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隠岐の島町総合振興計画 地区別意見交換会（西郷地区）開催結果 

 

1．概 要 

■日 時 ： 2019 年 5 月 30 日（水） 19:00～20：30 

■会 場 ： 隠岐の島町ふれあいセンター2 階会議室 

■運営側 ：【隠岐の島町地域振興課】 佐々木課長、黒川係長 泉企画幹 

        【隠岐の島町総合振興計画策定委員】堤企画員 吉田主事 三島専門幹 西尾企画幹 

                         堀江主任技師 宇野主事 村上副主任 

【㈱エブリプラン】 守山氏、楫野氏、藤山氏 

 

■参加者 ： 計 36 名 （うち、男性 33 名、女性 3 名） 

■グループ数 ： 7 グループ 

 

 

2．グループ討議における個々の意見 

  はじめに、隠岐の島町の現状や総合振興計画の概要を説明後、出席者の方々にワークショップ方式に 

より、テーマ別に意見を頂き、その結果を整理した。 

グループ テーマ及び出席者の方々より頂いた御意見 

グループ 1 

(磯・中条) 

 

① わがまちの自慢・よいところ 

  山、畑が身近にある 

  自然とのふれあいがある 

  海近くですごしやすい 

  交通の便が良い 

  車の移動に便利 

  病院やスーパーが近くて良い 

  事件や事故が少なく治安がよい 

  人間関係がよい 

  知り合い、近所付き合いがよい 

  地区の人間関係が適当に強くて居心地がいい 

  盆踊りや敬老会、運動会の文化がある 

② わがまちの不満・残念なところ 

  高齢化 

  若者が出ていく 

  役員のやり手が少ない（高齢化） 

  若者と子供の数が減ってしまった 

  地区の自治組織の役員交代が大変で組織の維持が問題 

  里山や田畑の管理が近い将来困難になる 

  ゴミ出しのルールを守れない自分勝手な人がいる 
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  公共交通の整備が大問題 

  生活環境の整備 

  下水がまだ来ないため海が汚い 

  津波の避難所がない 

  介護施設や商店がない 

③ わがまちの理想の姿 

  自然が美しいジオパーク維持 

  産業振興 

  観光産業を考える 

  特産物で産業発展 

  事故がない交通安全 

  子育て世代の増加 

  住民第一のまちづくりを 

  もう少し風通しがよくなってみんなの思いを生かして住みよい街になるといい 

  多少の不便があってものんびり過ごせる生活がある 

  老人が生き生き介護が充実した町 

グループ 2 

（中条） 

① わがまちの自慢・よいところ 

  生活のしやすさ 

  離島であるが比較的生活しやすい 

  人情 

  近所づきあいがよい 

  顔見知りが多い 

  行事への協力体制 

  自然 

  空気・気候がよい 

  河川がきれい 

  蛍がいる 

  海が身近にある 

  学校や病院、ショッピングセンター等が近くにある 

② わがまちの不満・残念なところ 

  本土との距離 

  職場環境が悪い 

  魅力のある働き場がない 

  若い人の働き場がない 

  給料など条件のよい職場がない 

  少子高齢化が急速 

  人口減 

  介護 

  高齢者への配慮の低さ 

  自宅介護が難しい 

  訪問介護が少ない 
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  環境整備がきちんと行われない 

  財産を守るのが大変 

③ わがまちの理想の姿 

  IU ターン者の増加 

  人口増加 

  子供の声を常に聴くことができる町 

  全国の高齢者を呼び込める街 

  交流人口を増やす 

  店が開いていて観光客が困らない 

  自立自尊の姿が見られる島 

  心が豊かに暮らせる 

  産業が栄える 

グループ 3 

（西郷） 

① わがまちの自慢・よいところ 

  香典の返しがいらない 

  ひとがいい 

  事件が少ない街 

  自然 

  空気がいい 

  海がある 

  災害が少ない 

  食べ物（水産物）がおいしい 

  歴史的人物、事件、流人に貴人が多い 

  島の良いところは島にすんでいるとわかりにくい 

② わがまちの不満・残念なところ 

  病院の設備は充実しているが本土まで行くことも多い 

  地区会等で欠席者を常々責める人がいる 

  大学がないので若者が必然的に流出する 

  本土と自由に行き来できない 

  物価がなんでも高い 

  離島なので物が届かないことが多い 

③ わがまちの理想の姿 

  仕事が増えるとよい 

  内地に出たい人を止めないで内地で稼いだ富を島に持ち帰り生活できる環境整備 

  西郷公園を隠岐維新の丘公園とする 

  墓地の整備 

  無理に人口を増やそうとせずに現在の住民がゆっくりと生活できる環境づくり 

グループ 4 

（西郷） 

① わがまちの自慢・よいところ 

  文化や歴史が深い 

  民謡（のぼりま、たまりま、くだりま）が多い 

  北前船の航路だった 

  人のすばらしさ 
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  人情に厚い 

  地域のつながりが強い 

  先生と生徒のつながりが強い 

  思いやりが深い 

  魚がうまい 

② わがまちの不満・残念なところ 

  駐車場が少ない 

  遊ぶところが少ない 

  イベント広場が少ない 

  海洋汚染が進んでいる 

  物価が高い 

  観光客の入る食堂等が少ない 

  若い女性が少ない 

  少子高齢化 

  観光客が少ない 

③ わがまちの理想の姿 

  人口が増加しにぎわいが戻る 

  交流人口の増加 

  生活を豊かにできる産業の育成 

  隠岐は歴史しか自慢できるものはないので子供たちに歴史をしっかり学んでほしい 

 

グループ 5 

（東郷） 

① わがまちの自慢・よいところ 

  空気・自然がキレイ 

  特に魚などの食べ物がおいしい 

  観光資源が豊富 

  水がよいため米がおいしい 

  長寿 

  歴史が古い 

  酒飲みが多く楽しい 

  野菜・魚がただでもらえる 

  相談・助け合いながら農作物あるいは花等の栽培をしている 

  何かあるときは一致団結して行うことができる 

② わがまちの不満・残念なところ 

  空き家が多い 

  島の玄関口がさみしい 

  島に中心がない 

  空き缶ポイ捨てが多い 

  働いている人の給料が非常に安くボーナスの無い会社が多い 

  道路整備が進んでいない 

  冬場が寒く、暗いこと 

  公共交通の整備が進んでいない 

  病院が少なく時間がかかる 
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  専門医がいない 

  防災対策が不十分 

  祭りが少なくなった 

  自分の島の素晴らしさを理解してない事 

  宿泊施設が少ない 

  自虐的であること 

  体系的にものごとを考えられないこと 

  土産屋や名産品が少ない 

  観光事業に対して意識が薄い 

  若い女性が少ない 

③ わがまちの理想の姿 

  船や飛行機に欠航の無いこと 

  交通の改善 

  音楽の島として宣言し CD 制作やコンサート等活気のある島となること 

  観光の島として多くの人が行き来する島となっていること 

  コアの産業ができて人の往来が多くある島 

  隠岐酒造の試飲コーナーを港に建設 

  ジオパークを最大限生かした観光誘致 

  観光地の整備と質のいい客の誘致 

  シンボルを作る 

  高齢者対策 

  医療の充実 

  奉仕（ボランティア）ができる町民 

  生活に余裕が持てる暮らし 

  通信網が発達し隠岐でコンピューター関連事業が自由にできるようになる 

グループ 6 

（西郷） 

① わがまちの自慢・よいところ 

  第一次産業への取り組み進展がみえてきた 

  文化やスポーツ、医療の施設がある 

  病院やスーパーが近い 

  案外に道路がきれい 

  たばこの吸い殻が少ない 

  下水道が整備されてきた 

  声掛けやあいさつが気持ちよくできる 

② わがまちの不満や残念なところ 

  専門医がいない 

  医療体制が悪い 

  自分さえよければそれでいいという人が多い 

  元気印の高齢者への温かい支援がない 

  人口減少と高齢化により自治会活動ができない 

  若者がいない 

  仕事がない 
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  若者が好む働く場がない 

  大人がわがまますぎる 

  観光を基軸としたまちづくりよりもを地場産業を基軸として観光やまちづくりを考えたほ

うがよい 

③ わがまちの理想の姿 

  安心して住める高齢者の町 

  子供への見守りの充実 

  行政と町民の意思統一のための気楽な意見交換のある町 

  若者たちの交友する場があればいい 

  本土特に都会への交通網の拡張（運賃の支援） 

  町の玄関口である西郷港周辺の整備 

  定年退職者の雇用の場、手に職がある人を生かす機会や場 

グループ 7 

（中条） 

① わがまちの自慢・よいところ 

  集落のまとまりがよいこと 

  御霊会などの地区を挙げての行事が保存されているところ 

  静かなところ 

  交通事故がない 

  事件・事故がない 

  水が美しい 

  自然が残っている 

  ゲンジボタルが多くいること 

  シイタケ栽培に適しており品質が優れている 

  公共施設や商業施設が近くにある 

  人情が厚い 

  元気な年寄りがたくさんいる 

② わがまちの不満・残念なところ 

  公営ギャンブル等がない 

  観光客が遊ぶ場所が少ない 

  ゴルフ場がない 

  道路整備が悪いところが多い 

  船便が少なく時間も悪い 

  草刈りが大変 

  物価が高い 

  郊外に施設が少ない 

  商店に個性的なものがない 

  母子家庭が多く子育てはどうしているのか不安 

  近所との交流が少ない 

  空き家が多い 

  子供が少ない 

③ わがまちの理想の姿 

  空路と航路の確保 
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  誰もが安全に安心して暮らせる町 

  災害に強い町 

  人間の基礎は幼児の時に形成されるので幼児を健康で安全に育てる環境が必要 

  年金で充分に暮らすことができる対策 

  若者が働く場所が多くほしい 

  隠岐の人の人情をいつまでも保って若い世代に受け継いでいってほしい 

  集落を元気にする 

  観光や農林水産業等活気のある町 

  自衛隊の誘致 

  釣りや海水浴のできる美しい島 

  医療の充実 

  どんな病気になっても島で手術のできる病院 
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