
問３０

多種多様な意見や信条はありますが、お互いに認め合い尊重しながら、より良い方向へとつながる施策を望みます。One for all All for one.

梨、特に「二十世紀」は大切にしてほしい。東郷池はもっとキレイになるはず。トライアスロンは必ず復活してほしい。ウォーキングもいいが若者を呼ぶにはトライアスロン。ボランティア不足や
思ったほど町にお金がおちないとは思うが、やはりやってほしいなぁ～。海あり山あり池（湖）ありととてもすばらしい町。このまま後世につなぎたい。

湯梨浜町にしかないonlyoneな町作りを期待します。

若い世代の参画を求めます。現在の取り組みに関わっている人は議員も含めて中年～高齢者で、発想が古い。区（自治会）のリーダー（区長等）が男性の高齢者がほとんどで、これに女性・若
年層の参画がなければ地域の活性化は実現しない。

公園の遊具の整備を進めて欲しい・・・公園で子供と遊ぶが連休中など車中泊する県外者が多数いて遊び辛い・・・（ゴミをそのまま捨てていくのも何度か見ている・・・）注意喚起等してほし
い・・・

このような広報活動には参加し協力して行きたいと思っています。微力ですがよろしくお願いします。年令も８０代半ばです。何年参加出来ますか・・・。

なるべく人様の手を借りないで暮らせる日の長い事を願い頑張って居ります。町民皆が笑顔で暮らせる町作りを行政には望みます。

私が今一番大切にしていることは高齢になり家族に迷惑をかけないように畠に出て農作業をして体を動かしたり認知症にならないように次の作物の播く順番を考えたりして努力しています。自
分の事は自分で出来るようにしています。買い物も自分で運転しています。町政に対しましては仲々大変と思います。町民の皆様が健康で穏やかに暮らせたら良いなぁと思っています。

全国の自治体が同じ課題をあげ、似たような取り組みを行っている。湯梨浜町ならではの問題があり湯梨浜町らしい課題設立がされ独自の取組みがあると、住民に納得性が生まれ共感となり
行動へとつながる。

足がなく買い物難民にならない為に出来ることを望みます。

自分もあと数年で後期高齢になりますが、障害者と高齢者が少し甘えがあると思います。少し不自由でも自分で出来ることは一人でするという意識を持たない人が年々に見受けられます。他人
がしてくれるから甘えてもいいというのではありません。弱視の方でほとんど見えないのに家族の食事を作り、自分に出来ることは全てされてます。そんな中である老人のデイサービスに行っ
て、弱視だからといって何もせず運ばれてきたものを一人で食べて文句を言っておられたのを見て淋しい気持ちになりました。全てをしてもらって当たり前、自分は目が見えないから当たり前と
いう態度のこんな高齢者が湯梨浜町にもたくさんいると思いました。

公民館活動が全然ダメであり地区の一体感がまったくない。私は町外より移住してきたため、前の地区とのギャップに驚いた。「お金がない！」の一点張り、ただ酒は飲むくせに！セコイ人間の
集まり。湯梨浜町でも羽合・東郷・泊の差が相当あるのにも驚いた。町会議員の数によるものなのか！大変不公平である。

このアンケートの回答者にクオカードなどの景品を配布するなどの取組みをすることが大切なことだと思っています。今後とも、将来の町おこしに向けて頑張っていきましょう。

地域のボランティアや役になった時にすることが多くて大変。家庭・子育て・仕事と日々やることが山積みの中ボランティアまで手が回らない。予算を消化するための行事は減らしてもいいので
はないか？誰かがしないといけないのもわかるが、一人に対しての負担が大きく感じる。味そう付近でほぼ毎朝、政治活動？をされている方達がいますが、視界の端にチラチラとうつって事故
のもとになるのでやめてほしい。ものすごく気が散る。

子どもに地域についての知識をつけてもらうことは、自分の地域に誇りをもってもらえるので、とても良いと思う。今住んでいる地域の人々には、湯梨浜町を愛してもらって、他地域の人も、住み
やすい場所にしてもらうことが大切。泊も湯梨浜も好きです。いつもありがとうございます。

荒廃農地の再整備により、退職（前）の者の生活を向上させる。

先ず！自然豊かな環境は良いが春が過ぎれば雑草が、道路場まで生えて細い道を走れば車に傷がつくくらい伸びているのでシルバーの方々や町の方から草刈りをしてほしい！毎年のことだ
と思うので。後は、高齢者の車の運転を徹底してください！幾らこちらが気を付けて運転していても、左右確認すらせず出てくるので！二車線道路や交差点などすごいスピードで走っている年寄
りが多すぎて本当怖いので。

子育てを支援する場の充実（母親の悩みや困り感を把握し、解決に向けた支援の出来る場の充実とそういう場（子育て支援課等）があることを住民にしっかりと伝える。親を親として成長させる
学習会を充実させて欲しい。色々と考えておられると思います。素敵な湯梨浜町になるようよろしくお願いします。

子どもたちが遊ぶ場所の確保が必要。通学路等危険箇所が多い。これからの子供たちの為に町民税を使い将来湯梨浜に残ってもらえるような手厚い支援が必要。

Twitter、FacebookなどのSNSで情報発信してほしい。（災害・町の情報など、倉吉市はしている）役場の雰囲気は他の町に比べて、雰囲気が話しやすい。

行政が持つ情報はかみ砕いてわかりやすくして、住民に提供して欲しい。東郷池・鉢伏山連峰・そして日本海海岸とても貴重な宝だと思う。住民はその”宝”に感謝し、皆で研いて県外に発信し
よう。

若者が遊べるところが欲しいです。原宿化したエリアが欲しいです。ポップな内装を楽しめる旅館やホテルがあると楽しいです。そうやってライトな層を取り込んで定住を狙いたいです。

個々の生活様式が変わり又人の出入りもあり、近隣住民との交流も薄れつつあるよう思う。何かの時には共に支え合えるよう日頃から心がけている。

少子高齢化社会は逃れられない。拒まないで受け入れることを前提にして良い自然環境を生かした人間味のある質の良い地域環境を育て、地方らしいコミュニティを形成することが肝要であ
る。

行政に望むことは災害が起こった時の迅速な対応。生活するうえで大切にしていることはゴミ捨て等のルールを守る。地域の活動には出来る限りさんかする。

湯梨浜町の特別給付金の対応が迅速でとても感謝しております。国籍条項復活願います。

コロナの件も有りますが自然環境も良し、食も良し、人も良し今は本当に県外から転入して、ここ湯梨浜町がすばらしいと思っている所に又新しい第４次湯梨浜町総合計画とやら・・・今から期待
しています。

最後に、あなたの生活で現在もしくは将来に向けて町の行政に望むことやまちづくりについて、ご意見などございましたらご自由にお書きください。
※個人が特定されるような記述部分は除き、原文のまま掲載しています。
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現在・将来も少児（子）高齢化が進行して行くと思われますがこれは避けてと通れないことだと思います。行政も従来と違って対応して欲しいと思います。（もう既に行っている？）　安心して住め
る町、災害に強い町づくりが大切ではないでしょうか？そうした行政を行えば自ずと人口も増え活気も出てくるように思いますがどうでしょうか？（少数意見です）

ポイ捨て・空き缶・空き瓶、ゴミが多い。環境保全意識が他市町に比べて格段に低い。

人数が少ないので難しいのかもしれませんが、飲食店が近くにあればと思うことはあります。スイーツ店とかあったらうれしいかも・・・。認知症の母をどう対応していったらいいか、悩むことがあり
ます。平日だけではなく土日で相談できるところがあればありがたいです。

小学校への通学について同地区内でも班によって徒歩通・バス通と分かれている。距離によるものだとは思いますが、学年によっては1人だけ徒歩で帰らなければならない場合がある。他学年
とは授業時間も異なり、子供1人でバス・徒歩境界ギリギリの距離を下校するのは防犯上どうかと思う。親は働き、地域の目も届かない現状で安心した子育て環境には通学（下校）手段を地域
ごとで定める必要がある。橋津では班ごとで決められている為、徒歩とバス通が隣家で分かれている状況、橋津地区一体で考えて頂きたい。

町行政は情報の提供など積極的にやっておられます。毎月の配布物が出所が違うとは言え、多すぎます。町の方の指導で出さなくても済むものもあるようです。紙代も全町民配布で高く付きま
す。減らしてください。

車での移動ばかりで健康に悪いので毎週運動をしています。

今の生活に満足しています。町民のためにいろいろ考えてくださりありがとうございます。今後湯梨浜町がもっと生活しやすい町となるよう協力できたらいいと思います。みんなが楽しく幸せに暮
らす町となりますように・・・。

湯梨浜町の高齢者の実態を知れたらと（寝たきりや認知症）の％となど、負の部分も可視化して皆が年を取ることをアピールしどう迎えるか）を考えてもらえたらと思います。はごろも苑が近いう
ちに移動しますが、各施設の概要が理解出来たらと思います。

夏祭り支援の負担が統合してもらいたい。多すぎる。（花火大会）

住民参画ボランティア活動半ば強制的なゆうかい要請は一切していただきたくない。アウトローの人間。

地域特産物（梨・メロン・スイカ・etc）の生産が維持拡大できるよう願いたい。

自分はまだまだ若いので近くの家の高齢者の方の力に少しでもなれたらいいなと思います。今後はボランティア活動に参加していきたいです。

農地が荒廃しているまた後継者がいない現状である。例えば、農地は個人所有であり、全てに個人の頑張りに頼っている現状である。耕作者は高齢化となり先細りが懸念されている。この素晴
らしい環境を生かすためにも、農地の荒廃を防ぐことが大切と考えます。そこで農地の個人縛りをなくして農業をやってみたい若者を主体にして、経営が成り立つような施策を講じて、農地→作
物→人を潤す→お金になる→そして農地とサイクルを回す。また地域を水稲、野菜、果物、農業また漁業と区分けして若者が後継者として活動が出来るようにする。

湯梨浜町内において旧東郷地区の開発がおくれている様に思います。羽合地区と比べ全ての面において感じます。松崎駅前等なんとかならないかと思っています。

足つぼマッサージをすると今の自分の状態がはっきりと分かります。健康になれるので是非取り入れて頂けたらと思います。おススメは「●●●」で検索してみてください。とても穏やかな方で、
また会いたくなる方です！その方は筆文字もとても上手なのでこれでも講座が出来ると思います。土日祝でして頂けると参加される方が多いと思います。ヨガインストラクターの●●●●さんの
講座もわかりやすくて良かったです！体重が減ったり、お腹がへっこんだり、姿勢が良くなったりと良いことばかりでした。

産後の方や子育て中のお母さんのための手助け。子育て世帯が多いので、困っておられる方はきっと多いはずです。（表面に出てないだけ）日常の生活を少しでも楽なものにしてあげたい。
シッターさんはおられますか？町の方や。社会福祉協議会さんですかね？買い物、食事作り、そうじなど、もし需要があればやってみたいです。食に関する資格もいくつか持っているので・・・あ
と、子ども食堂は羽合地区にはないので、将来的に作れたらいいですね。

近くの公園の遊具で遊べないところが多いので早く遊べるようになるといいなと思います。

湯梨浜町には障害児の放課後デイ・日中一時等、預かりをしてくれる施設が少なく、親の就労に負担がある。障害を持つ子が放課後安心して正規就労できると思う。又、通学支援等障害があっ
ても他の子と同じように通学・登下校できるサービスの充実をお願いしたい。

ハワイまつりの復活

若者を大切にする施策を造っては、健康の為若い時から食育・体育・教育を重点的に指導できる態勢作りを早急に！

湯梨浜町は自然が豊かだと思う。大切にしていきたい。働く場所やにぎわいの場所をつくってほしい。

日々町民のために御尽力頂きありがとうございます。私はいつまでも残してほしいものがあります。それは、東郷池周辺の四季の移り変わり。自然・風景が大好きです。魅力ある湯梨浜町にす
るためにも何か色々な方法がまだあるのではと思っています。これが湯梨浜町の活力になればと考えます。

集計の結果を素早く公開し、机上の空論に終わらないこと！

医療機関の充実を強く望みます（総合病院ができること）

自分は今後子育てをしていくことになる世代なので、子育ての支援(金銭面、相談窓口等)を充実させていただけるととても心強く感じます。また、実家(持家)の土地だけがありあまっており、解体
しなければならない古い家屋もあります。今後人口が減っていく中で、家と同じように減築が必要になる家(特に本家など)も多くなる気がしますので、古民家活用や解体の助成等、行政が関わっ
て先導して下さると(難しいとは思いますが)町もより良くなるのではないかと思います。

住みやすい環境保全をしてほしい。今ある自然や歴史的価値のあるもの、文化的な価値のあるものを後世まで残していくこと、町内外に発信して訪れる人を増やすことのバランスをとっていくこ
とが大切だと思う。

高齢化が進み、若者も県外に出ていく傾向が多いと感じています。若者がいかに鳥取に居ることの意義を知り、鳥取で就職、永住したいと思ってもらえるかが、今後大事になってくると思いま
す。鳥取は、自然環境もよく住みやすい場所なので若者にとっても高齢者にとってもより良い場所になるように就職、雇用の充実と高齢者への支援の充実を今後も続けていってほしいと思いま
す。よろしくお願いします。

町民が皆、健康で自立した生活、元気で長生き出来る暮らし、自然が豊かな湯梨浜町、水のきれいな町になってほしい。特に生活に大切な「水」各家庭の蛇口から出る水で私達、町民が元気
になれる安全な水をサービスしてほしい。
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今の時代自分さえ良ければ・・・が目に付く。皆が助け合って生活していきたい。

臨海公園にある遊具がすべて危険の札付きで利用できません。県の関係があるかもしれませんが、せっかくすてきな公園がすべてだいなしです。今若い家族も湯梨浜町にたくさんにおられま
す。幼児を連れて散歩の方、町外から遊びに来られる方、大変多いです。町からも何とかして下さい。何年も放置のままで、子供たちも遊べるところがありません。みっともないです。

難しいアンケートでした。もう少し内容が理解できるアンケートであってほしい。

湯梨浜町に特に住みたいとは思わない。住みたいと感じたこともない。

TCCで町の議会を見たときに寝ておられる方もいて、やはり多くの意見があった方が良い議会になると思うので、全員が参加して欲しいと思いました。以前ソフトバンクのCMでトリンドル玲奈さ
んが「鳥取のはわいだで」と発言し、一時期羽合が有名になりました。このように有名な人のPRやYouTubeなどのSNSでのPRが若い人の観光客を呼び込むのにつながるのではと思いました。

ゴミ袋の支給。住民税の一律化（給料上がっても税金も上がられたら意味がない。とっている税金の分がなにかメリットでもあればいいが、ほとんど子育て・高齢者にしか還元されているようにし
か思えない。）道路工事の短縮化。融雪装置の増設。

アンケートの設問数が多すぎる。そもそもアンケートのような社会調査の中では最も信頼性に欠けるものをここまで時間をとらせて記入させることに疑問。また、ネットでアンケートも可能に出来
るような体制などアンケートをとるなら時間をとらせない工夫をしてほしい。アンケートの結果は住民にフィードバックしてるか？してたにしてもそれに気づいていない住民がいればそれはしてい
ないと同じ。

TCCだけではなく民間（NTTやヤフーなど）の光回線が使えるようにして欲しい。（早急に）ADSLがあと２年で使用不可となるが、TCCの回線は他社より高いわりに不安定と聞く。しっかりと整備し
て欲しい。

スポーツ活動する子供たちへの支援（助成金等）が保護者としては一番必要だと思います。

行政主催で文化財・史跡・音楽美術等の視察旅行。（一般・年代別の参加）高校生・青年・壮年別参加募集。実費自己負担で実地の計画をお願いしたい！

今後は住民がお互いのためボランティア活動をすることが望まれるので、ボランティア活動のセンター機能をもつ組織を行政が支援して、ボランティアが広がる土台を整備してほしい。

釣り人と思われるルアー・糸くず・はりなどが電線にひっかかっているのを多く見かけるので対策するべき。自然が多い地域なので活かしたスポーツイベントの開催例えば東郷池１周マラソンな
ど

湯梨浜町役場の方々はみなさんすぐにあいさつをしてくださいます。（他の町の役場ではあいさつしてくださらない所もあるそうです）職員さんみんな誠実な対応をしてくださるので湯梨浜町役場
はとても好きです。いつもありがとうございます。

設問が多すぎて大変でした。

私たちの町・地区には老夫婦家庭が多いが村中の繋がり・絆の深さの大切さをつくづく感じる。災害など村の中に大変なことが起きたとき一人一人の行動の大切さを感じる。そこで村・地域など
の地図作りをしながら危険箇所・一人暮らし・老夫婦暮らし・災難場所・災難経路等わかりやすい様にしておけば私たち村の番人役としての老人としての活動が少しでも出来、何かの役に立てる
のではないか？と思っています。

海・山・湖に恵まれたこの環境は都会にはないものばかりです。この環境に住んでいる自分たちは本当に幸せです。これからの若い人たちにも是非戻ってきてもらいこの良さを年代を問わず実
感して湯梨浜町をより元気な町にしてもらいたいと思っています。

地域活動やボランティア活動など、時間を作って参加するので、小遣い程度の賃金とは言いませんが参加賞みたいなものがあれば出てみようかなぁという気持ちになると思います。そういうこと
を大々的に宣伝するのもいいと思います。

町税納付書についての希望。町税を６月に全納していますが、その後１期から８期までの納付書は再生にもまわせずシュレッダーにかけながら、この無駄なんとかならないものかと毎年感じて
います。前年に全納した世帯については全期分の納付書一枚だけにしていただけたらと思います。

泊地区にコンビニを作って欲しい

コロナの影響で誰もがお金に困っている。町や県で持続化給付金を住民全員に給付してほしい。

未就学児や小学生または中学生等、病児になった際に預ける場所がなければ働けません。ファミリーサポートはあるものの手続等に時間手間がありすんなりとはならず。きらきら園や児童クラ
ブ等の利用の幅を広げたりすることも一つの考えではと思う。また、急に休校となると児童クラブも使えない状況（警報等で）などの時に休みをとれない親たちが安心して働けるシステムをお願
いしたい。

保育士・介護士など『仕事料と報酬が見合わない』という意見があります。仕事など若者が働きやすい場所にしていただけたらと思います。他町に若者の働き場所を取られては…湯梨浜町に若
者を留めて働きやすい町にして町を活性化してほしいです。

東郷池の公園はとても素晴らしいが柵のさびが数か所あり非常に危険。子供の遊具が長い間使えない。子供が安全に過ごすことのできる環境を提供してあげてほしい。雑草も業者まかせにせ
ず、ゲートボールされる人・老人会などに呼びかけされてはどうですか

運動（ウオーキング）・睡眠・栄養。人との関りを持つことに気をつけて暮らしていけたらと思います。

老後の生活がより良くなるように町でいろいろと取り組んで欲しい。

高齢者でスーパー等がないのが困る。

東郷池の活用した魅力づくり。

人口減少に歯止めがかからないので、経済的・労力共に負担が増えるのは仕方ないことだと思います。湯梨浜町にある資源を活用して、知恵を出し合って、今後も住みやすい町にしていきたい
と思っています。

龍鳳閣は体と心の促進に大いに役立つと思います。長く利用できることを一番に考えています。

子どもの内から地元の自然環境の良さや・住みやすさを知ってもらいいずれは地元で暮らせるような地域づくりを目指していただきたいです。人権学習も小学校・中学校で継続的に取り組んで
いただき、社会へ出たときに様々な問題に対して考える力を養ってもらいたいと思います。高齢者や働き盛りの方も健康でいられるようにスポーツやウオーキングなど気軽に参加できることがあ
ればいいと思います。（自分が知らないだけかもしれないです、すみません）何にせよ、情報の発信は大切だと思います。知ることで若い世代もいろんなことを知る機会となり考えることができる
と思います。

・生きていくための競争心の低下→県外・国外との交流により強化。・関係人口の増加→全国１位の人口が少ない県なので県外との交流を広げることにより競争力をつける。・大人がもっと世間
（日本の事）を知ること。全国から来てもらっても失礼にあたらないレベルの応対や姿勢をとれないとダメです。
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もう少し体が動けば諸事に積極的に参加したいが卒寿も近くなり行動が伴わず残念です。風光明媚なわが町湯梨浜の繁栄を祈り乍ら消光しております。

湯梨浜町に住みやすく子どもの居る世帯には良い地域だと思います。でも、自家用車があり運転ができる方は不便はなく生活できますが、そうでない方にとっては、いくら近くても買い物なども
大変なことだと感じます。学生(特に高校生)にとっても、通学が大変だったり、送り迎えが必要だったりと交通の不便さは感じています。車に乗らない、乗れない方の移動が楽にできる方法があ
ればと思いました。

今は自動車の運転も出来、買い物、病院に行くことが出来ているが、これから交通の便が悪くなるかと思うと一人の生活がと考えて、体に気を使い運動など心がけています。

あまりにも個人主義がふくらみすぎて共生（協生）が発揮できづらくなっていると思う。農道・水路（川ではない）の存在が理解されていないと思う。一般の人々が日常的に近道として利用してい
て本来の目的に使うときに危険

ゆりりん館の保健活動は必要でしょうか？どれくらいの人が利用しているのでしょう。

なぜ問１１だけに「不要」という選択肢があるのか？何かしらの意図を感じざるを得ない。

私は今部落の公民館で実施している「ゆりりんサロン」に参加して4年目を迎えました。簡単な体操と脳トレをして約1時間ですが、とても充実した時間を過ごさせてもらっています。参加者は12～
3名ですが2週間に1回済んだ後のお茶会とおしゃべりが又とても楽しく身も心も軽くなって帰宅します。何故こんなに楽しい時間が長く続けてこられたかを考えてみました。①熱心な指導者(メイト
さん)に恵まれたこと。②集まる場所が近く歩いて行けること。③年齢が60～80代で頑張らなくてもよいこと。④無理のない体操、脳トレであること。(最後のゆりりん体操もリズムにのって楽しい)
私も、いつまで歩いて参加できるかとの不安もありますがこれが本当の安らぎの「サロン」ではないかと思います。いつまでも続けてほしいと願っています。一番初めに企画して下さった役場の
人たちも感謝しています。

年金生活者になってからの生活展望が見えてきません。(自身)羽合地域以外の方は特に免許が手放せない生活しか見えてこない。免許返納後、電動三輪車で出掛けるにしても泊では、帰り
のバッテリーが心配です。スーパーで買い物をしている間に充電できると良いと思います。又、歩道がゆったりとしていると安心です。子供に私達(親)の将来について悲観的なことは口にしない
ようにしています。

若者たちがこの地に残って住み続けたい、あるいは学生時代は都会で暮らしていても卒業後には帰って暮らしたいと魅力を感じることが出来る町であってほしい。その為には、若者が働ける職
場や魅力を感じる仕事が選択できることが先ず必要ではないか。とても難しいかもしれないが、若者たちの意見や考えを聞いて、そちらの方向へ近づけるように行政や周辺の大人たちが一体と
なって努力したい。

羽合地区のレイクヴィレッジの開発も大事な事でしょうが、既設の町営住宅の改築、建て替えもしていただけないでしょうか？新しいところばかり目が行き泊地区がどんどん町行政からおいて行
かれている様に感じますが、町はどの様にお考えでしょうか？町は、ここ最近町営住宅の立替などありますか？北栄町は由良団地など古い住宅の大規模更新しているとおもうのですが。コロ
ナ対策の件について、近隣の北栄町では、町出身の大学生、専門学生には、10万円給付があったようです。(自宅通学生には5万円)湯梨浜町出身、大学生等には何もないのでしょうか？すぐ
隣の町との行政サービスの差、これでは将来、若者が湯梨浜町へ帰ってきたいと思うのでしょうか？

最近羽合地区は宅地が開発されて若い方が町外から入られることが多くなり、人口が増えることは良いことだと思うが、昔からの地区と新しい団地の方のつながりが無いように思います。子供
の数も増加していると思いますが、大人が悪いことをする子供たちを注意しずらく感じます。

近くの松崎駅周辺の商業施設が色々と出来たり、イベントも充実している。このまま活発な活動を続けていってほしい。

3年ほど前から、住宅地でバスケットを行う(騒音、大声)歩道をドリブルしながら歩く、横道では、バスケット、キャッチボール等が行われており困っている。このような迷惑行為や危険な行為を無
くす取り組みを希望する。

小中学校の通学路に住んでいます。小学生に活気を感じません、並んで歩く小学生に挨拶しても2割ぐらいの児童からしか返事がありません。自転車通学の中学生は返事有り、特にスポーツ
をしている服装の生徒には感心。

人口増(若い人達)にするには、収入増にする事、もうかる農業、産物を見つける。他県の例に習ってもいいと思う。何をするにも、リーダーがいない気がします。

元々地元民ではありませんが、町が活性化することを望んでいます。自信をもって自慢できるものが町にはあるでしょうか？子供たちが誇れるものが一つあるだけで「ここに生活できて良かっ
た」と実感しやすいのではないかと思います。そのように思える”何か”を町民が気付いているのでしょうか？もし気付いているのなら町民が一丸となって町を良くするために気持ちを一つにして
益々町を好きになっていけたらと思います。

衣・食・住・環境・景観の素晴らしい東郷湖周に住む事が出来、今期の仕事にも意欲が出ます。毎日景観の良さに感動しながら仕事に一層力が入ります。こんな素晴らしい湯梨浜町に永住した
いと思うようになりました。そして現在の仕事の任期後は、着任時に計画していた地域おこしにつながる自らの仕事につなげていきたいと思います。

今はまだ自分で運転して出ますが、たちまち運転免許証を返納する時が来ると思います。それを考えると、歩いていくことができる範囲で生活が送れる事を望みます。しかし無理だと思うのでせ
めて低料金での生活交通確保の対応をお願いします。バスが現状維持できればOKですが。

羽合、東郷は住みやすいけど、泊は商店もないし土地も無いし凄く不便で住みにくい。住んでいる人たちは良い人が多くて人間的関係的に凄く住みやすいけど、それを差し引いても住みにくい。
色々とやらなくていいし求めないから生活に最低限のお店を泊に作ってほしい。泊生まれ、泊育ちの子が皆、羽合、東郷に結婚して住んでいる。せめて泊っ子には、泊で住みたいと思える最低
限の事はして欲しいです。泊だけ扱いが雑でひどい。宜しくお願いします。

とにかく水道水がにおうのを何とかして欲しい。ずっとこの地域に住んでいると当たり前になってわからないだろうけど・・・倉吉から移住して来たものにしてはとても苦痛（自分の他にも倉吉から
引っ越し・結婚できた数人もそのように言っておられる人がいる）洗濯物・お風呂など不快である（においが残る）それだけの理由で倉吉に戻りたいとさえ思う。

子どもが小さいので子供が安全に遊べる場所を増やしてほしいです（屋内・屋外）

文章が難しくてわかりにくいので、よくわかりやすく書いてください。

インターネット環境の充実(光回線)

生活の上で大切にしていること。教育・・・今日はどこに行く。　　教養・・・どこかで何かする。　(毎日、毎日、心がけている言葉)

公共事項は行政で、個人の問題は極力個人で取り組んでほしい。高齢者の幸せは自身で得て。

今の自分の楽しみ・生きがいは子供との時間と成長の見守りです。湯梨浜町の子供たちが将来の希望が持てるような町つくりを行政に希望します。

湯梨浜町が大好きです。

世の中では禁煙が当たり前になりつつあるが、湯梨浜町役場に行くと未だに煙のにおいがする。健康被害等を考え全面禁煙にするべきと考える。妊婦さんや子供には特に悪影響だと思われ
る。町民は用があり役場に行くがその際の対応が不親切なことが多く行くことをためらってしまうことがある。コミュニケーションや接遇をしっかり行って欲しい。
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水災害に毎年みまわれて不安である。早期に対策をして欲しい。地域により他社との関りが少ないところがある。高齢者が住みよい街づくりをしてほしい。又、限界集落化している所もある。福
祉サービスの拡充も必要。若者が住みやすく定住できるようにしてほしい。稲作をする人が減っている。将来を明るくできるよう取り組んでほしい。仕方がないではない。なんとかしなくてはならな
い。特に石脇みたいに不便な所は若者が出て行ってしまう。担い手育成に力をいれてほしい。見て見ぬふりの行政は悲しい。

6/14の大雨で川があふれそうになり、生活に危機感を覚えました。水害のない町作りも意識して欲しいです。

恵まれた自然環境が好きです。30～40年位前になるでしょうか、老人の方が町花の苗木を育て、その年に誕生した赤ちゃんに苗木のプレゼントをされる取組みがあったそうです。我が家にもそ
の時頂いた苗木が成長し今たくさんの花をつけています。三町村の合併により町花がトウテイランになりましたがあまり馴染みがないように思います。町民にもっと浸透して行くといいですね。ア
ジサイが咲く時期になると苗木を頂いたときの情景が浮かび心が和むそうです。

問２１　中古住宅の情報の充実。また中古住宅や持ち家の改修の適切な改修情報を公的な機関がホームページ等でも教えて欲しい（冊子でもいい）。助成金などの情報もわかりやすくしてほし
い。LIXILは補助金や助成金、税金控除の情報等わかりやすく冊子としているのでそんな感じとか・・・　問３０　高齢化が進み人口の少ない地域（鳥取県全域）で、空き家が多くなっているし、こ
れからさらに増えると思う。人が入ってくることが望めない地域では現在住んでいる（その地域に）人に空き家等を使ってもらえるように、店を出しやすいような補助や技能を育成することが必要
だと思う。土地を開発し、新築を作りやすくするためだけが人を呼ぶ方法じゃないし、古くからある地がもったいなく感じる。上手な改修を繰り返し古い家や建物を大切に使い風景を新陳代謝させ
ていくことがこれからの地方・日本全体でも大切になっていくと思う。歴史の中で風景を分断させてしまうのはもったいない。

云うまでもないが国や県の力（人・物・金）を最大限に活用する施策がまちづくりに有効であると考える。個人としては感謝の気持ちを忘れず、健康で明るく過ごせればいいと思っている。

町職員の資質能力向上（責任感・スピード感・愛想…）優秀な町職員の確保。CCRCの推進など域外の人にばかり目を向けるのではなく、今いる町民を大事にする姿勢が必要。政策の中心が
高齢者や子育て支援の充実などで納税者の主力層へのメリットが薄い。人口減少は本当にデメリットなのか、幅広い視野で考えるべきなのではないか。

子育て支援・住宅支援もいいですが、これは一時的な人口増加で有りいずれ成人にあれば転出は大である。先を見据えた施策・町内に産業誘致等、若者が町内に滞まる魅力ある町づくりを願
うばかりです。これから人生１００年時代！！高齢者にも働ける場所の提供を。一日一日を大切に感謝して過ごしその繰り返しを心がけており、それが健康継続を保つことに繋がると信じており
ます。

定期的な地域コミュニティの活動参加は必要だと思います。

町で事業を起こす。例えばまだまだ働き盛りの50～60代（定年過ぎて遊びに行ったりする世代）30～40代（子育て世代）でも子供が預けにくく働きにくいし熱・参観日などで働きたくても働けれな
い人たち。交代勤務などその方々が働ける場が町にあれば町も50～60・30～40代の方々も潤うのではないかと。その通勤に路線バスを使う。多業種・他業種との結びつき連携が大事なのでは
ないかと今40代になって思う。40前後にこのままでいいのか考える方は多いのでその時地域に貢献できるような仕組みがあると助かるのではないでしょうか？

私は梨農家・家庭菜園づくり等新鮮な野菜を地域の方へ提供しています（とうごう市）。心と体健康な生活を送ることが大切です。食事(毎日）がきちんととられていること事がこれからの若い人達
に大切な事だと思っていますのでとれたての野菜等、小さい時からしっかり食べていただき精神面でもイライラしたりカッとなられないように・・・一日一日の食生活が大切だと思っている一人で
す。

議会の機能不全低下が心配される。町づくりに自主的な提言があり、それを積極的に推進する原動力となっても良いのではないかと思う。

私が子供のころはバスが運休することはまずなかった。しかし今は雪が積もると運休する・その中で仕事に行くにはひたすら歩いていくのかと大雪の時はとても不安です。

湯梨浜町はとても住みやすい町だと思っています。より良い町づくりのために自分にもできることがあれば参加していきたいと思います。

現在若い世代の子育て支援（保育料の無償化・家庭で子育てする人への助成金・児童手当など・・・）はとても充実しているように思う。対して、５０代６０代の世代は退職後就職難というか給与
収入が現役の時に比べ少なくなり、生活困難になる可能性があり心配である。若い人だけでなく５０代６０代で年金をもらうまでの世代に対して何か支援・助成を考えて欲しい。

町から送られてくる文章が説明がおかしいことがあります。もう少しわかりやすく正確にお願いします。先日の児童手当の現状届の持参する書類の説明文がおかしかった。本人確認書類につい
て。

ゴミを出す時間が１時間は短いのでもう少し長くしてほしい。

自分の地区のことですが、結婚していない若い人がみられ子供の声もあまりしません。こういう事はとても残念で悲しいことだと思うのですがなんとかできませんか。

ゴミをポイ捨てしない！

＜町の行政に望む事＞町の将来を担っていく若者層に対する施策に比重を置いた町政を望みます。選挙の投票率や町の議員さんなども比較的に年齢層が高い方を中心としている中で、どう
しても高齢の方向けの町政になっていくものかと思います。しかし、税収を確保し町民への行政サービスを充実させていくためには若者層の流出防止や町外からの定住者の方の確保が必要か
と思います。現状では県内の他の市町村よりも若者層への施策も充実させていくことも一つの要因として、町外からの流入者を確保している湯梨浜町かと思いますが、その歩みを止めずそして
より強力なPRによりさらに活気あふれる湯梨浜町を作っていただければと思います。

南谷公園が大好きなのでウォーキングリゾートをつくるために町の行政には頑張ってほしい。何か困ったことがあった時には、行政には親身になり対応して頂けたら嬉しいです。

これから益々高齢化社会へと進んでいく中で高齢者・障害者・若者などが住みやすい社会であるべきだと思います。その為にはレークサイドヴィレッジのような社会福祉が一体化した住宅・施設
関連等のコミュニティを地域住民や福祉関係機関と連携し、協力を行うことでより良い地域生活が可能となるよう、さらなる支援が必要であると思います。また都会からの移住・定住についても
町の活性化には重要であり、自然の環境を活かした町づくりが必要だと思います。

子育て支援が充実して欲しい。特に子育ての負担感が大きく仕事をしていなくても一時預かりをして下さる場所が不足しているように思えます。支援センターの職員も保育士の経験のある方が
積極的に関わってくださる人材を配置して欲しい。独居世帯や高齢者二人世帯が多く健康への不安や日常生活への不便さを多くの人が抱えているように思えます。地域（自治会）の活動を町が
積極的に支援する仕組みづくりが極めて重要な時期と思います。健康づくりの意識を高めていくこと大事。
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今現在小学校に通う子どもはおりませんが、当時の教育長、教育委員会へ不信感をもっておりました。教育長が変われば、また、対応は変わってくると思いますが何より子どもが安心、安全に
学校生活が送れるよう今後も、子供たちや保護者、町民に耳を傾けていただきたいと願います。

・納税にキャシュレス(PayPay)等の導入をしていただきたい。共稼ぎが増えている中、湯梨浜町に関してはこういう事に非常に遅れをとっている。時間内に役場、銀行に行けない人が多いはず。
他の市町村では、どんどん導入しているのになぜ？？時代についていけてない、はずかしいと思う。働いている人が多く納税している訳だからその人たちにやさしい改革をして下さい。
・集団検診について。個人情報が全く守られていない状況をどうにかしてほしい。(隣と境が無い状態で個人情報を聞くとかありえない)あんな状態で、いつまでするつもり？時代は常に変わって
いる。もっと世の流れにみあった状態を常に考えて頂きたい。

TCC以外のネットインフラの整備(NTT光)

・これだけ大切な自然が残っていてコウノトリも飛来したりしてとても良い場所だと思います。活用出来ることをもっと知恵を出し合って若い人、子供達に体験し考えてもらえる場を持てると良いな
～と思います。・コロナ騒動で集まることが難しく話し合いの場が少ないことも有るでしょうが出来ることから始め、自分の持っている力をまわりの方々にも提供出来たら良いのではないでしょう
か。得意な事があるはず、体験を生かす生活をしいものです。・環境の急変や防災のことなど、いつ大変なことが起きるかもしれない日々ですが、自身のみにおいて今一度考えたいです。

子育てしやすい町なので湯梨浜に住むことにしました。はわい長瀬なので子供が多いですが、公園が無いのが残念です。遊具があって安全に遊べる公園があれば良いと思います。

役場支所の有効活用。

・一つ一つの問題に丁寧に対応してほしいです。教育面の基礎をしっかりしておかないと、この子達が将来の町を支えていく子です。大人の姿を見て子供が育ちます。・今回のコロナで役場の
人がマスクをしない人が多かったのは驚きました。・アロハホールの事務室に子供が出入りしているのはなぜですか？・大きなことではなく細かい、小さな事をしっかりと守ってください。心を持た
ない建物だけでなく、町民の一人一人を守ってください。いずれ空き家が多くならない事を願うばかりです。若い子は出ちゃいます。・災害時などいつもありがとうございます。ご自身の家庭も心
配なのに有難うございます。

健康維持を大切にしている。

恒例のため言葉が難しく理解しずらかった。

空き家などを安く提供したり、リフォームして県内はもちろん県外の若者、若夫婦などにおためしで住んでもらったり、田舎の良さを感じてもらえたら移住してもらうとか色々な試みをもっとしては
どうでしょう。(ふるさと納税の資料と一緒に送るとか)ホームページでもっとアピールするとか。

・交通の便が悪すぎて今は車を運転できるが、将来免許返納となった時のことを考えるとお店もなく不安しかない。返納すると補助があるというが、利便性はかなり下がる。・高齢になり介護予
防が必要となった場合本人はまず、まだ自分はそんなに老いてはないと感じる。だから「介護予防」という名前ではなく、もっと行きたいと思うネーミングと内容から始めそこから予防が必要な人
にアプローチすることを考えてほしい。そうすることで本人はもとより家族も笑顔になれると思う。会話できることで元気になれる。（頭も体も）

困っている高齢者の方の荷物を持ってあげたりする。

いつも有難うございます。大学進学を機に県外にでましたが、湯梨浜に戻ってきました。就職先が見つからなければ戻れなかったかもしれないと思うことも有ります。人口減少、少子高齢化問題
は様々ありますが、若者も住みやすい町づくりを目指していっていただければと思います。もっと地域のことに関わりたいと思いつつ、何から手を付けてよいのかと思います。つなぐことが出来る
方が近くにいればと思います。人づくりも大切だと感じます。

困ったときに気軽に相談できる行政であってほしい。ルールを守り他者に迷惑をかけないよう静かに生活する。時報は大きな音でうるさいのに防災無線の声は家の中にいると聞こえにくい。

私案1.子育てに力を入れていますが、必要ですが、大人になったら町内は空になり減小になっているが、働く場が無い為と思います。優良企業の誘致に人材を育てたら。2.若者が定着(住民の
有る)都道府県から子育て費を負担して貰ったら？3.若者の娯楽場がほとんど無いと思います。(現状はパチンコ、飲み屋)4.自然豊かであるが、遊ぶ設備場所が少ないように思います。5.地産地
消費を言われていますが、もっと安くして消費拡大を図ってはと思います。

少子高齢化といいますが長生きになり子ども一人一人にかかる費用は高くなる一方です。物も長持ちし値の張るものは多く作られません。人の場合は性能が大きく違うのが問題で教育と親の
質は大事です。人が定住し子供の数を増やすために将来の安定した収入が必要です。そのために雇用を増やし安定した収入を得るため大企業が湯梨浜に工場を誘致する、農家もすべて法人
化し最新機器の導入で効率化し、収穫量を安定させ、加工品を新たに作り特産品として町をアピールする人の住む場所が限定されればバスの路線廃止など考えなくてもすみます。鉄道の路線
も増やし気軽に行き来できるようになれば人も来るでしょう。計画都市は様々な問題を解決します。

問4に関連しますが、人口減少に歯止めをかけるためには、高齢者へのサポート、子育て支援等色々な施策が必要だと思います。加えて、人口を増やす施策として湯梨浜町を住みやすい町に
して湯梨浜町に定住し、結婚をしてもらう事も重要なのではと思います。結婚に対する意識は人それぞれだと思いますが、結婚を希望する人には行政として積極的に出会いの機会(湯梨浜町か
ら県外まで広範囲に)を設けたらどうでしょうか。子育て、育児休暇の前提は基本的には結婚、出産だと思います。問23に関して、近年全国的に50年に一度とか今までに経験したことのないと言
われるような大規模な災害が多発しています。湯梨浜町でも2年ほど前に崖の崩落等の災害がありました。ただ幸いなことに他県で発生しているような長時間にわたる激しい(非常に激しい)雨
は経験していないと思います。もし道路が川になり視界も悪い、崖崩落の危険も迫っているというような大雨で今の指定避難所に避難できるか不安です。想定した実践的な訓練、指導が必要で
はと思います。

・燕趙園を中心とした東郷池の活用(利用)特に燕趙園については、町民割引とか会員制導入等により、まず町民近隣者が日常的に親しみ利用する場所としてはどうか。・自主防災組織につい
て、役場(防災担当)は、行政指導に従ってすればよいとの立場だが、その結果、名前だけの立派な組織だけの自主防災組織となっている。(少なくとも私のところ)・自治会の各種集金、役員の
負担を減らすということで各種集金(社協)会費を自由としながらも第二税金として徴収するようになってきているが、こういうことは中止すべき。・ムラ社会、日本型ムラ社会、世間を温存したま
ま、コミュニケーションを語っても、本当にみんなの幸せは実現できない。

東郷湖をメインとしたクレイジーでワイルドな、ここにしかないある種極端な企画が何かないかと。・合成洗剤を使わず、粉石けん購入に助成金・プラスティックではなく、町内の木材や竹材、スト
ロー用麦栽培の助成・梨栽培で川に流入する除草剤を減らすために、山羊を飼うことを推進する・洗面器(又はボウル)でトーフを買いに来た人にポイント付与制度・梨や苺の緩衝材を非プラに
するプロジェクト(JAと連携、大学とも？)SDGS言うは易く行うのは難しなので、行政の力が必要かと思います。

認知症の家族の介護によるストレスは大きい、今年はコロナにより外出もままならず、より孤立した状態が続きやすい。介護者の支援についてもう一度考えてほしい。(民生委員と行政のつなが
り、かかわりが分からない)

若者は都会に出てしまうので、高齢者の福祉を充実させるべきだと思います。
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望むことは、個人が出来ること特異なことを活かして他人や地球に優しい生活が出来ること。子供から大人まで何歳であっても元気でも病気でも楽しく学び働くこと（何かをすること）が収入にな
り、一生お金の心配のない生活が出来て、納税してよりよい環境社会に協力できること。（風光明媚で日常生活も特に不自由なく良いところに住んでいると思っています。感謝しています。）

コロナウイルスの流行による経済の混乱・異常気象による自然災害・地震・津波等予測不可能な状況下で超高齢化社会を迎えています。その中で生き抜くためにはやはり、住民同士のつなが
りの輪を広げていくしかないと思っています。あいさつに始まり声掛け・話し合いの機会を増やし信頼関係を築いていきたいと思っています。

東郷池などの自然をこれからも大切にしていきたい。

湯梨浜町はとても子育て世代を大切にしている町だと思う。みなさんの意見をとりまとめ迅速に具現化できるよう頑張っていただきたい。大型商業施設をつくってもらいたいなぁ・・・

ウォーキングを暗くなってからされる方を多々見かけるが、自分の身を守る為安全タスキなどをしてほしい。車を運転している側が気が付かない時もある。中学生の自転車の乗り方を指導して
欲しい。歩行者専用道を並列になっていると他の方に迷惑。野焼きの禁止。

人に迷惑をかけないように頑張りたい。

独居老人が増加する中で地域が関心を持ちながら安心して暮らせる地域作り。地域が参入される方が安心して生活できる相談しやすい環境づくり。

若者や子供が湯梨浜町で学び・働き・結婚し・家を持ち・育児を出来るそういうビジョンを若い（幼い）うちから描けるよう、教育や学習（学校的なもの以外の）の機会を充実させることが肝要だと
思います。

環境・道路・施設の改善。他市町村に負けない中部で湯梨浜町一番と思われるような町政づくりに取り組んでもらいたい。

私は湯梨浜町に特別な愛着はない。機会があれば出たい。住みにくい生活環境が理由です。河川・上流は荒廃して農地・家屋は放置されけもの（獣）が進出し続けます。もう既に若者は老人を
残して他県他市町へ移っている。資金・人材は土木工事を中心とした防災インフラ整備と広域の開発に投入する方が良いではないだろうか。相談会・学習講座・広報活動も大切だがどこに住ん
でも同じようなもので定住する要素にはならないと思う。

高齢となり、思うように記入できない

羽合臨海公園内の遊具がほとんど使えなくなっています。それとベンチの屋根を修理せずに入らせないようにしたり、屋根を外してしまったり、利用する人にとって非常に不親切です。グラウンド
ゴルフなど年配向けの場所は整備されているようですが、子供向けの場所を軽視しているのは良いとは思えません。二十数年前と比べてボロボロになってしまった臨海公園をできるだけ元に戻
して欲しいです。

湯梨浜町の活性化は県外（特に関西圏）からの観光客の誘致以外にはないと思います。その為には他の市町村にない「目玉」となる観光資源の開発・建設が必要となります。当然多額の資金
を投ずることは困難と思われますので、現在ある東郷池の自然や中国庭園周辺遊歩道・泊のグラウンドゴルフ場などを最大限に活用するイベントの開催やそこに至る道路沿いの美化・整備を
役場が中心となり町民を挙げて勧誘の意が観光客へ伝わるように行うことが大切だと思います。いくら行政が躍起になっても町民が他人事では意は伝わりません。町内の各団体や各組織を総
動員して「もてなし」をする施策が必要だと思います。

今地球温暖化が進み、いろいろな災害が起こりやすくなっています。私の家の周りにおいても大雨が降ると用水路が氾濫しそうになり、何度も見なければいけません。（以前道路が冠水したこと
があったので）しかしもし洪水になったとしてもどこに逃げていいのかわかりません。津波とか来た場合、皆さんはどこに逃げられるのでしょうか？町外から越してきた私は道路が何処に続いて
いるのかもさっぱりわからないので、とても心配です。海が近い町だけに津波に対してもっと考えなければならないのではと思ったりもします。

湯梨浜町で育った子供たちが将来再び湯梨浜町で暮らし続けたいと思えるよう、町の良さや歴史・文化を伝えて欲しいです。また高齢者も多い地域ですので医療・福祉の面から充実した制度を
今後も続けてほしいです。

若者が湯梨浜町または鳥取県で住みたいと思うようなアピールが必要だと思います。子育てについては十分に整ってきていると思うし、他市町村よりも充実していると思っています。海・山もあ
る湯梨浜町の環境資源を活用して、今ある資産（各施設など）をもっと有効に利用・PRしていったらより良いまちづくりになっていくのではないでしょうか？

大学で学んだことを実生活で活かすことができるような場づくりが必要だと思います。例えば農業や工業などの専門的知識を大学で学んだ人が湯梨浜町でそのスキルを発揮しようと思ったとき
にすぐに行動へと移せる行政と町民との窓口があるといいなと思います。若者が地域の為に動けるような機会の支援があると嬉しいです。

各種手続き等で役場庁舎内に行ったことがありますが、ほとんどの職員さんが退屈そうに仕事をしておられ通路のチラシ等も乱雑。ポスターもはがれかけ、階段や窓も汚れていて、クモの巣が
はっていました。ホコリもすごかったです。既に終わった行事のチラシもありました。飲み物を飲みながら仕事をしている人もいました。民間の感覚では正直理解できません。一度行っただけでも
これだけ不快に思いました。日頃から働いておられる職員さん方は、本当に何も感じておられないんだろうなと思いました。琴浦町や三朝町を見習った方がいいと思います。皆さんとても親切で
すので。

新年度に引っ越しをし、子どもを別のこども園へ転園させました。以前通っていたこども園はとても手厚く、安心して子どもを預けられ、両親ともに感謝の気持ちでいっぱいでした。今の園は、人
数が多いのか理由はよくわからないのですが、「すみません子どもが○○だったので」と言われることが多いです。子どもの成長のために子どもたちに任せることは良いと思いますが、放任とは
また違う気がします。その園ごとで経営方針は異なるとはおもいますが、あまりにも違うので、とても驚きました。

共稼ぎで、役場での手続きなど、日中の時間内に行くことが難しい。(仕事を休まなければならない)月に1～2回でも受け付けの時間延長か休日手続き出来るようにしてほしい。

・町民ファーストでなくて良い。・空き家対策をデベロッパーと真剣に取り組んでほしい。・泊地区への県外からの移住促進(泊は魅力がある。自然とか)・はわいIC近くの不耕作地への企業誘致・
弱者にやさしい町づくりに特化。

環境保全に力を注いでほしいです、いつかきっと資源になると思います。大好きな湯梨浜の風景を守ってほしいですお願いします。

大切にしていること、大切だと感じるのは「安心できること」です。現在の状況(子育てについて、ワークライフバランスについて、経済的なこと、生活環境、健康等)や、今は良くても少し先の未来
に不安が見えたとき、違う環境を求めてもっとよくなりたい、良い場所へ行きたいと町外へ出てしまうきっかけになり得ます。安心できる生活、不安が無く生活できる、または、不安が生まれたと
きに相談し解決できる町であって欲しいと思います。(ちなみに、私は今は安心できる生活を送ることが出来ていますが、老後の生活環境がとても不安で、このまま町で生活できるだろうかと考え
ます。)

今後買い物難民が多くなってくるが、買い物タクシー等を行政により実施し個人負担、行政負担等を実施して買い物、病院等に行けるようにしてほしい。

既存の資源(自然や観光資源)の有効活用
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現在の湯梨浜町には働く場所が少なく、若い人が県外に出て行っているのが現状です。企業、商業施設等を誘致して、働く場所を作っていただきたい。若者が定着する活気のある湯梨浜町に
したいと思う。

1.住民がなるほどうーんこれは良いと思えるような企画行動、動きが見える町の姿勢、方向方針の提供2.強いリーダーシップを発揮有能な人材が必要、ゆるぎない信念と行動力を求めます、町
政に3.あれもこれもとは言いません何か一つでも町のシンボルとなる行事、事業取組がほしい。

質問が多かったです。観光資源は結構あると思うので、もうちょっとそれをいかした事が出来そうかなと感じます。（例）もう少しハワイっぽくしてみる。温泉地域をもっと温泉街として拡大してみる
等

大企業を誘致して、雇用を生み出す、人口増加を計るといろいろな事は、不可能に近い。今後次世代ネットワーク5Gの基盤整備をTCCエリアで協力し拡大して情報インフラを整備すれば大きな
移住の手助けとなる英断をして下さい。20年後の未来へ投資をお願いします。5Gのインフラ整備こそが、他との差別となります。

健康が一番ですので、毎年職場と町の検診を利用してします。予防接種など何年かに一度くらい無料だと受けやすいのではないでしょうか？将来家族と暮らせなくなり車の運転が出来なくなっ
てしまったとき、買い物、病院などの交通の不便さ、タクシーを使うにしても年金だけでやっていけるのだろうか？家族から代々の山や畑をどの様にしたらよいのか？

災害を未然に防ぐため、町内の整備をちゃんとして欲しい。大雨の度に道路が冠水したり、地盤の為か、電柱が少しずつ傾いていたりする。

今のままで十分

○運転免許証返上後の生活が不安○地域住民とのつながりが希薄○定期的に集う場と移動の確保が不安

①１０年後近くに店があるか？②20年後買い物に行けるか？病院に通院できるか？子どもや孫が近所に住んでいるか？③30年後生きているか？先祖の墓はどうなっているか？心配ばかりで
す。

子どもを育てやすく、子どもが過ごしやすい町づくりをしてほしい。保育園・幼稚園など増やしてほしい。湯梨浜町学校生の通学路をちゃんと整備してほしい。

近所の住人と良好な関係を築いてより住みやすくなるように心がけている。

明るく楽しく美しく、社会的弱者に優しい町へ。「よう来てごしなった」と、旅行者に来ていただき自慢できる町。昔のように歩いて行けるところにいろいろな店のある、高齢者や障がい者、子供にも
便利な町。

少子高齢化に伴い、近所等のお付き合いもだんだん疎遠となりつつある現状をふまえて、できる限りご近所の方との話し合いの場を持ちたいと思っている。仕事柄、歌を通じて芸能関係の推進
に携われたら良いと思っている。

湯梨浜町は住みよい町です。年を取り車の運転もすることができないので、活動範囲は狭いのですが、少しでも回りの人の役に立ちたいものだと思って暮らしています。

古稀を迎え人生の終活について少しずつ準備中です。自論ですが多様な価値観が往行し、人生のモデルは自分自身かある程度方向は決定しなければならない。その為には育った環境、特に
人の繋がりをベースに振り返りを行いながら余生への展望を掲げたいと考える。定年退職後身近な方に目を向けることで、何か社会に関わり恩返しをしたいとボランティア活動の関わりを始め
た。関わってみて気づかされることが多い。学びの場もたくさんあり、反省させられることも度々あった。今回のアンケート記入はボランティアを通して町政(町づくり）を見つめ直し、充実感があっ
てこそ、全体のことへの関心が深まるのではないか？・・・。

子育てに力を入れるのであれば、施設はもちろん地域の安全・道路の整備など安心して住むことができる環境を作っていただきたいです。ご高齢者の方へ配慮するにあたっても、そうした環境
があれば良いのではと思います。とても住みやすく素敵な湯梨浜町だからこそ全ての方々が笑顔で暮らすことができるようにと願っています。

町外へ習い事に行く子供がたくさんいます。それを町内で活発にしていけたらと思います。ちょっとずつ些細な事から若者が生活する上でラクだなと思えることを増やしていってほしいと思いま
す。例えば現況届をもっと簡単にするとか・・・町が全部情報持っているんじゃないの？って思ったりします。

町道ではなく部落道でも町よりの補助を希望します。部落に補助を申請するも却下された経緯。個人で修繕は辛かった。

出来ることなら保健師さん等による高齢者家庭の訪問を行って生の声を聞いてください。そうすることによって家庭の実態がわかることと思います。

国からの地方交付金が増えて町の行政がより充実することを望む。

解答用紙を１枚か２枚にしてほしかった。

文化財や歴史遺産を活用したPRができると良い。また、自然が豊かなので移住者も呼び込めたら。友人が東郷池を見て、「都会にあれば人であふれてるのに・・・」と臨海公園も人がいなくて驚
いていた。緑が多く、水も豊か。山あり、あやめ池もごみひとつなし。整備されていて、憩いの場として一年中楽しめます。タマノカンザシ、藤棚、あやめと言った花々も癒してくれる。管理されてい
る方々に感謝申し上げます。ありがとうございます！

障がいのある人にも理解のある、差別も偏見もない町民が今より多くなること。若い人材が福祉介護職を選んで頂けるよう、価値観を創造し、身分・労働条件が向上するように、業界・行政とも
に取り組んでいけたらと思う。

９６歳になる老人なので思うような回答が出来ず申し訳ありません。

人口減少・高齢化により周囲に空き地・荒地・空き家が増加している。持ち主を町が把握し連絡できる体制をとっていただきたい。

梨の赤星病被害について、家の庭木などにビャクシン属（ビャクシン・カイズカイブキ）があると、それが赤星病菌の中間寄生樹となり、半径２㎞圏内に果樹園があると、梨の葉や果実に病斑が
つき被害となる。湯梨浜町の特産品の一つでもある梨を守る為、町報など情報誌に写真付きで注意喚起し、ビャクシン属植物を今後植えない・出来れば駆除をお願いしたい。

住むには、自然環境に恵まれて良い所だと思います。保育園などの入園するのに、待機待ちの子供たちが増えています。これからの大事な子供たちを守ってほしいです。園を増やすか先生が
少ないなら働きやすくして支援をしてあげてほしいです。

死ぬまで働くこと。又、お金を儲けること。根性を若者につけること。何が正義なのか若者と討論すべし。

このようなアンケート調査は読むだけで大変です。項目もたくさんありすぎて８５歳をすぎているので本当にやめていただきたい・・・。できれば若い方などにしていただけたらと思います。

公民館の在り方を検討して欲しい。特に継続的な事業（文化・スポーツ）を子供達・大人向けにあってもよいのではと思う。つまり指導者育成につながる。配布物は委員より全て区にお願いでき
ると思う。わざわざ委員を作る必要はない。私は体づくりに気を付けています。

企業を誘致し、雇用拡大して若者が地元で暮らせるようにしてほしい。

8 ページ



正しいボランティアの伝承の取り組みが無いと、有料ボランティアが当たり前になる。子供のころから参画することが望ましい。

今は仕事優先ですが、定年になったらしっかりと地域づくりに参画していきたいと思います。時間も少しゆとりができていますが、地域で困っている人とのつながりを持っていないためお役に立て
ません。地域の人や企業の「こんなボランティアがあったらいいな」の共有や発信があれば、自分にできることがあるかもしれないと思います。「親切第一」の地域にしていきたいと思っていま
す。ゆりはま大好きです。

合併後の東郷地区の衰退が問題だ。このままだと羽合町復活。
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