駅前周辺地区のまちなかに望む役割やありかた～ 

《意見交換会における全意見》 

 
＜意⾒交換段階＞ 
 
１）⼦育て 

・⼦育ては男の⼈も → 今⽇この場に男性がいない。 
・⼦育てでは⾃分で全部しないとダメみたいな感じ。他の⼈に任せられるところがあってもいいんじ

ゃない？ 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・⼩学校の空き教室を市域住⺠が⾃由に使えるスペース（⼦育て） 
・⼦育てしやすい環境、職場づくり 

⇒産休、育休、フリータイム 
レンタルルーム、⼦どもと⾏けるカフェ（騒いでもいい） 

・親がほっとする場所：親⼦参加カリキュラム 
 
 
２）こどもの遊び場 

・⼦どもの遊び場 
・⼦どもの笑いが聞けない。 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・図書館キッズスペース：部屋が区切られてクッションとかあったらいい 
・図書館と⼦供 集うスペースを⼀緒にする。 
・⼩さい⼦の遊び場、冬など困る。Kid Kid みたいなもの欲しい。 
・幼児の遊び場：地域⾏事に参加したくても、⼦供が学校に上がらないと地域での交流が出来ない。 
・公⺠館の空いた時間で部屋をそういうキッズスペースに使えるようにするのもありでは？ 
・⾼齢者+⼩学⽣以下の⼦供の場所をつくる。 

⇒⾼齢者とかかわれる。⼦どもを⾒てもらえる知恵を聞ける。 
⽇にちが限定されすぎるのはダメ。 

 
 
 
 
 
 
 



３）居場所づくり 
・⾷べるところ、遊ぶところがない。 
・お店が点々としている。 
・遊ぶ場、⾷べる場所買い物する場所等がない。⿃取、⽶⼦へ⾏く。 
・周りの⼈も⽬的地として集まってくる場所。 
・休⽇の経済活動、すべて東部か⻄部。倉吉に持ってくる⽅法は？ 
 
□若者 
・特に若い男性も⾏くところがない 
・健全に遊べるところがない。パチンコ、よくないあぶない⽅へ。 
・若い世代特に男性が地域に出てこない → そんな場がない。出番がない。 
・若い⼈にとって遊ぶ場所があまりない 
・若者の遊び場がないので市外へ出てしまう。集えてしゃべれる場が欲しい。公園、広場。 
・若い⼈が集まる場所がない。今はガスト、コパン 
・何もすることがないから、若者が県外に出てしまう。 
・パータンは若者が遊ぶ場所がない。 
 
□⼦ども、親 
・ママ同⼠が集まる場所が欲しい。 
・⼦ども、保護者は集う場所が欲しい。 
 
□⾼齢者 
・⽼⼈の集う場所 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・集まる場所カフェ。 
・カフェが欲しい。おしゃべり。 
・本屋、ブックカフェ、体験カフェ。 
・地区公⺠館の 1 室をサロンにして、⾼齢者、⼦育てママ、中⾼⽣など⾃由に出⼊りして顔⾒知りに

なり、⾒守り声かけの防犯になる。 
・⼦どもを連れて⾏けるオープンな広場。話がしたい。 
・開放された場所、⾏政ではない⾃分たちで⾃由に楽しめるスペース。 
・地元の⼈が⾏きたくなるお店（⾷事） 
・おいしいお店 
・ラウンドワン（バッティング、卓球いろいろできる）運動する場所 
・ラウンドワンみたいなバッティングセンター、ボーリング場など遊び場（異世代の） 
・パチンコ店多い→バッティングセンター、ラウンドワン的とか良い。 

 
 



４）公共交通（バス） 
・交通機関を使わない、使えない。⾼い、時間が合わない（バス） 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・⻑い形の⼟地だからこそ、バスが重要。例）観光⽤の⼀⽇パス券。 
・バス賃の均⼀ 
・バス不便、⼀定料⾦はどうか？ 
・⼀定料⾦ 100 円バス（市内しまむら⇔⼩鴨くらいは欲しい。）買い物に便利。 
・各公⺠館巡るバスのコースあれば。 
・⾼齢化に伴いループバスは⾚字になっても投資して整備。 

 
 
５）定住化（居住） 

・住む場所、閉鎖的。 
・戻ってきて住める街 
・住⺠が増えてほしい（空き家対策）。具体的な⽴案計画が必要。 
・住んでいて楽しい。 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・個⼈事業主を呼ぶ。仕掛けをしてもらう。定住化へ→税収 UP、⼦供増 

 
 
６）商店街の活性化 

・アーケード街の活性化 
・アーケード街のところ、駐⾞場がないので地元の若い⼈は買い物しない。 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・商店街（閉店してるところ）を市役所さんが仲介して若いオーナーに貸す。 
・商店街の活性化のために⽉ 1 回のイベントをするなど⼈を集め、店を知り、街を知ってもらう催し

はどうか。 
 
 
７）買い物 

・買い物する場所がない → 市外に出てしまう 
・駅近くにスーパー、買い物する場所がなくなって⾼齢者には特に不便。 
・⾼齢者の買い物が困る。 
・⾞を持ってないと買い物も不便。アーケード街もシャッター通り。 
・コンビニばっかり。コンビニも代わる店が多い 
 



☞具体的なニーズ・提案 
・⼩さな買い物、⾐料品が買える所が欲しい。 
・たんプレ（誕⽣⽇プレゼント）を買うお店、スポーツ店が欲しい。→⽶⼦・⿃取へ 
・⾞を持っていない⼈でも買い物ができる店があればいいのに。 
・例えば⼤型スーパーではなく、⼩さい⼩規模のストアーがあればと思う。 
・お客のニーズにあう品物を売る店があれば良い（⿃取、⽶⼦に⾏ってしまう） 
・ジョイニー、ホテイドウ、サンピアと⼤型スーパーがなくなる原因を追求する。⾐料品などはパー

プルタウンやしまむらなどしかなく、みんな⽶⼦や⿃取に買いに⾏く。倉吉のもうけにならないし
働き⼝も増えない。 

・マルシェの開催、⽉ 1 とかで（⽣産者と消費者が話ながら）買い物。⾚⽡あたりで。 
 
 
８）倉吉の魅⼒・資源 

・街の魅⼒の発信の仕⽅に課題。 
・広報ポスターの掲⽰が少ない。 
・駅のポスターが倉吉に関係ない。もっと倉吉の今をポスターに 
・倉吉の魅⼒（⾃然、⼭も海もある）をもう少し PR する⽅法 
・倉吉の良さを PR する⽅法が乏しい。→倉吉の⽔が売ってない。 
・倉吉の⻑所（⾃然など）を活かせれば 
・倉吉の特徴を活かす遊び場がない。 
 
・打吹⼭の整備 
・⼭と海が近い（⾃然に恵まれている） 
・⽔がきれい 
・佛師が暮らす街 
・職⼈が暮らす街 
・野菜がおいしい 
 
・倉吉は綺麗なトイレが多くて良い。 
・買い物以外することがない 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・打吹⼭をホームページでリアルタイムに発信する（春：桜以外にも。秋：紅葉、⾦⽊犀、ドングリ） 
・もっと倉吉の⽔をアピール。 
・ある宝を活かす。 
・倉吉の⽔を上⼿に利⽤。 
 

 
 



９）まちへの参画 
・若者に⾏事に参加してほしい。楽しめる⾏事じゃないと… ←変えていく、新しいこと。 
・主体的になって欲しい 
・「よそ者感」がないまち 
・観光客メインじゃなく、地域の⼈が中⼼に。 
 
☞具体的なニーズ・提案 
・町おこしプロジェクト（県外の⼈でも）アドバイザーを呼んで若者たちややりたい⼈で取り組む。 

 
 
１０）その他 
【働く場】 

・仕事がない。 
・働く場所がない（会社が少ない） 
・若者の働き場がない 
・就職する場所がない 
・地元に職が少ないから県外者は帰って来られない。 
・倉吉に暮らす⼈材を活かす。 

 
【⾼齢者】 

・⾼齢者を多⽬的で多⽤してほしい 
・⼤⼈（⾼齢者が）“おせ”になってほしい 
・⾼齢者の⽣活の為。「⾜がない」は⼤問題。 
・坂があり⾼齢者にはつらい。（市役所も） 
 

【安全・安⼼】 
・街灯が少ない 
・夜が暗い 

 
【⽂化】 

・地域の⼈材を活かしてイベント、伝統、地域を⼦どもに伝えていく。 
・地蔵の⽂化を⼤切に。 

 
【緑・⾃然・公園】 

・緑が欲しい。 
・住⺠が集える広場（公園の様な）があれば。。。 
・駅に⼤きな公園があってほしい。（⽊陰、ベンチすぐ欲しい、噴⽔）オアシス的な場所 
・駅前に倉吉らしさ、緑の雰囲気が欲しい。 
・駅南に芝⽣のある公園（⽼若） 



 
【宿泊施設】 

・宿泊場所 
・安いゲストハウスがあれば。 
・格安ゲストハウス 
 

【ストックの活⽤】 
・空き家を利⽤して遠くから⼈を呼べるような⽬⽟になるお店 
・町屋カフェ、ゲストハウス、SOHO を整備、ブックカフェ、町屋リノベーション。 
・空き家があっても⼈に貸せない … 借りる⼈－システム→貸す⼈ 

 
【観光】 

・観光地、看板を設置。雰囲気を統⼀する(専⾨の⽅にコーディネトをお願いする) 
・県外者を連れていく場がない。街の売り。 
・住⺠も楽しめるような観光地。Ex ⾚⽡ ←⼈が集まらないと… 
・⾚⽡にもう少し魅⼒が欲しい 
 

【⽞関⼝ 倉吉駅・駅前】 
・旅⾏者が「この駅で降りてみようかなぁ」というムードが感じられない。 
・駅前は倉吉のイメージない。 
・新倉吉駅といっても駅舎が新しくなっただけで、皆が集う施設ではない。駅ビルなど総合モール化

してほしい。 
・駅前、駅に使える部屋あっても使えてない。そこにあれば… 

 
【エリア分け】 

・エリアで分けて特異性のある街 
⇒ A 地区：⼦育てエリア／B 地区：若者／C 地区：病院・医療／D 地区：観光 

・買い物に⾏く街と住む町をある程度分けてしまうのもあり。 
 

【その他】 
・くらすけ君にくまモンなみに稼いでもらう。空き家求むのキャラにもする。 
・福祉センターの所とか、市役所出張所（市⺠課） 
・市役所の坂が急なので市内（ホテイ堂・社協）に週 3 回でも出張所（市⺠課だけでも）作ってほし

い。 

  



＜最終意⾒＞ 
 
１）⼦育て 

・⼦育ての集まる場所は各地域であるけど、それほど知られてなかったり利⽤できてない 
・⼦育てしやすい環境づくり、職場づくり（出産後も安⼼して戻れる職場） 
・⼦育てを柱にすることで様々なことが⽣み出される 
・若者、⼦育てに重点をおいた施策を 
・学童保育の充実、⼦供と⾏ける場所 

☞具体的なニーズ・提案 
・駅舎 1F にスペースがあるようだがそこを幼児交流スペースに使⽤してはどうか。 
 

２）居場所づくり 
・集う場所が欲しい。地元の⼈が集まって楽しめる場所がないと、みんな外に出てしまう。 
・⼈が集う場所、そこへたどり着く動線、⼈が⾏きたくなる理由を考える。 
 
□若者 
・若者が集う場所がない。 
・倉吉に⽬的や⽤事（特に遊び）がないので外に出て⾏ってしまいやすいと思う。特に若い⼈。 
・若い⼈たちに残ってもらえるような市にしてほしい（雇⽤、遊ぶ場所など） 
 
□⼦ども、親 
・⼦ども、お⺟さん、⾼齢者達が気軽に集まる場所 

☞具体的なニーズ・提案 
・市内の道や空き地にベンチを置いてほしい。（ちょっと休む所） 

 
３）公共交通 

・交通の⾯が悪い（バス、JR の本数、道路など） 

☞具体的なニーズ・提案 
・くるりんバス(100 円)のように、市内を⼀巡するバス路線をつくってほしい。（市役所、成徳公⺠

館、未来中⼼図書館など。） 
・お⾦を使ってもループバス等を整備して欲しい。それが元気な⾼齢者の⽅や学⽣の交流、通学にも

役⽴つと思います。 
 
４）定住化（居住） 

・⼦どもを産んでも安⼼して暮らせる街であってほしい。(産休などの制度も不安があるし、倉吉で
ずっと⽣活するのは⾃信がない) 

☞具体的なニーズ・提案 



・若者に起業しやすいベースをつくり(インフラなど)提供し定住化を促す。 
(現状では仕事がないので・・・作り出す)→税収 UP、⼦供も増→活性化する。 

 
５）倉吉の魅⼒・資源 

・倉吉は静かで空気もきれいだし、⽔も⾷べ物もおいしいとてもいいところ 
・若者が将来住みたいと思える PR（⾃然があり災害の少ない倉吉市） 
・倉吉のことをもっと知ることも必要 
・地域の宝（⾃然、⽂化、⼈材）をもっとアピールしていく。 
・倉吉は良いところもいっぱいあるのにそうした魅⼒が発信されていないように思う。 
・倉吉にしかないもの、倉吉の宝をもっと売り出すべきだ。 
・適切な広報があり、駐⾞場なども考慮すれば⼈は流れて⾏く。 

☞具体的なニーズ・提案 
・打吹⼭の⾒直しをして欲しい。ポスター(新倉吉⼤橋からのぞんだ⼭の写真)を掲⽰するなど、トレ

ッキングハイキングコースとしてプロジェクトしてほしい。 
・いいところをどんどん発信してほしい。 

⇒リアルタイムで打吹⼭の美しさを紹介したり、川だったりおいしいお店だったり。（パンフレッ
トベースではなく、インターネットをフル活⽤する！！） 

・市で積極的にマスコミへの PR（全国ランキング上位にいるのにもったいない） 
 

６）イベント 
・市⺠がもっと主体的になれるイベント 
・イベントも多く企画しているが、参加者が少ないのはとても残念。参加者アンケート、⽇程を再検

討すべき。 

☞具体的なニーズ・提案 
・⾼齢者と若者、⼦供と異世代が安⼼して暮らせる交流できるイベント 
 

７）誰もが暮らしやすいまち 
・⼈に優しい街であってほしい。⽼⼈、⼦供、障がい者にとって暮らしやすい街であれば誰でも暮ら

しやすい。 
・⼦どもや⾼齢者にとっても暮らしやすいよう⽀援していく事が必要。 
・⼒のある⼈の声で動くのではなく、弱者に配慮した街であってほしい。 
・⼦供にとって⼤好きな街であって欲しい。ずーっと住みたいやっぱりかえってほっとする街、そん

な街でいて欲しいと親は願っています。 
 
８）その他 

 
【医療・福祉】 

・他県に⽐べて福祉施設も充実していると思います。 



・⽼⼈ホームを増やしてみる。そうしたら⾃然と雇⽤も増えると思います。 
 
【働く場】 

・I ターンや U ターンで帰ってこられるように、働く場も必要。 
・働く場所も選べない→あまりない。 
・働く若い⼈たち(特に⼥性)へのサポート対策の充実 

 
【観光】 

・倉吉の⾚⽡周辺関しては、プロのコーディネーターにお願いするなどして整備するのが結局はいい
のではないか？(現状は統⼀感に乏しい) 

・岡⼭倉敷環境美観地区と同じ要素があるのに活性化されてない。⽩壁⼟蔵群、⼀度コーディネータ
ーなどお願いして、どう⼈を集め、どう町を作り、どう発信していくのか流れを作っていってはど
うか？ 

 
【意⾒交換の場】 

・この会のような意⾒を出しやすい市⺠の声を聞く機会 
・⾏政だけに頼るのではなく、少しでもこんなことができないかと意⾒を出してやっていけたらよい 
 

【その他】 
・⾼齢者が施設ではなく暮らしなれた街で最期をおくれるような地域づくりを。 
・歩道が狭くて⾃転⾞と⾞道の同じ道は恐ろしい。電柱が歩道に⾷い込み怖いです。 
・⽂化を⼤切にしたい。 
・⽶⼦や⿃取にはたくさん店があってどうしても中部には⼈が集まらないけど、それを逆⼿にとって

宿泊施設に⼒を⼊れるのもありだと思います。観光は東⻄部、泊まりは中部。でもいいと思います。 
・若い世代の⼈も活躍できる地域になって欲しいです。 
・⼥の⽬線だけでまちを良くしても男の⾏く場所がどんどんなくなる。男はすることなくてパチンコ

や若い⼈の夜中の廃墟に⾏くなどよくない⽅に⾏ってしまっている。 
・地元の⼈、暮らしている⼈にとって魅⼒ある街であれば外から来た⼈も魅⼒ある。 
・個⼈商店などに対しても、いろいろなアプローチをして⽀援をしてくださると有難いです。 
・⾏政主導でなくボトムアップ事業が必要 
・総合的には政策(1 点集中しすぎでなく、各⽅⾯に向けたという意⾒)が必要 
・発想の転換が今望まれていると思います。 

 
―ワークショップへの感想・意⾒― 

□感想 
・学⽣の私にはまだ分からない⼦育ての事の不便なことなど⾊々聞けて良かった。もっとこの会をして

いったらいいと思う。すごくいろんな意⾒が出て楽しい会になった。 
・今⽇の会のようにいろいろな⼈たち世代の⼈で話し合うのは⾯⽩かったです。 
・今⽇の会は他地区、他世代の⽅といろいろ話ができて良かったです。 



□意⾒ 
・この場所に男の⼈がいないこと。話し合いに参加できれば、また違う意⾒もありそう。 
・次の会には男も必要。 
・⼥性のみの集いでしたが、次回は男性も参加され、いろいろな意⾒が聞かれ活性化につなげられたら

良い 
 

 


