
１　人口保持
【希望どおり子どもを産み育てられる環境】

子どもの教育費の増加が問題。
教育環境、子育て施策の充実。
子育て施策は昨今の晩婚化で難しい。
小学校教育、特に放課後の時間等の教育の充実。
教育費、特に大学で費用が掛かる。
税金、保育料等が高い。
税金、保育料が高いというイメージ（固定観念）を払拭するためにＰＲを。
医療費を高校卒業まで補助する。
子どもを育てていくために教育費（高等教育）の確保をどうするか。子どもをつくる人数にも影響。
子育て環境の充実を図り、若者が住みたいと思えるまちづくり。
保育料は高くない。保育のレベルが高いことをしっかりＰＲ。
子育て世代への支援の充実。
出生数を上げることが必要。共稼ぎの現状から保育面での充実。
子育て支援は極端で長続きしないものでなく、長期の継続出来る施策を
育休、産休中の収入保障の充実
結婚・出産の年齢、その率など女性に関する統計がほしい
保育料軽減
子育て支援
保育料も湯梨浜などと比べると高いのでそのあたりマイナス要因では
教育・保育の充実
保育・教育は質の高さを目指す
学校・教育・子育て・出産支援
雇用の確保、住居の確保、子育てサービスの充実。
倉吉市で産まれ育たなければ、倉吉に帰ってくることもない。
就職先がある、子育てしやすい環境
子育て　→　夜間、休日、緊急時に預ける場
女性の勤務体制の調整（子育て時期の）
倉吉の若者向けの支援。近隣の状況と比較して！…子育てへの経済的な支援
出生率の向上策
子どもほしくないとの声（環境的・経済的）
子育て支援充実しているが出ていってしまう　PR不足
ターゲットは若い女性・子供・若者　１０年後を支える
若者、子育てに対する支援充実したところへ行く
長期に継続出来る子育て支援
病児保育　地域ボランティアで対応できないか
産休・育休が保障される職場が多く必要

【結婚しやすい環境づくり】
晩婚化に伴い、働く女性の精神面のケアに重点を置くことが必要。
若い男女が出会う場。
お見合い番組のような会を倉吉で開き、カップルになったら家をプレゼント。
独身でも何も困らない時代背景がある
結婚について、若い人がどのように人との付き合いを広めていくか
仕組みを考えないといけないと思う
出生人数をふやすためには…婚活かな…
企業の正職を増やすと収入が増えるので結婚しやすい
結婚世話人
出会いの場を確保
婚活パーティを開く（２０代後～４０代中）
収入がない→結婚できない
婚活
結婚を考えるには収入が安定しないといけない
大学卒で就職先がない　収入がない　→結婚に向かない
仲人を公設（養成）
独身に課税する
結婚報奨金　一定期間定住の条件あり
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まちこん

【移住者の受入支援（ＵＪＩターン）】
人口減少を食い止めるため、温泉付き総合介護施設や病院等を整備し、団塊世代の転入を促進する。
戻ってきたいと思った時に、それが実現できるような環境が必要。
倉吉で生まれ育った子供たちが県外に進学等したとしても、戻ってきたいと思えるような倉吉。
移住定住者向けの支援策。
地元出身の団塊世代をＵターンさせる。
移住者には米の無料配布。
温泉付きの住宅で移住者を呼び込む。
これまでの移住者が何を求めて倉吉へ移住されたのか聞き取ることがヒントになるのでは。

 倉吉に帰ってくる仕組みづくり。例：倉吉に就職すると免除される奨学金等
県外、市外に出た学生も帰りたくなるような倉吉。
市外で生活してきた高齢者もいずれ帰ってきたくなるような倉吉。
移住者を増やすには農地の解放と空き家活用が必要。
ただし、収入の保証や他団体との差別化等を考える必要がある。
高齢者の移住者を増やすことはデメリットが大きい？
良くわからないが、医療機関の充実で特色を出せないか。
大卒者が県外から帰ってくるようなレベルの雇用先が少ない。
Ｉターンの促進。農地法との絡みのあるだろうが、休耕地を簡単に貸したり売ったりすることができないか。
移住者に何を望んで移住してきたのか、ポイントはなんだったのか聞き取りしてみる。
教育費をかけた若者がＵターンしてくる場がないと定住化にはつながらない。
県外からの移住、若者の定住化、雇用確保が大きな柱。
大学進学で転出した者の再転入の割合・統計がとれないか
県外の大学を卒業しても倉吉に就職口がない
安定した職業と収入がないと帰ってきてもらえない
必要なのは「帰ろうと思う倉吉」を創ること
実際に受け皿としても機能する倉吉を創ること
大学卒業後帰ってきた子、Ｕターンしてきた若い世代の思いの中にヒントがあるのでは
帰りたいけど帰ることができない気持ちと現実のギャップ
高齢者のⅠターン拡大、農業に興味があれば農地の保全
出ていかなくてもよい、戻って来れるふるさと
地元に就職すれば返さなくてもいいような、奨学金の設立。
団塊世代を呼び込むことがキーワード。
団塊世代は数が多い。
　・金を持っている→消費アップ
　・介護が近い→若者の雇用確保
戻ってきて定住するためには．．．
　①働く場が多くあること
　④農業の活性化として県外からの移住
　⑤高校を卒業した後の就学先が県内に増えること
　⑥勤務先への移動距離の短縮
市外流出者を帰倉させる術が要。税制的な優遇措置。
帰りたくても帰れない若者のために雇用の場の確保が重要。
県外者を連れて帰ると特典(補助金）があったら
旧関金町制度の復活。その町に就職すると資金(学校）が無利息かな？
学力上位者の流出
流出を防ぐより帰って来させる
地元出身者や新たに入ってくる人への抵抗感
転校生の多くは離婚後の帰省
結婚を選択せず子育てを行うライフスタイル

【自然減抑制に向けた命を守る取組】
中絶率高い→女性を大切にする男性を
安心度全国３位⇔妊娠中絶率高い（全国でもトップレベル）　この違いは?!
全国でも倉吉市の現状　中絶率が高い
がん検診の受診率が低い
がん患者の発生率が高い。
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自然減を抑制するため、若者の定住化を促し出生数の増加若しくは維持を目指す。

【住みたい住み続けたい住環境の整備】
生活に必要なものが全て揃った街をつくる。
家をプレゼント。
県内を通勤圏ととらえ、東部西部で働いている人が倉吉に家を建てて住んでもらえるように、
車の購入や維持費の軽減をする。
農地を宅地へ変える際の規制をなくすことが必要。
生活費は安くない。
アパートが増えても若者世代は定住しないため、住宅は戸建てが増える施策が良い。
地価の低設定→土地購入・定住の促進
農地を宅地化し、自由に使える宅地造成が必要。
車の維持費を優遇する施策。
若者定住への工夫は、住宅を建てる・空家を活用して入居のために、市としての支援があるとよい
雇用の確保、住居の確保、子育てサービスの充実。
暮らしやすい場所でなければ人口は増えない。（成徳・明倫の建て替え規制）
家を建てる時期に小学校入学
空き家ストックの活用（空き家を寄付してもらい、市営住宅みたいに）
空き家対策も含め、土地・建物は法の下相続を義務化（罰金）する。
空き家については法的整備が必要。条例では弱い。
空き家の有効活用。
空き家の有効活用。そのために、相続等の課題を解決することが必要。
打吹山南部の面整備

【その他】
ライフステージに応じた各種施策を打つことにより人口減少に歯止めがかかる。
例：就職時…雇用、結婚…出会い・家、出産…育児
住みやすさ指標の中身を充実させる。
何もしなければ老人ばかりになってしまう。
倉吉市に魅力がないため若者が県外で出てしまう。
若者に経済的に手厚い援助が必要。
自然減は仕方がない。
若者にとって高齢者の多い街は住みやすいのか
今のままでは１０年後の倉吉の人口減少は変わらない
若者、特に女性が定住すれば男性も集まる
移民の受入れはどうか
移民受け入れ
貧困率の高い世の中なので少しでも安いものにとびつくのは仕方のないこと
若者（特に女性）が倉吉に定着することが大事
倉吉で生活したいと思ってもらうために、倉吉で安心して生活できるということが大切
雇用の場の確保も必要だか住んでもらえる、住みたくなる施策も必要
保育料や地価と言われるが倉吉でできることはないか
「人口流出を抑えるために何ができるか」「自分が住んでみたい町とは」というテーマで意見を聞く
（職員でも住民でも）
若者にこだわらず、まずは人を増やすことを目的に施策を展開
若者が残ることができる倉吉をつくる
教育、医療の支援の確保
どの自治体も同様の問題をかかえているので、人口のとりあいになるのでは
ソフト面とハード面の両方から考える
ハード面もだがソフト面の充実が現実的で必要だと思う
社会減…新卒学生の確保
周辺４町への流出を防ぐ…税金、地価、保育料が高い、店がない
税金・保育料が高いといううわさが広まっている
学校（保専・看護）あっても倉吉に残らない
国が主導で政策展開
周辺町との取り合いでなく、流出をくい止める施策が必要
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２　経済の成長・発展
【農林水産業をはじめ新しい産業分野を活性化】

農業収入の減少が見込まれる。
農業を成長産業に。
農業振興という声も多かったが、一歩踏み込んだ施策が必要。支援体制、所得制度等。
移住施策にもつながる。
農業の再生と観光。スイカや梨等は、家に子供がいてこそ購入して食べる。大人だけの家では買わない。
農業の再生。久米ヶ原一帯を広大な農業ゾーンにして、観光資源にする。６次産業の育成。
農業・農地保全の担い手
農業をしたい人材を農村部へ
若い人が農業をするような施策
移住者を増やすには農地の解放と空き家活用が必要。
ただし、収入の保証や他団体との差別化等を考える必要がある。
倉吉のブランドのような農作物をつくる
Ｉターンの促進。農地法との絡みのあるだろうが、休耕地を簡単に貸したり売ったりすることができないか。
高齢者のⅠターン拡大、農業に興味があれば農地の保全
どうせ農業がボランティアに近いなら、米（野菜）の買い上げ→配布
農業儲からない　なぜ？　→　米の単価が安い、事業化しないと儲からない
農業をやりたい人ある　規制があるのでやりたくてもできない　すこしでもできれば

【企業誘致の継続推進】
企業誘致による雇用の確保。
雇用の場の確保として企業誘致。大型の娯楽施設、例えばディズニーランド。
企業誘致
国の施策で地方に合わせた企業の誘致を進める
関金地区に富裕層に向けた介護施設をつくる。産業が生まれ、若者の雇用の場ができる。
大企業（トヨタ、マツダ、アップル、NASA？）の誘致。
倉吉市は仕事がない！本当は倉吉にいたいという若者もいる→企業誘致
ソフト的に魅力ある仕事が倉吉に必要

【地元企業のフォロー】
収入の安定（派遣、パートではなく）
モリタ、トンボに頑張ってもらう
企業誘致による企業の正規職員雇用が少ない
地元企業を強くする。
地元企業を強くすることにより、倉吉らしい地元の産業を活性化することが必要。
地元企業を強くする。雇用の場の確保。
地元企業を育てる…大企業へ　

【シルバービジネスの育成】
高齢者の住みよい街日本一にふさわしい高齢者を支える産業を育てるべきでは
介護・医療の現場では求人があるが離職率も高い
真に高齢者が住みよい街にするためには、介護・福祉事業の質の向上や福祉用具の充実が必要

【交通・物流の潜在力の引き出し】
道路が整備されると、県内外がさらに近づくため、
そこから新タウンや新ショッピングモールの構想が広がるのでは。
雇用の確保で企業に来てもらうには、道の整備等が必要。
鉄道の高速化を行い、関西、山陽方面から気軽に来られるようにする。
公共交通機関（新幹線）、生活圏のエリアの拡充。
若い世帯でも単身赴任が増えた→自家用車での移動ができるため、生活基盤が動かない
車社会なので地元におちるはずのお金がおちない→人口が減少
交通（バス）不便
高規格道路整備
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【観光客等の誘致促進】
農業の再生と観光。スイカや梨等は、家に子供がいてこそ購入して食べる。大人だけの家では買わない。
農業の再生。久米ヶ原一帯を広大な農業ゾーンにして、観光資源にする。６次産業の育成。
まずは交流人口を増やし、倉吉の良さを知ってもらうことから
温泉、観光
スポーツとか、何か、県外から倉吉に来るようなめだまスポーツがあるといいのでは…
ストロー現象→とどまってほしい→そのための観光と農業
観光客を止める
岡山の古民家を利用した有名なこだわりパン屋さん（韓国からも旅行客が来られるらしい…）
のようなことが倉吉でもできたら…（きれいな水があることが…）
カジノを作る
どっかにテーマパーク
観光←リピーター

【買い物する場所、店舗等について】
大型店舗の必要性。
集客する施設があると良い。例：和田のＩＣにショッピングモール
店舗が少なく、買い物は鳥取や米子に行く。人は店がありにぎわいのあるところに行く。
定住してもらうために複合店舗を誘致。
パープルタウンを拡充するなど、ゆっくりと買い物できるような場所をつくる。
買い物だけでなく、娯楽施設もあるような複合施設をつくる。
倉吉でも十分買い物はできるというＰＲを。イオンに行かなくても倉吉にはいい店がたくさんある。
戻ってきて定住するためには余暇を過ごせる大型店舗等が必要
雇用の場の確保として企業誘致。大型の娯楽施設、例えばディズニーランド。
魅力がない　→　大型店舗がない　→　鳥取市、米子市で買い物
若い人に魅力がない→買い物する場所がない
若い人に魅力がない→雨の日に子供を連れていく場所がない
歩行者天国
商店街に活力がない
インターチェンジの近くに超大型店舗を（アウトレット）
のんびり、ゆったりすごす場所
空き店舗の増加
商業施設の充実

【働く場（新規も既存含めて）、働き方、雇用の形態等について】
倉吉を好きな子を育てるため、それを支えるため働く場の確保・地域で仲間がいる
不安定な就労形態の若者が多く、結婚・子育てということにならない
働く場の確保という意見が多くある。
雇用の場と安定した収入が必要。
企業誘致や地元企業の育成するような施策により、若者が地元に残ることが必要。
子どもたちが倉吉に帰ってきたいと思うためには、受けた教育を活かせて、
尚且つ安定した雇用の場を確保することが必要。
社会減を抑制するため、産業の育成をとおして新卒者の確保や高齢者の取り込を行うことが必要。
雇用の場が必要。
仕事がなければ人はとどまらない
生産年齢層の確保のため雇用創出（受け皿作り）
帰ってきてもらうために働く場所がないといけない
生活するための収入確保（働く場）
学生が新卒で正規で働ける就職先が増えれば…（産休・育休あり）
就職場の確保
職業の安定と賃金の確保と共に、職の選択肢を増やすことが必要。
出生数を増やすには雇用の確保（企業誘致＆地元企業）の確保が重要。
安定した収入のある仕事があるところに大卒者は行く。仕事を増やす（企業誘致＆地元企業の強化）
雇用の場の確保。
　・大学を出ても魅力ある企業が倉吉に無い。
　・低賃金であっても安定して働ける職場でも良い。
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企業や働く場の確保。どの業種も小売業での生計は営めなくなった。
企業をつくり若い人の働く場をつくる。
教育費…安定した収入が必要。
教育費をかけた若者がＵターンしてくる場がないと定住化にはつながらない。
大卒者が県外から帰ってくるようなレベルの雇用先が少ない。
雇用の確保、住居の確保、子育てサービスの充実。
県外からの移住、若者の定住化、雇用確保が大きな柱。
県外の大学を卒業しても倉吉に就職口がない
安定した職業と収入がないと帰ってきてもらえない
帰りたくても帰れない若者のために雇用の場の確保が重要。
高卒者の県内での就職先の確保　　養成、教育機関
介護・医療職はあるがキツイ
倉吉で起業する人を育てる（情報産業等）

【その他】
企業誘致を倉吉が進めても、土地や保育料の安い北栄や湯梨浜に住んで
仕事は倉吉ということになってしまう
ただ企業誘致は、倉吉市が予算投資、他町の雇用の場となっている現状
労働人口の流出を防ぐ対策が必要。
企業誘致では雇用の確保は難しいのではないか。
生活をする上で一番は生活力（収入）。
生活の安定が得られれば次は欲求（買い物、遊び）。
生活できても収入が少なければ欲求まで手が回らない。
非正規化の進む企業（市役所も含めて）
大企業の分散と地方のコンパクト化
人が集まる場所となるためには職場の拡大が必要
若者や高齢となっても働ける場所の確保
市で働き市に住んでいる割合がどの程度か？
障害の施設が必要　…？
所得を増やす
可処分所得の減
外国人特区を作る
大学進学で倉吉から転出した者の再転入（卒業後）の統計がとれないか？
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３　人の活躍
【男女の働き方を改革することにより活躍の機会を充実】

女性登用など多様な意見・人材の確保
女性の参画を
子育て中の女性の勤務体制の整備
晩婚化に伴い、働く女性の精神面のケアに重点を置くことが必要。
女性の守られる環境
男女共同参画審議会等女性数少ない
女性が大切にされていない大事にされていないのでは？（中絶率・議員）
女性の立場が弱い。資料に男女別のグラフがない!!

【少子化対応や移住促進につながる教育の質的充実】
倉吉の良さを幼少期から教育していくことが、大きくなってから倉吉に帰ろうというきっかけになる。
小・保の合併
たくさん子どもが生まれても、倉吉から出ていってしまっては…
郷土愛を深める（倉吉に住みたい・帰りたいと思えるよう）
郷土愛を持つ子を育てていくことも大切
企業誘致や道路整備も必要だが、倉吉を好きな子供の教育が必要
子供の頃から地域の行事等に参加することで地域の良さを経験させる
倉吉らしさ、誇りをもった子供の教育
倉吉を愛する教育を実施し卒業後に倉吉へ
倉吉で育てた心・学力が流出するというのが問題
学校（先生）の影響は大きい。学校で地域の魅力再発見等の授業をさらに充実させることが必要か
子どもが帰って来る（来たい）と思う要因として、子供の頃の思い出が残っている
倉吉に住みたいと思ってくれるような子育てをする
倉吉の良さを大人が知り、それを伝えていけるように
小・中・高等学校という時代に「倉吉の良さ」を認識してもらう施策を考えてみては？
倉吉に若者が残りたい・生活したいと思えるようにするためには小さい時からの教育が大切
幼・保・小の頃に倉吉のいい所を沢山知り、楽しい経験、思い出を作る
中高生になったら将来の倉吉を考える会を開き、語ってみたらよいと思う
保育・教育は質の高さを目指す
地域を担う子、地域を愛せる子を育てる教育を行い、倉吉の良さを十分伝えよい思い出の環境を整える
倉吉に帰ってこようと思える良さを中高生に伝えていくこと
保幼小の間に倉吉市の良い所をたくさん味あわせてあげることが大切
そのために子育て世代の親も倉吉のよさを知っていく
倉吉を好きになってくれる子を育てる
教育・保育の充実
教育、保育、人権で土台をつくっていく
倉吉を好きな子を育てる
郷土愛
子ども達も倉吉の良い所をしれば、倉吉に住む気になる
小さい時から、倉吉に住むことを教える
学校・教育・子育て・出産支援
倉吉で育った人間がここで暮らしていきたいと思える努力も大切
倉吉風土記検定
倉吉市のよさ（自然、食べ物、人柄）を学校教育で重点的に伝え、
「愛市心」を醸成することで将来学校卒業後に倉吉市に帰ってくる人が増えるのでは？

【元気な高齢者、頼られる高齢者の活躍】
グループホームの充実。
空き店舗の増加を利用して高齢者が集える場所に変えていく
介護施設のようなものではなく、高齢者が気軽に集まれて楽しめる施設（高齢者ランド）はできないか。
１０年後高齢者が役割をもって生き生きとしている姿をみれたらいい。
高齢者にとって本当に住みやすい街なのか
病院・介護の充実→高齢者の住みやすい町
高齢者のセカンドライフコンテンツの提供（農業立園）
元気な高齢者の活用（地域・学校・職場）
元気な高齢者の活用（閉じこもりを防止）
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認知症予防のためにもサロン的なものが増えれば
高齢者が生き生き暮らせる環境
１０年後今の高齢者が、元気で生活し続けてもらうこと、維持されていればよい。
税収はなくとも、医療費・介護費の抑制にはなる。
高齢者はいきいきと働けるお年寄りを目指して生きがいとして働ける環境を整えていく
若者の意見を聞くことも必要だが、年をとっても住みやすいまちづくりも必要
活動的で元気な高齢者
空き家を活用し、グループホームを設置、運営。
70代でも働かないと生活できないかもしれない事実を目の当たりにして、
今後の生活設計を考えんといけんと思った
60で定年で、あとは自由に暮らすという定番なことが困難になる時代かもしれない
高齢者ランド（気軽に集える）
保育園と施設の交流→併設できたらいいな～
介護士の数足りない
地方の親介護出来ない忙しい子ども
元気な高齢者が中心となって、自治公民館等を会場とした「サロン」を立ち上げ（既存分も含む）活動につ
いて
高齢者の概念→一般的に65歳以上となっているが、現在の６０歳代は元気な人が多い。
国の問題かもしれないが「高齢者は７０歳以上」に変更するなど現在の規定を変えることが必要では？
地域の高齢者が子どもの面倒をみるＮＰＯでちょっと収入

【その他】
病院、診療、中身の充実
若い人を見かけない。短大生も見かけない（狭い範囲で生活が完結している）
若い人たちは新しい＆安いものが好き→小鴨小が新しくなったら人口も増えた
個々で生活を営むことになってしまう
人権
国保・介護保険が大変→国保料が払えない人が増→生活保護が増
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４　地域の未来
【各地域の現状や資源を踏まえた戦略策定】

小鴨地区に子育て世帯が増えたのは新しい小学校校舎ができた影響だと考えている。
子どもの減少が著しい農村部の振興のため、久米地区の入口（福光、横田あたり）に新しい立派な
学校や子育て支援センターのようなものを建てることで、人が住みたいと思うのではないか。
倉吉市の活性化。特に中心部が寂しい。
都市部のマンパワーの活用
市域内の都市・農村部の格差
大企業の分散と地方のコンパクト化
農村部の維持
倉吉の良さは、自然とか田舎とかいろいろあると思う。
倉吉のマイナス面をプラスにかえていく
倉吉の良さを生かして何かできればいい
従来の価値観にとらわれず、倉吉の長所（短所）を伸ばし、それを極める
他の都市をまねるのではなく倉吉らしさを考えていくことが不可欠
現状として倉吉の魅力が出ていない。
倉吉市の魅力を明らかにし、ある程度お金をかけた新しいまちづくり。
住みやすい（くらしよい）と言われるのならだれもが住みやすい地域づくりをしていかなければ
目先のことで他町に行っちゃう
水がきれい　美しい水全国で１０ヶ所に選定
今現在の限界集落地指定の確認
効率的な集落の創設（分散させない）
市域内都市部農村部交流
マンパワーを活用（農地保全、環境保全）

【弱体化するコミュニティの強化】
人口減少によりコミュニティや学校、公民館等の維持が難しくなる。
公民館単位での交流
コミュニティの基盤となる人権教育・啓発の取り組み
地域のコミュニケーションの充実
人と人がつながっていて、楽しくてあったかいまちだと言えるまちにして、
倉吉に住みたいと思う人を増やしたい
職業によって無理はあるが、５時までしか働かず、
夕方は家族・地域のふれあいの時間という取り組みをしてみては
家族愛、近所付き合い、地域の思い出が郷土愛となる
都市部に人口が集中、農村部は特に人口減少→コミュニティー崩壊
倉吉市のよさ：コミュニティの充実→移住者受け入れやすい
倉吉を好きな子を育てるため、それを支えるため働く場の確保・地域で仲間がいる
農村部の維持
一戸建てに住んでもらい、地元コミュニティに参加を
街をつくろう！介護、病院、お店等の生活に必要な施設を集めた街。
行政に頼らないまちづくり（コミュニティ）も
ボランティア活動・地域活動増やす
住民サービスの低下→住民独自に
小さいころから地域活動に参加（親も）

【市の強みや固有の素材を国内外に売り込む】
倉吉の魅力を発信することが重要。
ＳＮＳ等で倉吉市の魅力を発信。
より倉吉らしさを引出し、倉吉の好感度アップ。
災害の少なさや自然環境等も含め、暮らしやすいまち倉吉として大々的にＰＲする。
自然の良さのPRをもっとしていけたらいい。
倉吉のよさをアピールすること
ＰＲ不足
職員自身、倉吉の良い所をもっと知りＰＲする
「保育料が高い」「土地が高い」というようなマイナスの口コミについて、きちんと調査し事実をＰＲする。
本当に倉吉市は税金が高いのか。住みやすいまちのＰＲを行う。
ふるさと納税
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倉吉市の良さアピール（子育て環境・自然）
倉吉のよい所をPRできる若者をつくる
田舎の良さ…倉吉もPR

【地域を支えるリーダー育成や団体の連携】
10年20年先健康であること、地域での仲間作りができるような人を育てることも大切
未来の倉吉市を支えるのは若い女性、子ども、若者たち
人づくりが大事。特に若い世代に倉吉市をもっと好きになってもらう
地域、年代等での世話人の育成。
若い子（中高生）に考える会をしてみる
○○を考える力・実行する力の不足

【その他】
発想（価値観）の転換が必要。よそと比較しても勝てない。
良いものは質が高い。
現在、車社会やインターネットの普及により、個々で完結する生活に。
中部・県内が弱体化することがないような施策をすすめるべき
高齢化は加速する
日吉津村はなぜ人口が増えているのか、参考になることがあるのではないか
湯梨浜町、北栄町の人口流出している要因は何か
保育料や税が高いという”イメージ”が植えつけられていないか
米子市への流出（活気、店舗、働く場所）何かヒントがあるのではないか？
空き家が増えていく。（相続人不在家屋の増加）→法整備が必要　…原因は人口減
空き家の増加→市営住宅はやめて、空き家に住んでもらう
居住地に住民票を移さない人がいる（アパートが増え転居者が増加）→市営住宅をやめて空き家に住んで
相続継承の義務化が必要ではないか
コンパクトcity構想
土地に愛着がない？
生まれ育ったところがよいという人もいる
若い人が倉吉に対してどう魅力を感じているか
保育園、小学校の合併
岡山のこだわりのパン屋　その周辺に”町”が出来る
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５　信頼の行政
【税収減に伴う公共サービスの維持】

公共事業
人口の絶対数は減少するので、広域でサービス提供（合併）していくことを視野に入れていく
倉吉だけでなく中部で問題を解決していく方策をさぐることも必要なのかと思う
市４町合併も検討が必要なのかも？
今後は何らかの合併という手段も必要では？
行政の役割－国への働きかけ
料金収入で回している水道局は、料金値上げが必要となる
サービス等の質を高める
税金を投入しなくてもよいアイデア
行政の役割
未来像◎税・料の値上げ→滞納者の増
民間活力をフル活用（今も活用しているので無理かも）
学校や保育園統合
事業仕分け

【公共施設・インフラの適正配置と維持管理】
面整備については良いと思う。
処理人口減による下水道使用料の増加
下水道施設維持困難
インフラ道路整備
インフラの整備維持困難、サービス低下
インフラ整備⇔将来的な維持管理

【地域の人から頼られ、地域のための職員配置】
職員自身、倉吉の良い所をもっと知りＰＲする

【選択と集中による予算配分と財源確保】
現状を打開するためには思い切った施策と、それに係る予算が必要。
人口増につながるのであれば、予算を一部の人たち向けに使うようなことも必要。
重点施策へ集中的に予算投入
倉吉市の魅力を明らかにし、ある程度お金をかけた新しいまちづくり。
収入の確保
若者を対象にした施策にある程度お金をかける必要がある
行政としてお金（補助金）の思い切った活用が必要

【その他】
若いうちからこういう話し合いの機会があるとアイデアもたくさん浮かぶと思うので、継続的に行ってほしい
時間をかけて取り組むことが大切。
このままだと、働く場がない→若者減少→老人ばかりのまち→コミュニティの衰退→税収減。
子ども、高齢者、農業、コミュニティに対する取り組みが必要
国の政策「地方にあった」
インパクトある施策を打って”イメージ”を変えて
よそにはない「思い切った」ことができるといいかも
職員全員に住んでみたい街を想像させ、実現可能であれば施策に反映する
「10年後の倉吉市の姿」というものを自分の問題として考えたことがなかったので、
今日は良い機会となりました
いろいろな方と話をすることができ、自分にとって学びの場となりました
統計資料の中に男女比がない
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