１ 文化・スポーツ・交流
○教科書から旅愁が消えたと聞き嘆いています。球渓音楽祭について一言。あの集まりの悪さはどう
でしょう。演歌祭りの 1/4 です。提案ですが、旅愁の曲を課題曲にして、自由曲と組み合わせ賞を
作ると、他県からもきっと団体で来る。先ず人を集めること。外国人の旅愁など実に意味のないも
のだと思う。先生はきっとつまらない歌詞だから作詞なさったのだと思う。音楽人口も絵書く人口
も人吉は県下一で一番の文化人たちですからきっとうまく行く。 （不明・不明）
○人吉市だけでなく周辺町村といっしょにまちづくりをすすめて欲しい。 （男性・30 歳代）
○文化財をいかした町づくり。 （男性・60 歳代）
○昔ながらの伝統の活気が無い（神輿、祭り）など。昔から有るものは、手を掛けないでほしい。 （男
性・50 歳代）
○人吉城の復元。 （男性・50 歳代）
○知識取得や勉強の場の図書館規模が小さすぎる。書物の種類も尐なすぎる。通常なら、図書館オン
リーの建物があってもおかしくありません。教養ある人間を育てるのも町の発展につながる筈。陸
上競技場を作って欲しい。現在村山公園で高校生達が毎日運動しているので大人達が遠慮しながら
運動している。 （女性・50 歳代）
○運動広場がほしい。 （女性・70 歳以上）
○様々なコンテストとかしたら、いろんな人達が集まって交流が増えると思う。 （女性・20 歳代）
○人吉市のシンボルとして人吉城を建てては。 （男性・50 歳代）
○各公民館の講座は趣味の講座で終わっている。教育委員会主催の学習性の高い講座が必要ではない
か。地域の職場また婦人・青年団体対象の家庭教育が必要ではないか。教育の基本は家庭教育であ
る。
（男性・70 歳以上）
○地域の活性化はまず人の活性化だと思う。人が変わればまわりは変わる。転入の際、町内会長さん
への挨拶をすすめられる等、地区への参加を促していただいているようだが、今後も力を入れてい
ってほしいと思う。
「向う三軒両隣」ご近所づきあいが、うまく出来れば町内→校区→市へと広がる
可能性がある。今の若い親さん達は、あまりあてになりませんから。教育の一環として子どもたち
への働きかけが欲しいです。 （女性・50 歳代）
○熊本市を見ならって全国民に呼びかけて一口城主を募集して人吉城の復元を考えて見てはどうか。
私は初孫に熊本城の一口城主をプレゼントしました。夢がふくらむと思う。人吉にもお城が復元出
来たら素晴らしいですね。 （女性・60 歳代）

○他の土地の人から、人吉市の人々はやさしくいい人が多いと思われること。他の土地の人々に、親
切に接してあげること。 （女性・60 歳代）
○まちづくりの前にまず人づくり（笑顔であいさつ）
。 （男性・40 歳代）
○地域の人達が年代にこだわらずに住んでいる、みんなで助け合える市になってほしい。 （男性・30
歳代）
○昔のような、向う三軒両隣といわれたような人間性（味）のある近所づきあい、つまり、地域コミ
ュニティが防犯、教育、様々な面で復活しないとまちづくりは成功しない。個人情報保護という概
念をはきちがえている人達が多くなっている。昔はオープンな面があり、コミュニティもスムーズ
に行っていた。 （男性・50 歳代）
○人情味の深さは、忘れられません 。
（女性・70 歳以上）
○自然環境は勿論だが、人吉名の由来である「人が良い」事、歴史上に名を残るであろうと思われる
偉人達（犬童球渓・高木惣吉等）。与謝野晶子･鉄幹が来人吉際、多くの和歌を詠んでいる。歌碑が
建立されているので文化の香りが感じられる、歌碑を巡る散歩道の整備等。将来、いろんな意味で
アジア近隣諸国（中国・韓国等）との関係が重要となることが予想されます。姉妹都市関係を締結
し友好を築く必要があると思います。熊本県はチワン広西自治区、熊本市は桂林市、八代は北海市。
以上の事項を実現するには人吉・球磨の市町村を合併し行政の無駄を徹底的に省き財政力の強化を
図り有能な人材を投入させる事が不可欠であると考えます。指導力を発揮してください。 （男性・
60 歳代）
○城内はとても素敵。球磨川、石垣、水気を含みしっとりとした木々たち。日本の何処よりも美しい
と自負しています。幼尐から見なれた自然を末永く大切にしたいですね。 （女性・70 歳以上）

２ 教育・福祉・健康
○高齢者は体が不自由のためなかなか街に出掛けられません。街なか以外の場所にこまめなバス停が
欲しいと思う。
（女性・70 歳以上）
○小さい頃、人吉は栄えているというイメージがありましたが、現在では全く思わない。いたる所に
空地があるし、高齢者は増えていくのに子供は減っていて私達の今後の生活にも不安が大きい。
（人
吉だけではないが。
）昔とは違い、365 日土日祝日を問わずに働く人も増えているので、土日祝日を
あたりまえのように休みというふうに決めず、保育・小学校等家庭以外でも預かってもらえる施設
が特別にあればと前々から思っている。 （女性・30 歳代）
○尐子高齢化への対忚を考えた町作り、保育園、社会福祉施設（ホームなど）等の充実。 （女性・60
歳代）

○郡と市は隣接するが、子供支援に関する事はすごく悪いと思う。やっぱり周りの人とかも、引っ越
す事が、出来るのであれば、引っ越したいと良く話をする。一番子供にお金かかるし、仕事がなく
なって行く下がり坂の世の中に、子供を育てるのに大変な世の中になって行く。中学校に行かせる
のに 10 万円と言う大きなお金もどこから作ればいいのか、私には、不便だらけ。 （女性・30 歳代）
○子育て支援について力を入れて欲しい。3 人子供がいても一人が小学校に上がると、保育料は２人目
全負担、3 人目半額で３人目の保育料の負担が家計に重くのしかかり、これ以上子供が欲しいと思っ
ても経済的に難しい。子供がたくさん産めるように保育料や医療費など検討してもらいたい。友達
も福祉が充実する錦町やあさぎり町に引っ越した人が数多くいる。これでは人吉の人口は減るばか
りです。 （女性・30 歳代）
○医療施設の充実、NICU（新生児特定集中治療室）の整った産院があってほしい。安心して出産した
い人がたくさんいると思う。お金（財政）の使い方をもっと考えてほしい。 （男性・20 歳代）
○人生の大半を過ごさせて貰った事ですから何も云う事はありませんが、老齢になった今は安心して
暮らせる老後であってほしいと考えるばかりです。 （女性・70 歳以上）
○健常者、障がい者を分け隔てのない心で皆が手を取り、声を掛けあう事のできるまちづくりを望み
ます。 （女性・40 歳代）
○教育や福祉に力を入れているとすごく感じますが、市民全員が受け入れやすいようにもっと意識を
高く持てるような工夫が必要だと思う。 （女性・10 歳代）
○公務員経済と云われる都市には将来はない。民間人との所得格差は押さえるべき。生活保護者にも
就労場所を提供すべき（道路清掃、公園清掃等）
。全体として高齢者に対する予算の配分（気づかい）
が多すぎではないか。学童・生徒の教育に予算の配分を増すべきと思う。高齢者＝有権者＝気遣い
が起きる。子供・学童＝無権者＝通学道路さえ無作為戦略的税の配分を行うべきである。 （男性・
60 歳代）
○福祉や介護保険に関して、人吉・球磨では地域差があるように思います。人吉はサービスの導入が
遅いように感じます。高齢者が安心して在宅で生活できるように社会資源の充実を願います。また、
１人暮らし、高齢者世帯、支援が必要と思われる家庭環境など把握してもらい、働きかけを願いま
す。 （女性・40 歳代）
○高齢者など、安全な道路整備、福祉の充実を。 （男性・60 歳代）
○高齢者が多くなっていく人吉はもっと福祉に力を入れて下さい。 （女性・60 歳代）

３ 環境・防災・防犯・都市基盤
○道路工事のあと始末。舗装していない。道が狭すぎる。 （男性・50 歳代）
○もっとへき地のあまっている土地、何もしていない土地などに団地、住宅など、普通に生活できる
ように作ってほしい。料金も安く支払っていけるような金額でぜひ団地などを作って下さい。 （女
性・70 歳以上）
○中心市街地の整備も観光客誘致には大切かと思うが、日常生活を安心して暮らせるような先を見た
整備を望む。学校などの周囲に娯楽遊技場があるので、もう尐し遠く離れた場所に許可してほしか
った。 （女性・20 歳代）
○車が多く利用している道路を解っていて整備されているか分からない。市はもう尐し今の人吉を見
るべき。町はもう別の町内に変わっている。農免道路の渋滞と山田川にかかる橋のきしみ、見通し
の悪さを見てほしい。 （女性・50 歳代）
○我が家の後に市の旧道があり、時々小学生が下校時歩いて通ります。その横に小川があります。大
雤が降ると増水して道がだんだんコンクリートの下に侵食して、今現在コンクリートが落ち、穴が
見えている。市では「材料だけやるから道は町内でしてくれ」との事ですが、その道は私の家の者
も通っていません。班の人も老人ばかり（作業ムリ）
。誰も通らない所ですが、仕方ないので我が家
で請負業者に頼み施工しないとしょうがないと思っている所です。よそではどうなっているのでし
ょうか？3 軒上は道を通られるので自分でされているようです。 （男性・70 歳以上）
○緑と自然を活かして、大人と子供たちがふれあえる様な公園、広大な芝生、噴水、近くに図書館、
一年中を通してイベントがあったりすると、楽しそうな活気のある街のイメージを受けると思いま
す。 （男性・30 歳代）
○小さな事だが、犬の散歩の件です。皆様ビニール袋を持っておられますけど、ただ持っているだけ
で犬が糞をしてもそのまま知らん顔していかれる人を何人か見かけました。一言「糞を持っていか
れないのですか」と声をかけますと、睨まれましたので自分で始末しました。今でこそ永国寺の通
りは尐しきれいになりましたけど、数年前は犬の糞で大変だったと記憶しております。人吉に遊び
に来ていた友達が「あの通りきたないね」と言っていた言葉に恥ずかしい思いをしました。犬を飼
っておられる 1～2 人の為に皆が迷惑します。人吉の美しい町作りと糞の持ち帰り運動をお願いしま
す。 （女性・50 歳代）
○子供達が遊んで学べる場所を作って欲しい。公園と図書館のようなものを同じ敶地に作って欲しい。
ちょっとした物づくりができたり、色々な事を体験出来る施設もいいと思う。 （女性・30 歳代）
○大きな公園（遊具がある）が尐なく遠く（郡部）まで出掛けるために市内にもほしい。休日に子供
達を遊ばせるのに大変なのでなんとかならないかと思う。 （女性・60 歳代）

○「人吉タウンバス」と「じゅぐりっとバス」の路線が同じなのは尐し期待はずれ。
（女性・60 歳代）
○先日、小学生が歩道のない道を車とギリギリにすれ違っているのを見ました。人吉にはまだまだそ
ういう道がたくさんあるかもと改めて考えさせられました。日々、良くなるようお仕事をされてい
る事は尐しずつ良くなっているまちなみを見て思っておりますが、安全、安心を私たち市民にいた
だく事をこれからも楽しみに見守っていかせていただきます。 （女性・30 歳代）
○「じゅぐりっと号」や「さるく号」など、観光客向けのバスを導入されたことは非常に良かったと
思い、私も利用しています。それと球磨川下りをして渡から人吉へ人々を送るバスが今までなかっ
たのに、そのバスも今度から出て良かったと思います。でも、バラ公園を廃止して駐車場にされた
のは残念でなりません。それから、ひなまつりやＳＬで賑わっている時に、からくり時計まで止め
てしまうのはどうかと思いました。 （女性・20 歳代）
○路面状態が非常に悪く、ツギハギ工事が多く改善がみられない。高い税の割に何も良い所がない。
（男性・20 歳代）
○人吉-亓木線の人吉、相良、山江の接点である肥後園芸用土前の信号機は、夜間も通常作動している
のに、農免道路のスタンド前の信号は午後１０時からは点滅作動になっているのはどうしても解せ
ません。インターのそばでもあるし、交通量は絶対に多いはずです。一考をお願い致します。 （男
性・60 歳代）
○「SL 人吉」が注目されているが、ほとんど素通りで終わっている。例えば、
「石野公園」
「人吉発船
場」にケーブルカーを引くとか、自然の美しさだけではなく、それに付加するようなものを考えて、
人が集まるようにしたら、尐しずつ、人吉も良くなっていくのだと思う。
「SL 人吉」もアイデアまで
は良かったけどその先のことまで考えてほしい。 （女性・30 歳代）
○町の箇所々に花を。花いっぱい、片隅にも花いっぱい。 （男性・50 歳代）
○ゴミの件ですが、大きい家具の不用な物が出た時等は、お金を支払って業者を呼んでゴミ捨てしな
ければいけない事がとても不満です。私は福岡の方から来ていますが（23 年前）
、月に１回廃品回集
で粗大ゴミ回収を市の予算でしてほしいと思います。 （女性・60 歳代）
○市内を流れる御溝の整備に依り、水資源、観賞にする美化を図り、市民の目を肥やす。水系に魚を
放流し、眼を注目させ意識の昂揚を図る。 （男性・60 歳代）
○球磨川が汚なく、球磨川下りなど勧めたくないほどになっている。下水（特に川の上流）の増加や
ゴミの削減等をおこなってほしい。 （男性・10 歳代）
○紅取丘～鹿目の滝～高塚山ルートの開発と整備。 （女性・60 歳代）

○球磨川、山田川は土石が堆積しています。草ぼうぼうで木まで植っております。川底を堆積した土
石を取り除いたなら各川、溝などもきれいになるのに。 （男性・70 歳以上）
○子どもの遊べる公園などの整備。駅前の活性など。 （男性・40 歳代）
○主要幹線道路は良く整備されているが、町内の市道は荒れている。もっとパトロールをして、道路
整備をする予算を充実させ、快適な街づくりにして活かして欲しい。 （男性・40 歳代）
○現在、観光地にするための整備を中心に進んでいるように感じますが、それよりも先にやるべきこ
とは、住んでいる人達が快適にくらせるようにする事なのじゃないでしょうか？子供を遊ばせられ
るような公園もほとんどない（遊びに行くのはほとんど市外の錦や渡の公園）
。小学生が自分で行け
る場所に図書館がない（願成寺駅の図書館ほとんど閉まっています）
。働こうと思っても、病気の時
に子供を預ける所が無いためすべて断られる（病時保育やサポーター等の利用は金銭的に負担が大
きすぎる）。 （女性・20 歳代）
○人吉市水の源となる上原田水源地がありますが、その場所を一般市民に知ってもらいたく、何か一
年間を通して行事等（たとえば水の事又水に関する事～販売）を設けてもらいたい。大畑梅園もあ
るし、人間にとって水は大切です。 （男性・60 歳代）
○観光バス「じゅぐりっと号」は利用している人も尐ないのでやめていいと思う（支出のムダ）
。現在
の敗政状況はよくわからないが「ハコモノ」の施設は作らないで欲しい。健全な自治体の財政運営
であって欲しい。自然エネルギー、再生エネルギーを自治体が導入し、推進していく取組をして欲
しい。 （男性・30 歳代）
○産廃処分場の異臭はどうにかならないか？子供達の体に悪くなるのではないか？ （男性・50 歳代）
○球磨川をのぞむ市城跡からの景観はとっても良いと思います。この素敵な場所を生かして観光に繋
げて欲しい。 （女性・50 歳代）
○町を汚さないよう、１人１人の意識が大切ではないでしょうか？整備しなければならない所は仕方
ないとして、
“ムダ”は無くした方が良いと思います。 （女性・50 歳代）
○道路がでこぼこで自転車でいつも転びそうになるし、歩道がないので道路の整備が必要だと思う。
球磨川はとってもすばらしいと思うので、人吉駅からもっと歩いて、楽しめるまちなみに出来ると
いいと思う。
「小京都」と言う位なのに、案内不足で分かりづらいと思う。 （女性・50 歳代）
○球磨川をもっときれいにしてほしい（ゴミ、水）
。 （男性・30 歳代）
○まず子育て子育てと言っても子供と自由に遊ぶ（時間かけて）場所が近隣市町村よりも务っている。
遊ぶ運動公園もなく、村山公園下のすみれ公園横とかに遊具や大きなスベリ台とかもっといっぱい

楽しめるのを設置してほしい。他市では休みの日は子供連れで公園にいっぱい人が集まっています。
人吉はただ車が止まっているだけで、遊ばせているのも無気味な所が多いです。是非親子連れで行
ける所がほしいです。 （男性・30 歳代）
○夜に人吉ＩＣで下りて市内中心部に入る際、鬼木町角～南泉田～水の手橋の通りにしても、瓦屋町
～駒五田町へ抜ける通りにしても、街灯が無くて本当に暗い感じです。これでは、人吉に入ってく
る人も、帰る人も寂しく侘びしい思いがするのではないかと思います。市の財政も厳しいのは分か
りますが、これ等の道路際にいくつかの街灯が欲しいという気持ちです。 （女性・60 歳代）
○災害（事故）で交通がマヒして陸の孤島となるのが残念です。 （女性・70 歳以上）
○公共施設の中に映画館を作ってほしい。連日でなくても、月、水、土、日に 2 回公開。最新作等は
とても興味があるのですが、無駄な時間使って八代まで行かなければならず、ついつい見逃し、挙
句の果ては熱もさめた一年後に上映という、もう見る気もなくという有様です。 （男性・40 歳代）
○道路網を整備して観光立地を活発にして人吉を再アピールする。 （男性・50 歳代）
○インター前の道路整備を大至急し、渋滞をなくすること。道路標識(特に観光者の標識）はもっと分
かりやすく。 （男性・60 歳代）
○最近、たまたま人吉駅に寄ってみると、雰囲気が前と変わっていてビックリしました。茶色で統一
され、レトロな感じで私は好きです。これからも、人吉らしさが出るようなまちづくりを頑張って
下さい。私は今、進学して家にいないので、たまに帰ってきたとき楽しみにしています。 （女性・
10 歳代）
○道路の整備がまだ進んでいない所を尐しでもやってもらいたい。崩れかかっている所があります。
（女性・60 歳代）
○「じゅぐりっとバス」など市内ばかりでなく遠隔地（大畑など）
、交通の便が悪い所程必要だと思い
ます。 （女性・10 歳代）
○小さい子供達が安心して遊べる公園や芝生だけの広い公園がほしい。公園は何か所かあるけど、薄
暗く、高校生や大人がいたり尐し怖い感じがある。 （女性・30 歳代）
○昔の人吉城跡あたりは、三の丸、二の丸、本丸とちょっとのどかなデートコースで、テニスコート
があり子どもたちを連れて、しいの実や紅葉見学がてらのピクニックコースで、球磨川はカヌーで
なく、カップルが舟遊びを楽しんだり、グラウンドでは、広々としていてソフトーボールやスポー
ツ大会がもっとのんびりと楽しめていたと思います。球磨川の「どよーん」とした流れでなく、清
流に戻してひと昔、ふた昔の風景を土台にして人吉市のまちづくりを発進されたらいかがでしょう
か。田中市長はよくは存じませんが、期待をしているのですが。 （女性・50 歳代）

○市内またはそれなりの所に温泉施設が有れば良い。家族でゆっくりと出来る所。 （男性・50 歳代）
○現在、駅前広場が改良されていますが、これを有効活用する為にＪＲとバスの連絡を密にすること
が重要だと思われます。また、人吉は若者が期待して訪れることが尐ないようです。現在のサイク
リングロードを充実させ、眠った状態にある貸し電動自転車で健康作りなど、球磨の自然をＰＲす
ることも一策だと思います。また近隣町村との連携を密にすることも必要です。市街地の景観を良
くすることも重要です。電線を地下に埋め、道路に降った雤水の利用も考え、夏期の市房ダムの涸
れを思うとき、植林などで自然環境も考えるときに来ているように思います。 （男性・70 歳以上）
○球磨川、山田川など自由に川遊び出来る場所がほしい。自然を生かした物、植林や木炭焼きなど森
林を増やす。ＳＬのお客さんを人吉市内にお迎え出来る町にしたい。栗、椎茸など生かす。 （男性・
70 歳以上）
○子育てをするにあたって、公園がなく、人吉市に自由に遊べる場所を作ってほしい。 （女性・30
歳代）
○市道は良くなってきていますが、国道の改善などは、県や国への働きかけはなされているのでしょ
うか？郊外の自転車道、歩道をもっと良くしてほしい。 （女性・50 歳代）
○汽車はいらない！まだ他にあるはず。 （男性・50 歳代）
○市内を巡回しているバス「じゅくりっと」
「……」名前は思い出せませんが、どうして農免道路（上
林、中林、下林、温泉町、中神）方面は走らないのでしょうか。お年寄りの方は病院、買物等、不
便だと思います。中原方面もバスが走りますようお願いします。 （女性・60 歳代）
○道路整備が市中心部と周辺部に大きな格差があると強く感じている。 （男性・70 歳以上）
○段差のない店と街。 （男性・30 歳代）
○同じ所ばっかり工事しすぎ。そんなのにお金使わず、子供や高齢者の為に使って欲しい。 （女性・
20 歳代）
○市役所を人吉駅周辺に建設すべき。老朽化も進んでいるし、未来の合併の事を考えて早急に対忚す
べき。地震が起きたら大惨事です。交通機関がすべて機能していない。 （女性・30 歳代）
○市内に相良村の茶湯里温泉に匹敵する温泉を建設して、付加価値の高いものを誘致する。市内の温
泉経営者には行政が助成を考える。亓木村から人吉間の川下りが出来るように川辺川の工事をする。
（男性・70 歳以上）

○街路樹を通りによって統一してみてはおもしろいのでは？例えば、桜通り、梅通り、桃の花通り等。
（男性・70 歳以上）
○人吉も温泉センターが１つ位あったらいいなあと思います。一勝地、山江、湯前等々に時々行って
います。人吉方面から他の人も行っています。 （女性・60 歳代）
○駅前のバラ園が無くなったのはとても残念です。魅力がなくなった。子連れで利用できる飲食店の
充実。 （女性・30 歳代）
○市内の道路が広く美しくなった。川、神社、焼酎などいいものがあるので家族で遊んで楽しめる場
所、目玉となるものが有ればもっと観光客も増えると思う。 （女性・50 歳代）
○蒸気機関車、往復（市内巡りバス付）等に力を入れてみたら？熊本→人吉の便。 （女性・50 歳代）
○人吉を花の町にして観光客を呼びこむ。球磨川の堤防沿いに桜並木が続いていたらきれいだと思い
ます。川下りの人たちが見たら喜ぶのではないでしょうか。あちこちにしば桜を植えるとか。 （女
性・50 歳代）
○九日町は色々な面がまとまっていない。例えば街路樹にしても店並にしても、まち全体が人吉駅を
中心としてまちづくりに力をいれ、人吉駅を交通の元（センター）として、人吉球磨の商店街にし
たら良いと思います。また、各施設があまりにもバラバラな所にあるのでまとめること。石野公園
は、国道２１９号・２２１の分点ですので道の駅にしてほしかった。そして温泉センターでも作っ
てもっと人吉温泉をアピールしたらどうでしょうか。 （男性・60 歳代）
○市街地整備をして観光に力を入れるべき。 （女性・20 歳代）
○人吉駅前に構内食堂や、土産物（人吉名物）がホームを降りたらすぐに買える所を作ってもらいた
い。他県の方の要望でいつも聞きます。段差のないホーム（駅）→願成寺駅まで行かないと乗れな
い。電動式の車いすの設備も必要になる事が増えてくると思う。 （女性・50 歳代）
○三五グリーンランドのようなものを作る。球磨川土手に桜の植樹。 （男性・60 歳代）
○市街中心だけではなく地域にも目を向けていただくと名所はたくさんあります。それの掘り起こし
をされては。 （女性・30 歳代）
○自家用車のお客を人吉に止めるには、温泉のある道の駅等はどうですか。 （男性・60 歳代）
○大畑地区にインターネット環境を早急に整えて頂きたい。住んでいて大変不便である。他の市民の
方と同様に市民税を納めているので当然であると思う。 （男性・30 歳代）

○球磨川の城内から見てホテル側の緑が尐ないように思う。緑のまちにしてほしい。先日、村山公園
に行き、よく整備してあるのが良かった。つつじもきれいでした。 （女性・60 歳代）
○人吉市内だけでなく大塚から上も家があります。雪の日、大雤の後など道の整備お願いします。で
きるだけ早めの対忚お願いします。 （女性・20 歳代）
○地球温暖化を緩和するために、また空気清浄のためにも街路樹を増やしたり、各家庭で植林したり
して森の小都市といわれるまちになれたらいいと思います。 （女性・70 歳以上）
○環境という点で買い物時のビニール袋の事ですが、環境という言葉ばかりでマイバッグを持って買
い物に行っている人はいっこうに増えてきていないと思います。他県ではマイバッグ持っていくと
２円なり５円なりと差し引くシステム、あるいはビニール袋代として買う人がお金をいくらか払っ
ているというシステムを取り入れています。人吉でも市の呼びかけでやらないと（もしかしたら私
が知らないだけかもわかりませんが）先へ進んでいかないような気がしております。スーパー、公
共施設の身体障害者方用の駐車に平気で車を止めてあるので、広報等で意識改革に努めてほしいと
考えます。 （女性・60 歳代）
○交通安全対策の整備に力を入れてほしい（ガードレール設置、道路改修、信号機、カーブミラーの
設置及び改修等）
。 （男性・50 歳代）
○道の駅を作ってもらいたい。 （男性・50 歳代）
○歴史的な街並み整備の検討を行ったらどうかと思う。 （男性・50 歳代）
○五ノ口から青五へと御溝が流れていますがヘドロと悪臭の川となっているようです。人吉は公共下
水道というとても素晴らしい事業が着々と進んでいると思います。そこでどうでしょう、駅前の開
発に併せて、御溝に魚を錦鯉の川にしてみては。国宝青五神社の池へ相良家別邸へと続く流れを観
光化できないものでしょうか。 （女性・50 歳代）
○大雤が降ったら道路が川のように流れます。町中でも雤水溝が小さくて雤水が溢れています。今迄
も市会議員方３人と町内会長様にお願いしましたがそのままになっています。田舎でもこの様な溝
はありません。家の中の溝でもさえも作ってフタをかぶせています。父の時代からずっとお願いし
ても出来ません。我々の声も聞いて下さい。色々お願いしたら近所の署名を作って出してくれとの
こと、そんな事をしなくても来て見てもらえばわかります。どうか市長様是非お願いします。長年
の悩みです。近所の人もみんな困っています。市の道路拡張にも協力していますのでどうかよろし
くお願い致します。市民の声も取上げて下さい。 （男性・70 歳以上）
○駅から温泉町に立っている木はいらないと思います。もっと違う物にして季節ごとに美しい並木に
してほしい。 （女性・40 歳代）

○道路標識がわかりにくい。観光で他県から来た時に標識で目的地がすぐわかるようにするとよいと
思います。せっかく大橋が立派できれいになったけれど、その両側の道路が狭く、曲りくねってい
るので、道路整備を考えてみてはどうかと思う。産交バスの走らない地区（市街地から離れた地域）
で予約制のコミュニティバスの運行は無理でしょうか？ （女性・40 歳代）
○九日町通りに市営住宅を造って欲しいです。高齢者も若い世代も入居できるような住宅です。近隣
の町村に多い戸建だと小さい子供も身体の不自由な人でも住み易そう。もちろん妊婦さんも。理想
は自家用車無しで買い物に行ける便利なまちです。 （女性・30 歳代）
○家を水洗にしたいのですが本道からはなれているので莫大なお金が掛かり、する事が出来ずお客も
トイレの事を考えると呼べない状態です。行政でも考えて頂いて尐しでも早くすることが出来るよ
うお願いします。 （女性・60 歳代）
○石野公園内にもう尐し楽しめる場を考えてほしい。九日町を活気ある商店街に（駐車スペースがあ
るといい）。 （女性・60 歳代）
○人吉駅広場にイベント会場（コンサートができるもの）があったらいいと思います。石野公園は車
がないと行けないので。 （女性・60 歳代）
○一度人吉に来られた人がもう一度訪れたいと思って下さるような水と緑の美しい情緒ある観光都市
を作って欲しいと願っています。 （女性・70 歳以上）
○市の発注工事において工期がズサンである。もっと計画のある工期をくんでほしい。 （男性・50
歳代）
○せっかくの公園に犬の糞があり、安心して遊べないのが残念です。 （女性・40 歳代）
○人口を増加させる事。石野公園をもっと活用してほしい。ディズニーランドの様な楽しいアトラク
ション遊戯施設等、内外から来て、
「また行こう」と思える場所にしてほしい。人吉球磨は、家族連
れで外の所に行ってしまう。地元の人間が楽しくなければ他の地域からも来ないと感じます。 （男
性・40 歳代）
○他の土地にいる人が人吉に積極的に住みたいと思うようなまちづくりを進めてほしい。水がきれい
なことをもっと推していってほしい。 （男性・10 歳代）
○孫を連れて遊びにいくとして、動物園、水族館、遊園地、映画館、大型ショッピングセンター、遊
具施設の整った公園、遊べる温泉センター、美術館、博物館・・・。人吉市には悲しいかな何一つ
ありません。外に目を向けた観光や文化交流も大事ですが、まず、市民が人吉に住んでいてココは
楽しい、充実していると思うにはどうしたらいいでしょうか。九日町通りも発想転換を期待してい
ます。 （女性・50 歳代）

○週に数回、約３㎞のコースをウォーキングします。３月下旬の球磨川沿いの桜はすばらしく、感動
しながら歩いています。しかし、気になることが道路に犬のフンが多くなったことです。飼い主は
マナーを守って散歩してほしいものです。行政からの働きかけでどうにかできないものでしょう
か？（女性・40 歳代）
○市の行政は特に悪い。廃棄物の工場をなぜ他の場所になぜしなかったのか。出来なかったのか。人
吉市のまちづくりには何にもなっていない。人にもやさしくなかった。 （男性・60 歳代）
○イベントものばかりに目を奪われることなく、人吉市の一番の基盤をなしている自然にしっかり目
をむけること。 （男性・70 歳以上）
○人吉は地方の小さなまちですが、球磨川をはじめまだ多くの自然が残っていると思います。そんな
自然を生かし都会では体験できない多くの魅力をアピールできたらと思います。 （男性・30 歳代）
○新町地区の市道改良工事に伴う用地買収については新聞でも報道されていましたが、住民監査請求
に見られる様に、工場の買収金額がはね上がるなど用地買収交渉の経緯について釈然としない気持
ちを持っている市民は多いと思います。いかに時間が経過しても毅然たる態度で臨んでほしかった
と思います。今後はよほど腹を決めて交渉に当たってもらいたいと思います。 （男性・60 歳代）
○私が居住します市役所別館前の市道の維持管理についてですが、この道路は十数年前に路面を掘り
下げて路盤を強化した上で舗装され、その際に車道端から側溝へ雤を流すための「排水桝」が設置
されましたが、設置以来一度も「排水桝」の点検がなされていないのが現状です。私は年に１～２
回自宅敶地に面している２ヶ所の桝を清掃していますが、開いて見ると内部には１年でこんなに堆
積するものかと思う位大量の土砂が堆積して桝から側溝へ導く歩道下の塩ビ管のわずかなすき間を
雤水が流れている状況です。歩道部分は敶地に面した所は随時清掃しますが、車道部分に設置して
ある排水桝については車にはねられる危険性もありますので道路管理者である市において年に１回
梅雤前に是非点検、土砂除去を行って下さい。 （男性・60 歳代）
○自然や景観を大事にすることはとてもいいことだと思います。でも今の人吉は「さびれた寂しい町」
というイメージが。せっかくのいい温泉、球磨川をもっとアピールして、自然と調和した大型の施
設や公園など作って欲しい。観光目的もはっきりするし、地元の人も「ここがおすすめだよ」と言
いやすくなるのでは。１年前に人吉に越してきましたが、地元の人が情報を知らなすぎると思いま
した。また、買い物がしにくいので、駅周辺にも買い物施設があると便利になると思います。 （女
性・20 歳代）
○人吉球磨は自然に恵まれ豊富である。きれいな水はうまい焼酎をつくり、清流球磨川があり、球磨
川下り、そしてそこには鮎が育ち日本三急流の一つ。知らない人はいない。人吉市も単に人吉市内
にこだわらず、郡市町村の皆様と一緒となり球磨郡市の発展に努力すべきと考える。 （男性・70
歳以上）

○朝夕流してある時報の音色が尐し寂しいようです。もう尐し活気あるものは如何でしょうか？ （男
性・70 歳以上）
○狭い道路などでよく見られる路肩のくずれの補修を早急に行ってください。また、水道局の職員の
マナーの悪さは目に余ります。河川の整備（子供の時やっていた魚とって遊んだり、川での水遊び
が今の川では出来なくなってきているので、今の子供達にもそんな楽しさを味わって欲しい）
。（男
性・20 歳代）
○現在思っている事は農免道路から２１９号線に通じる道路（二中の通学路）が狭く登下校時等車も
多く、危ないように思います。拡張の予定はないのでしょうか。出来たら通学路の整備をして頂け
ればと思います。 （男性・60 歳代）
○駅周辺がきれいになったが、まだ他の所も考えて四季の移り変わりがあるような所をつくってほし
い。並木道も整備して、実のなる木にするとか考えてほしい。人吉の物産品など考えてほしい。観
て、来た人が、春も来て、夏にも来たいと思うようにしてほしいです。 （男性・70 歳以上）
○先年、友人達と天草の牛深等へ旅行しました。遠見山公園に行きましたら、山腹に雤水を貯めた還
流式の噴水がありました。球磨川の豊富な水で市内のどこかに１ヶ所くらいあっても良いのではと
思います。 （男性・70 歳以上）
○人吉駅前付近の整備について、御溝川から水を引き、夏には蛍が乱舞し、普段は清流に鯉や鮎等が
泳いでいる水辺整備。 （男性・60 歳代）
○球磨川をフルに活用すること。カヌーの合宿地ほか。 （男性・60 歳代）
○水害、台風の時期に瓦屋町の御溝沿の家が水害になるので早く対策を取ってほしいです。一級河川
なのか立ち退き問題も進められていない。 （女性・40 歳代）

４ 観光・産業
○仕事があれば親と一緒に暮らしたい。 （男性・10 歳代）
○市中心街の商店街の活性化を望む。周囲の大型店に負けない魅力ある商店にしてほしい。サービス、
商品の充実など。 （女性・60 歳代）
○観光においては「じゅぐりっと号」など、観光客が喜びそうな機関の活用もなされていないようで、
惜しい気がする。農業生産が多い地域で荒れた土地が多くあり、有効活用ができないものかと思う。
例えば、飼料高騰により畜産農家は自家飼料生産を望む人も多い。放棄農地を借りる事について行
政が間に入ってくれれば、お互いにメリットがあるのではないかと感じている。 （女性・40 歳代）

○市内のシャッターを見ると淋しくなり活力ある商店街を期待します。若者達の働く場所がなく人口
も年毎に減尐しています。何かよい案を。 （女性・70 歳以上）
○（いらっしゃいませと、また人吉・球磨へ来て下さいの意味で）観光バスに手を振る子どもたちが
いると好感が持てる。おひな祭りシーズンがありますが全国で同じ事をやっているので、人吉は九
日町通りを通行止めにして人間おひな的な飾りをつくる。ビルと同じくらいの巨大なおひな段をつ
くる。金は掛かるが変わった事をしないと TV も新聞（全国）も食いつかない。 （男性・40 歳代）
○市内に大きなスーパー店をもってくる事。大企業を誘致。 （男性・60 歳代）
○観光を重要とするならば、客が飛んで来るような整備がほしい。 （男性・70 歳以上）
○若い人たちに仕事が無いため、商店街に活性化がない。 （男性・50 歳代）
○人吉の目玉である球磨川が漁業組合員だけの利用場所となっている。一般の人でも自由に魚を釣っ
たり、レクレーションで使える様になれば人吉の活性化につながるのではないか。（男性・60 歳代）
○温泉施設が散在している（これも特徴かも）ので観光客の方に尋ねられたとき困ることがある。色々
な事情があるのだろうが、人吉の顔としての公的温泉施設が欲しい。 （女性・50 歳代）
○商店街の空地が多いので、もっと温泉町として活気ある街にしてほしい。常に商店街の一角で何か
の催しなどがあったら人も集まるのでは。温泉が有るのだから、足湯なども作ったら誰でも行ける
ので良いのでは。 （女性・70 歳以上）
○駅前の開発はいいと思いますが、からくり時計が１時間ごと作動するよう設定してもらえれば観光
客の皆さんに喜ばれると思う。昼間の観光もいいですけど、一泊してもらう夜の観光にも力を入れ
てもらいたい。 （男性・60 歳代）
○若者が残れる仕事をつくってやる事が第一と考えます。 （男性・70 歳以上）
○不安なことは温泉のことです。ずっと有るものなのでしょうか？人吉温泉は大丈夫なのでしょうか。
魅力にも可能性にも一番書きたかったのですけれど、周りの掘り直しとかＴＶでの「危機」で心配
になります。趣のあるいい銭湯が泣いているようです。全ての質問で「重要度を～」は全部なのに！
と度々思いました。 （女性・50 歳代）
○九日町通りのアーケードが外れて明るくなった。それと同時に建物の痛みが目立つように思う。汚
れたビルのカベ等、見た目が良くないと思う。観光客に美しい街を人吉の思い出となるように努力
して欲しい。 （女性・60 歳代）

○熊本市や鹿児島にしかない２階だての大型ショッピングセンターができれば、町、市がもっと賑や
かになると思う。今の人吉市にはない大型ショッピングセンターを作ってほしいと孫や地域の子ど
も達も言っていました。是非作ってほしいと私は思っています。 （女性・70 歳以上）
○市の中心部の町づくりを考え、地域活性化できるような取組を行うと良いと思います。 （男性・30
歳代）
○若年層の中でも近年、人吉は”九州圏内で唯一ラフティングのできるところ”として知られるよう
になり嬉しく思います。人吉はＳＬや歴史ある社寺仏閣があり、それらに関心のある老年層の方に
はゆっくり観光できてよいと思います。しかしながら、上記の若年層観光客はラフティングのみを
楽しんで、他県や熊本市内で宿泊、また日帰りのプランで来人のようです。若年層をターゲットに
した観光開発に取り組んでいけたらと思います。今回無作為に選ばれ、アンケートや意見を書くこ
とができて非常にラッキーでした。田中市長が就任されてから、市民をも巻き込んだ市政の取組、
「人
吉」づくりをとても感じます。人吉市民一人ひとりがまちづくりに対して関心を持つ良いきっかけ
になっていると思います。
（女性・20 歳代）
○景観、温泉のまちであるので、観光客は子供連れではなく、年配のグループとか女性のグループが
多いと思います。特別な何かではなく、ゆったりとしたまちであることが重要な気がします。今の
人吉が好きです。 （女性・40 歳代）
○もっと都会にしようぜ！！ （男性・10 歳代）
○新鮮な野菜類が購入できますが、おいしい野菜にはもう一歩だと思う。味に対してのプロの農家の
育成が必要だと思う。竜北の道の駅は実に充実していると思う。 （不明・不明）
○今の人吉は観光ばかりに頼るしかない状況。しかし、市民の生活を改善するには第一次産業や第二
次産業の育成が必要であると思う。地に足のついた政策がないと長く続かないし、今の人吉の経済
状態は最悪である。
「花を取って実を取らず」が今の人吉でなかろうかと思います。大分の日田、鹿
児島の川内などの様な企業誘致が課題だと思います。 （男性・30 歳代）
○湯の町人吉をもっともっとアピールすべきと思う。 （女性・70 歳以上）
○大型ショッピングモールや全国チェーンの店（食べ物）の出店等がさらに進めば居住者は増えなく
ても人吉に遊びに来る人は増えるのではないでしょうか（全国チェーンの店は行政がどうするわけ
でもないのでしょうが）
。新幹線全線開業も近くなってきたことですし、鉄道の利便性が高くなると
よいですが経済的にも難しいでしょうね。新たな名産品（特産品）の開発にも期待したいところで
す。 （男性・30 歳代）
○中心街の活気がなし。 （女性・50 歳代）

○過疎化が進んでいる為もっと若者が人吉市に残る働き場、ショッピングセンターの充実他、働き場、
工場誘致が必要と思う。市外からの来訪者に対し心からの笑顔で接する。企業誘致による若者の定
着。 （男性・40 歳代）
○家族づれでお金を使う場が尐ない。 （女性・40 歳代）
○九日町をもっと繁栄させてほしい。 （女性・20 歳代）
○普段生活するのにはのんびりして良い所だと思いますが、買い物や映画といったレジャーになると
市外に出てしまいます。 （女性・30 歳代）
○人吉は何といっても温泉があること。別府のように湯けむりが見られれば最高であるが、それがな
いので温泉の街のイメージが薄れているのは否めない。それで、人工的に何ヶ所か時間を設けて湯
けむりの見える風景を作ったらどうだろうか。人吉駅を降りて町を見て湯けむりが見えたら、
「ああ
温泉の街に来た」と感じるのでは。 （男性・70 歳以上）
○何と言っても、働く場所。労働賃金はとても安いし、働きたい職場がない。人口も今や３万そこそ
こ。市民のフトコロが潤わない限り、税収も増えず、個々の暮らしも苦しいだけ。その結果、近況
でも自らこの世から命を断った人も何人も居る。今こそ市長を始め、職員、議員も真剣に必死で取
り組んでほしい。 （男性・20 歳代）
○九日町通りのアーケードはどうにかした方がいいと思う。見かけも悪い。
「京セラ」が来て職が増え
ればいいと思う。地元に就職した友人はみんな疲れています。 （女性・10 歳代）
○誰もが就労でき、最低限の生活が出来ることが大切で、働く企業なり場所を作って欲しいと思いま
す。 （女性・50 歳代）
○商店街の活性化。全国的に有名な黒川温泉や由布院よりももっとすばらしい自然（球磨川や国宝青
五神社や温泉）がある街なのに観光客を呼べないのは何故なのか？「ひとよし」と言うネーミング
も素晴らしいのにもったいないと思います。 （不明・50 歳代）
○人吉市はたくさんの観光資源に恵まれていると思うが、やはり活かしきれてないと思う。先日、由
布院に遊びに行ったが、まち全体が巨大なフリーマーケットのようで、おみやげ屋ばかり回ってい
る状態であったがとても楽しかった。特別珍しいとも思わない湖と由布岳があるだけでどうしてこ
んなに観光客を集めるのか考えてみたが、やはり観光客は、観光地に美味しい食べ物と珍しい土産、
その土地ならではの土産を求めていると思う。人吉にも美味しい食べ物や様々な土産があるが、点
在し、観光客の購買意欲を高めてはいない。ストリートのようにお店が並び、駐車場が確保できれ
ば、由布院の何倍も観光スポットを人吉市は持っているので、観光客は増えると思う。行政は頑張
っていると思う。民間の努力がついてきてくれば結果が出てくるのでは。 （女性・40 歳代）

○駅を降りてからの街並みが悪い。昔は人吉のアーケードは賑わいがあったが今はシャッターの降り
ている所が多く、空き店舗などをテナントにして貸してあげればいいと思う。お買物の間など、託
児所とか一時的に子供をあずかるサービスなども。
（男性・30 歳代）
○力を合わせること。魅力いっぱいの人吉ですが系統だっていない。観光客の目で観て、また来たい
という魅力づくりに力を注ぐことが大切。SL で来ても、歩いたりサイクリングしたり観て回れるよ
うな街づくりが必要。 （男性・50 歳代）
○観光ルート作りが必要。歴史を再発見したら人吉は一杯あると思います。 （男性・50 歳代）
○やはり、若い人達があつまるような中心商店街の整備。お祭りなど盛んにあっているが地元の人の
興味が薄い気がする。１つ気づいたことは市内を回る「さるく号」ですが、バス停の運賃、時刻表
の文字が小さい。お年寄りはよく見えないと思います。 （女性・40 歳代）
○若者の仕事を増やして活性化をしてほしい（企業誘致等）
。 （女性・50 歳代）
○雇用を増やす努力。 （男性・70 歳以上）
○若者が人吉に残れる（住みたい）ようにするには、もっと働ける場所が必要で、工場等の誘致も大
事ですが、人吉で作れる農作物、商品等色々な取組をしていく。 （男性・40 歳代）
○最近はいろんな所が整備されていて、市内の雰囲気も変わってきたと思います。多くの観光客が集
まるように、いろんな意見を取り入れてムダのない工事をしてほしいと思います。一番は人吉に来
てくださるリピーターを増やすことが大事だと思いますが、それが何かが難しい課題ですね・・・。
（女性・30 歳代）
○今、若い人も年配の人も仕事が尐なく困っている人が沢山います。市は、もっと働く場所を作って
欲しいです。企業誘致などしてください。 （男性・50 歳代）
○各観光地などを見ると、古き物、新しき物の魅力を十分に保存し、大切に伝えていっているが、人
吉は古くもなく、新しくもなく中途半端な感じという意見を観光客の人に聞きました。地元の人間
よりも観光客の方にどんどんアンケート調査して、それを元に問題点や改善点を出し合ってまちづ
くり（観光）を進めたらどうでしょうか。現在、市ではたくさんの方を雇用されていますが、市内
を廻って観光客の方に直接声を聞いてみるという方法もされてみてはと思います。問題点はどんど
ん変わるものですから。 （女性・70 歳以上）
○市外からの観光客を呼び入れること。 （女性・70 歳以上）
○人吉駅からスタートして、青五神社、九日町、人吉城跡など観光ルートがありますが、歩いて見て
廻るのに目を輝かせる店が一つもない。せっかくいいところがあるので街並みはもちろんのこと、

イベントなどをして歩いて見学される方々の足を止める何かが欠けていると思います。みんなで考
えてみるもよし。広報ひとよしで呼びかけてみては何かいいアイデアもでてくるのでは？ （女性・
40 歳代）
○品性のある観光都市を目指してほしいです。 （女性・70 歳以上）
○若者が働く企業、工場誘致を作って下さい。働く場所があれば人口も増え、まちも活気づくと思い
ます。 （女性・70 歳以上）
○泊まりのお客を増やす努力。温泉地をＰＲし、ふさわしい施設を作る。 （男性・60 歳代）
○寂しくなった九日町をもっと元気に。 （女性・20 歳代）
○商店街は早く店を閉めすぎるので昔の様にもう尐し時間を伸ばして夜でも買物ができるように。特
に九日町、紺屋町等時間延長が必要と思う。 （女性・70 歳以上）
○外に対する地域の宣伝、商品開発を上手くして下さい。良いところがいっぱいあるのにアピール不
足（人吉球磨の人間性？）が否めません。観光で成り立っているまちだと思うので特に重要と思わ
れます。 （女性・30 歳代）
○若者たちが集まる観光地。 （男性・60 歳代）
○温泉町でありながら湯けむりが見えない。偽りでもいいので、人吉駅、まち中に湯けむりを上げた
ら温泉情緒が出るのではないだろうか。市長が以前お話しされていた「温泉町に温泉センターを作
り、湯布院の様な活気のあるまち」のその後のお話しはどうなったのだろうか。 （女性・50 歳代）
○新しく観光地を作るのではなくて、今ある人吉のいいところをもっと伸ばしてほしい。 （男性・10
歳代）
○九日町の商店街の活性化。 （女性・60 歳代）
○若い人が進学等で市外・県外に出ていき、そのまま帰ってこないケースが本当に多いので、市内で
の就職等ができるような環境づくり、
「市内で就職したい」と思わせるような教育の仕組みづくりに
力を入れてほしい。市外・県外への就職・定住に歯止めをかけ、人口が４万人位になれば、何か変
化があると思う。活気づくと思う。 （男性・30 歳代）
○最近のニュースを見ていて心苦しいのが大人の子供への虐待です。いろんなことが原因になってい
ると思いますが、一つは金銭的なものがあると思います。それには働く場所がいります。どうぞ企
業誘致や地場産業の育成などを考えいただきたいと思います。 （女性・40 歳代）

○若者の働く場所の確保。我が家もですが近所を見ても、高校を卒業したら殆んど九州外へ出てしま
う。山江村のケーブルＴＶは、魅力的で行政の情報がよくわかる。高齢者にも好評である。人吉で
も取り組んではどうか？ （女性・40 歳代）
○自然を生かしたまちづくりと年寄りにやさしい安心して歩ける商店街として、会話出来る（客と商
店の人との）こじんまりした気楽に散歩したくなるように。観光客からの話では昼に食事する所が
尐なく、さがすに苦労するらしい。価格が他の観光地より高い。土産品はありふれた何処にでもあ
る品が多く、地元の品がない。 （男性・70 歳以上）
○第一次産業の活性化。市中心部への集客。青五神社など観光資源はあるのに宿泊施設の不足等によ
り、修学旅行に来た学校の宿泊が無く、観光としても市外へ移動している。 （男性・30 歳代）
○企業誘致が重要。雇用拡大が必須。 （男性・60 歳代）
○もっと若者が働ける場所を増やしていかないと、若者がどんどん外に出てしまい、益々高齢化が進
むと思います。若者だけに限りませんが。 （女性・50 歳代）
○広域観光ルートの開発。球磨川（水の手橋上流）に噴水の設置。 （男性・60 歳代）
○人吉市が活性化するには雇用を充実させることが重要と誰もが分かっていながらも、全く進展して
いないのが現状である。よって、雇用を増やすことを最重要課題にしなければ、人吉の人口流出を
止めることはできないと思う。 （男性・20 歳代）
○人口を増やし、集客力（観光客）のアップが重要だと思います。 （男性・40 歳代）
○若い人が働ける雇用の場所がもっとほしい。 （女性・40 歳代）
○人吉は温泉が有名なので、他には無いような大きな温泉センターがあると人が集まり活性化するの
では。先日他県の温泉へ行ってきました。 （女性・50 歳代）
○観光資源の見直し、掘り起こし。 （男性・40 歳代）
○中心街の者達のほとんどが、併せる力が足りない。 （男性・70 歳以上）
○スーパーやコンビニエンスストアの利用が多いが、市民の消費能力知識を高め、個性豊かな商店の
育成が商店街の振興がまちづくりに大切である。観光の基本、原点は市民の心、市民全員が人吉商
店の店長。あいさつ、道案内、笑顔でやさしい親切心が最高のサービスだ！ （男性・70 歳以上）
○人口は尐ないのにお店が多く、仕事を探すけれど年齢で落とされるなど、仕事したくてもない。大
きな工場とか、これと言ったのがないので人口が減るのかなと思います。高校生など出ていってし

まうので、人吉に残れるようにしてほしい。 （女性・50 歳代）
○市街地（九日町中心）がさびれていくのが寂しい。農業は活性化の為に農地の集約を行います。商
業では、そのような発想はできないのか？みんなで話し合い、一元化した建物を造り、周囲には広々
とした駐車場の設置、誰もが楽しく、便利良く、気持ちよく買物ができ、夜は焼酎をおいしく飲め
る市街地作りを望みます。今は二次会に行く気持ちがでてこない。 （男性・50 歳代）
○どこの市町村でもやっている様な策の真似よりも人吉にある経営資源を活用し、流行ではなく永続
できる施策を望みます。日本全国で観光地化を目指し、日本全国が同じ事をやっている愚策は変で
すよ。新幹線が通ってもＳＬが通っても、駅舎が変わっても、人吉・球磨の人々の意識が変わらな
ければ一緒です。 （女性・30 歳代）
○球磨川は日本の三急流の１つと言われていましたが、今では流れは悪いし誇れるものではありませ
ん。今度は岸に木を植えて昔みたいに眺めの良い人吉にしませんか。日田市は人吉の真似をして作
ったと聞いております。きれいです。豆田町のように昔を作ったらどうでしょう。観光客を呼び込
みましょう。せっかくＳＬも来てる事ですし。 （不明・70 歳以上）
○若者が働く所が尐ない。世の中が不景気のことも有るけれど。 （女性・60 歳代）
○人吉球磨地方の文化財、観光地を更にＰＲして多くの観光客を呼び、潤いのある町にしてほしい。
これまでの事業にはなかったことが近年数多く企画されており、集客が増えてくると思い、今後更
なる計画実践に期待しています。 （男性・60 歳代）
○商店街がシャッター通りと化している。観光客が尐ない。昔の人吉はものすごく活気があった。（女
性・60 歳代）
○温泉旅館や商店街がもう尐し協力してイベントや観光事業をしていくと良いと思う。空き店舗や古
い建物（イメージが悪いもの）を無くす。鄙びている印象が強すぎる。 （女性・20 歳代）
○アーケードが無くなり、１日でも早くシャッター商店街への対策が必要と思います。私の希望、夢
は観光案内と情報センターをつくる事です。 （男性・70 歳以上）
○観光地と銘打っている割には観光できるところが尐なく、お客様が再度訪れたいと思われるような
魅力あるものが尐ないと思います。 （女性・60 歳代）
○若者が定住できるように企業誘致・地場産業の振興などに努めてもらいたい。 （男性・50 歳代）
○人吉駅の観光案内所は暗く外から見て何かわからない。人吉の玄関口だからもっと明るく楽しいと
思うように工夫してほしい。 （女性・不明）

○若い人達に仕事があって定住できるまちにしてほしい。 （男性・40 歳代）
○ＳＬ、青五阿蘇神社など注目される事は多くなってきたが、人が市内に滞在する場所、観光する所
が尐ないため、県内外の人に人吉の魅力をよく知ってもらえないと思う。もっとゆっくり過ごして
もらえる場所、もう一度来たいと思う様な観光資源をつくっていかなくてはいけないと思う。 （男
性・60 歳代）
○郊外型の商業施設の誘致。 （男性・30 歳代）
○自然、人間味、地域性（個性）を出した町づくり。プラスお金を生みだす産業。 （女性・40 歳代）
○市内の農村地帯に住んでいますが、今は農業をしていませんが、数十年前には３反の農地を作って
いました。尐子高齢化の時代ですが、農家も子供はいない。いても都会に行っているとか、農家の
後継ぎはしないという農家も多い。親も年をとっている農家も田植え時は忙しい。子供がいても、
親一人で機械・トラクター乗り田植えしている。協力する人がいない農家もあります。尐子高齢化
は全国的な問題ですが、農村の方は厳しい事があります。米作りも農薬・肥料・トラクター機械代、
多くの借金を抱えているとか、親も子供が農家を継いでくれないとか、いろいろな問題を抱えてい
ます。国・県・市も農家の実状を調査して、助けてほしい。協力して下さい。 （男性・60 歳代）
○人吉市のまちづくりは大切なことと思います。若者が人吉に残るようなまち、産業も大事なことと
思います。観光で来人された方が人吉でいっぱいお金を使っていただくように、竹細工、木細工、
石細工なども尐し手近にある材料を利用して、買いやすい金額５００円～８００円位のアイデア商
品を作ってほしい。あとひと工夫をするともう尐し魅力ある「ひとよし」になるのではないでしょ
うか。 （女性・60 歳代）
○企業の誘致をもっと積極的に押し、若者達が地域内に就職が出来るようにして、人口の流失を防ぎ、
人吉がもっと活力ある市政に取り組んでもらいたい。 （男性・70 歳以上）
○年々人口が減尐していくのは、若者が働く場所等がないので工場、事業所等誘致にもう尐し努力を
御願いしたいと思います。 （男性・70 歳以上）
○新幹線開通を控えて「全市民観光セールスキャンペーン」を展開してほしい。
「好きです、人吉！！
あなたに伝えたい」の気持ちで、暑中見舞状、年賀状に人吉の PR 用語を入れてもらったらどうでし
ょうか（広報、ひとよし等で告知活動）
。 （女性・60 歳代）
○まちに統一感がないのが欠点。せっかくＳＬで駅を降りても行く所が離れており、商店の魅力が観
光客にとっては無いのではないか。あくまで地元の人の為の店になっているのでこれは店にとって
も痛し痒しの部分ではないか。 （男性・50 歳代）
○球磨川と青五神社を結ぶ川下りルートを考えたらと思います。発舟場から 10 分、20 分の川下りが出

来ないでしょうか？現状は尐し時間が掛かりすぎ。渡まで行く必要はありません。青五さんの前に
着舟し青五さんに案内すればいいと考えます。舟着場と青五さんまでの参道を整備すれば良い。参
道の両サイドには必ず土産品屋が連なります。一考してください。 （男性・60 歳代）
○人吉市へ来て良かった、また来たいと思える人吉にして下さい。温泉に入り、エステ、マッサージ、
健康グッズと女の人が満足出来るコースがあるといいのでは。 （女性・50 歳代）
○私は現在「よさこい」という踊りをしており、鹿児島・熊本・福岡・長崎と様々な祭りに参加して
います。一昨年は熊本市内で「火の国ＹＯＳＡＫＯＩまつり」の企画から携わりました。そういう
ことを経験していくうちに様々な人に人吉に来て頂きたいと思うようになりました。よさこいは全
国各地に踊り子がいます。九州内外問わずたくさんの人たちに人吉をいいところだと知ってもらう
ためには絶好のものだと思います。せっかく他にはないきれいな景色やお城や温泉、焼酎などたく
さんの魅力があるのにもったいないと思い、どんどんこれらを利用して、
「いい世さ来い」と人吉を
活性化させていきたいと考えています。市の方々とこれを具体的に考え、実現したいと思っており
ます。ご検討の程よろしくお願い致します。
（女性・20 歳代）
○温泉祭やおくんち祭の時期に合わせて人吉の観光イベント等合うように考慮すればよいのでは？
（女性・40 歳代）
○人吉市を観光都市と位置づけて、国宝青五神社並びに奥球磨の史跡等を宣伝し、また、国宝になっ
たので外国の方も見えられると思うので観光案内人のエキスパート等々のような人（せめて３ヶ国
以上話す）を育成して頂き、観光都市人吉市、市街を再開発して道路も大きなものを作ってほしい。
（男性・70 歳以上）
○人吉市内、九日町通り商店街の活性化により、観光地としての魅力が高まるのではないかと思う。
石野公園をもっと人が集まりやすいような催しや用具など工夫が必要だと思う。 （女性・40 歳代）
○若者に人吉に残ってもらえるような魅力のある企業や仕事を増やして欲しい。 （女性・60 歳代）
○暮らしが良くなる町づくり。子、孫が仕事につけるような会社。安心して働けるようなところを作
ってほしいです。 （男性・70 歳以上）
○人吉市で育った高校生のほとんどは就職先が人吉市外になり、若年（青年）層人口が尐なくなって
いる。さらに市内で就職しても所得が尐なく、高い所得を求め都会に移り住む若者が多い。人口流
出を防ぐためにも若者が安定して暮らせるような経済基盤を行政の方で創っていくことが大切。ま
た歴史や田舎に焦点をあてたまちづくり（昭和レトロ、相良三十三観音等（いわゆる過去目線）
）は、
年齢層の高い人には受けが良いだろうが、若者には定着し難い。そのためにも、若者の目が向くよ
うな未来志向型の取組を期待したいと思います。 （男性・20 歳代）
○先日“しっとかん版ひとよし”が配布されました。市内名所の中に鹿目の滝はあっても“布の滝”

がない様でした。 （男性・70 歳以上）
○老人なので殆んど市街地で過ごしていますけれど、田中市長になられてから街中がよく整備されて
きたと感じています。ただ、西九日町のアーケード撤去跡が見苦しいので早くきれいにしてくださ
い。 （女性・70 歳以上）
○「人吉球磨はひなまつり」の時に各旅館等が「おひな御膳」を出しておられますが、ランチの値段
として高いと思います。今の時代、ランチでは 1000 円以内でおいしい食事が出来るなら期間中何度
か利用したいと思います。創意工夫で安くておいしい料理が出来るはずだと思います。あと、女性
はとにかくスウィーツ好きなので、いろいろなスウィーツが楽しめる様にするのも良いのではない
のでしょうか。今の時代おいしい物があるとどこまでも出掛け、行列を作ってでも食べたいと思う
ものです。私も鹿児島まで日本一になった安くて新鮮でおいしいお寿司を食べに行ったり、宮崎ま
でチーズ万十を買いに行きました。人吉にもメジャーになるおいしい食物がほしいものです。鹿児
島で店員さんに人吉から来たと言ったら「人吉って温泉が有名ですよね。高速で通るけど一度も行
った事ないんですよね」と言われました。
「温泉だけでなく他にもいろいろな所があるので一度お出
掛け下さいね」と言いましたが、やっぱり人吉は通り過ぎるだけの所なのかなと尐し寂しくなりま
した。そうならない為にも人吉に行ったら“楽しめる”という場所が必要だと思います。良いまち
づくりの為に頑張って下さい！ （女性・40 歳代）
○若い人達の仕事がないことで活気なく祭りなど寂しさが有ります。 （女性・60 歳代）
○もっと会社や工場を増やして働く場があればいいと思います。定年後も気軽に働く様な場所があれ
ば人生も楽しく過ごせるのではないでしょうか？ （女性・60 歳代）
○外国の観光客をいかに取り込めるかが大切である。その為にも宿泊施設のサービスのレベルを上げ
る事。海外からの交通の便をどのようにしたら良いかなど考えるべき点は多い。九州の観光地の通
過点として取り残されないように。また、商業施設の整備も必要。 （男性・40 歳代）
○ＳＬやお城ブームで以前に比べ、人吉に観光客が増えたのは良い事だと思います。せっかく古い物
が見直されてきたのでブームで終らない仕掛けをしていく必要があると思います。以前に比べ元気
になった人吉市ですが、雇用の方は厳しい状況にあると思います。全国的に不況の時代なので仕方
ないと思いますが、市民が元気でないと市も活性化しないのではないでしょうか。アンケートのな
かで「重要でない」ものは無いと思い、迷いながら記入しました。知らない事、わからない事が多
く勉強不足ですみません。全てをクリアするのは大変なので１つずつ確実なものにして欲しいです。
（女性・40 歳代）
○若者が人吉に住みたいと思っていても働く会社が尐なく、都会へ働きに行かざるを得ない状態であ
り、企業誘致をして頂き、若者が安心して働ける職場を考えて欲しい。 （男性・60 歳代）

５ 市民参画・行財政運営
○市役所に行くと遊んでいる方が多くみられます。まちづくりの中にいる方がしっかりしてもらわな
いとみんながついて来ないと思います。 （男性・20 歳代）
○明るいイメージを作る。
「ゆるキャラ」など考える。 （女性・70 歳以上）
○減税、ムダな公共事業を無くし、予算を繰越し、税金を安くして欲しい。予算は使い切らなくて良
いのでは？外貨を稼ぐべき観光資源の掘り起こし、おもてなしの心、リピーターを作る。 （男性・
50 歳代）
○アンケートの「満足度」のところが答えにくかった。５項目のほかに「わからない」を加えてほし
かった。５段階評価の目的があると思うが、わからないまま無理にそして適当に解答を求めても真
の評価とはならないと考えます。市民の意識の正確なところは出にくいのでは？ （女性・70 歳以上）
○都会から帰って来て、人吉・球磨の人は、閉鎖的でよそのいい意見を聞かない人が多く、他がやり
始めてから取組を何でも始める。とにかく、やりづらいのであまり意見を言いたくなくなる。 （女
性・70 歳以上）
○市役所の窓口に行っても、市役所の職員の方は自分から挨拶をされたことがありません。こちらか
らしても返ってこないときもありました。そういう方たち自身は人吉のまちづくりについての考え
をお持ちなのでしょうか。アンケートをとるのは構いませんがその前に何かなさることがあるので
はと思います。 （女性・30 歳代）
○人吉市がいろんな取組をしようとしていることを、このアンケートによってはじめて知ったことが
いっぱいありました。市役所やその内だけで活動しているからなのか、もっともっと外にむけて下
さい。 （女性・30 歳代）
○市民を引っぱっていける市職員の意識を高める。市民一人ひとりには能力があるが、自発性に欠け
るところがあるので、大胆、思いっきりの良さをどんどん発祥しないと改革はできないと思う。デ
スクワークを着実にやることよりも、街の改革に真剣にとり組んで欲しい。外部から行動力のある
人をとり入れた方がよいかもしれない。インターのバス停留所の充実をして欲しい。インター付近
の充実をし、人吉の玄関のイメージアップを図ったらどうでしょう…！！ （女性・50 歳代）
○国、地方の借金が１千兆もある現在、市ものんのんとしておれません。市民の行政サービスとして
皆さんが存在し、その上に市会議員の皆さんがおられる訳で、市の街づくりを市民に問うのは良く
わかりますが、市会議員の方ももう尐し選挙運動中の熱意があるならば市のまちづくりに協力して
もらいたいものです。市の行政チェックも大事ですが、最後に無駄使いの一掃を望みます。（女性・
70 歳以上）

○広報ひとよしは、いつ私達の手元に届く様になっているのですか。１日発行の物は、10 日以後、15
日は、24、５日位に届くのですが、こんなもんですか。たまには、間に合わない時もあります。 （女
性・60 歳代）
○未来を見据えた計画的なまちづくりを。 （男性・40 歳代）
○人吉市の方々の良くしていこうという思いは伝わってきますが、このアンケートでも質問欄が見に
くかったり、枚数が沢山だったり、このあたりから本当に細かい相手さまを考えたものにしてほし
いです。本当の市民の声が届くようなシステムを！ （女性・50 歳代）
○市職員の身なりをしっかりしてほしい。特に髪型とか服装など見苦しいと思う。 （女性・30 歳代）
○市職員の特権意識と慇懃無礼を正せ。
「いらっしゃいませ」の言葉より勤務態度を正せ。役所に入っ
たとたん不愉快になった。職場内部では上司がパソコンを見ている素振りであくびをかみしめてい
る。仕事をしている姿勢にはとても見えない。民間人より優秀で高給待遇なのに、もっと意識をも
って働いてほしい。職員が多すぎるからこうなる。職員を減らしてほしい。 （男性・70 歳以上）
○まちづくりについての意見とは別に是非、市の行政にひと事言いたい。最近、市職員の不祥事が多
いと思います。まず足元から正してほしい。あと職員の喫煙問題です。喫煙所内でのタバコを吸わ
れる分はかまいませんが、守衛室の横の駐車場の所で職員が立ち話しながら喫煙しています。見て
いてとても不愉快です。ぜひやめてもらいたいと思います。 （男性・40 歳代）
○内容を一寸簡潔にしてほしかった。尐しわかりづらかったです。 （女性・60 歳代）
○なぜ役所に営業部が無いか考えたことがありますか。市民力を強くするために、何が必要ですか。
市民の縁の下の力になっていますか。市民より先に出過ぎてはいませんか。市民に何を求めたいで
すか。政治力では、真の心は動きません。 （男性・60 歳代）
○一部の意見、一部の人だけの言葉でなく、各年齢層の方々の意見を聞いて（代表の意見でなく、個々
人の意見）今後のまちづくりに繁栄して頂きたい。 （男性・50 歳代）
○皆幸せになる活気のある人吉市であってほしいと思います。市役所職員一同頑張ってください。行
政の力は市民の生活に大きく左右されます。私たち市民も長く住める、住み続けたいと思うような
町を願っています。 （女性・30 歳代）
○手伝いする事があれば積極的に協力しますので市民への発信をお願いします。 （女性・50 歳代）
○もう尐し市民の声を聞いた上でまちづくりをしていった方がいいと思う。無駄な工事などしないで、
もっと、市民のため、街の未来のためになるように、お金を使ってほしい。住民が心から愛せるま

ちづくりを市と市民が協力してつくりあげていける計画、企画を出して素敵な「人吉づくり」をし
たらいいと思う。 （女性・20 歳代）
○たまには地方を訪問し、直接住民の苦情等を聞き是正してほしい。地方訪問、すぐやる隊の設置。（女
性・60 歳代）
○今後のまちづくりの道標となる新しい「総合計画」の作業は大変な大事な作業かと察します。計画
策定、お世話になります。
「すべて公務員は全体の奉仕者であって・・・」の通りと思いますが、公
務員に対する風当り等も強まるなかでの職務遂行は大変だと察する所ですが、信念を持って励んで
欲しいものです。 （男性・70 歳以上）
○一般市民も参加出来るような、意見の言える場の設定。アイデアの募集。 （男性・60 歳代）
○人吉市に限らず、まちづくりは市民の手でやらないと活力は生まれないので、行政だけでやろうと
せず市民みんなを巻き込んでいく勢いで取り組んでほしいと思う。良いものはたくさんあるのでそ
れを無駄にしないようにしてほしい。 （女性・30 歳代）
○７０才以上の者には尐し難しいアンケートだと思います。もっと若い人にお願いするといいと思い
ました。 （男性・70 歳以上）
○人吉市が取り組んでいる施策を一般市民にわかりやすく情報説明し、行政と市民と一緒に「自分た
ちのまちづくり」を実施する。 （女性・60 歳代）
○税金の無駄使いをしないようにしてほしい。市役所に行った時に、ぼんやりとして時間の無駄使い
をしている人が割に多いようにみえます。我々の税金を有効に生かして業務を遂行される様に祈っ
ています。血税を有効に生かして下さい。 （女性・70 歳以上）
○固定化されない住民の意見を広く求める。常に１／２の意に従っており、市民のまとまりがない（ま
とまることがない。なかった。
）と思われる。 （女性・60 歳代）
○市民参画の機会が増えつつあり、さまざまなＮＰＯの活動が街を活性化しつつある。市長の市政に
対する方針がストレートに伝わってきて、今後の発展が期待されとても嬉しい。 （男性・40 歳代）
○人吉もだいぶん観光客も増えつつありますが、住民が人吉の良さをアピールできる心構えが出来て
いない。人吉の良さを知らないのだと思います。いろんな人を巻き込んで、例えば、職場に直接ボ
ランティアの協力のチラシを配布し、公募を募るとかできないでしょうか。私達の年代で何かの役
に立ちたいと思っている人たちは多いが、なかなか仕事の合間にどのくらいできるかという不安が
あります。友達を巻き込んでボランティア活動ができたらと思っています。 （女性・50 歳代）
○一般市民（またはその知人）の中には、知識人、著名人よりもはるかに有益な思考、知識を持って

いる人がいるので協力を求める努力をした方が良いでしょう。 （男性・40 歳代）
○日々精進人吉の発展にご活躍頂き、頭の下がる想いです。机上のプランとならないよう祈ります。
（女性・70 歳以上）
○積極的、前向きな活動を支持しています。これから柱になる太い何かが出来ればいいように思いま
す。 （男性・40 歳代）
○質問が難しい。答えが出しにくい （男性・10 歳代）
○意識は充分感じられるので、色々な面で考慮しながら頑張ってもらいたい。
（男性・30 歳代）
○自然豊かな人吉ですが各方面へのＰＲがヘタ！地域の中で楽しむだけでは発展しない。 （女性・40
歳代）
○このアンケートの項目が多すぎます。これほど多くのアンケートを集計するだけでも大変苦労され
るのではないでしょうか。重点項目にしぼって実現へ向けて取り組んで下さい。 （男性・40 歳代）
○熊本県の個人県民税の滞納額が１４億円に達したと云う報道が有り、人吉市の場合はどうでしょう
か。市税は元より、学校給食の入金、市営団地（住宅）の納付の状態はいかがでしょうか。生活保
護世帯が増えている現状をみるに審査にはある程度の厳しさをもって望んでいただきたいと思いま
す。 （男性・60 歳代）
○人吉に住みはじめて７年。いつも思うのは税金・水道代がとっても高く、市民税も高く、働いて子
供を産んで生きていこうにも国や市にお金をとられる事が多く、日々「何の為に働いているんだろ
う」と思いながら子供を育てています。今のままが続くようならば郡部の方が住み易いのかなと思
ってしまう。人吉に沢山の人がくるように考えていただけるとうれしいです。そして市長がもうす
こし市民の声を聞くために保育園（保護者）
・医療機関・お店の方々等に話を聞いて欲しい。期待し
ています。 （女性・20 歳代）

６ その他（総合的な意見、まちづくり等）
○青五神社が国宝になった事により、街並みを整備して観光客を増やす事も大切だが、一番に考えて
ほしい事は人吉市に暮らす人々の豊かな生活を心掛けてほしい。建設業や中小企業に勤めている中
高年は子育てしていけなくなる。昇給もなし、ボーナスもなし、ベースアップも勿論なしでは子供
を塾どころか、中、高生になると学校の部活すら充分にさせてあげられない。本当に苦しんでいま
す。こうした現状をしっかりと知ってほしいです。 （女性・30 歳代）
○人吉城内周辺に土産屋が尐ない。人力車活用を増やしてほしい。小京都人吉らしい市街。ラフティ
ングは大人気。市外から見れば通り道にすぎない。さびれた町が目立っている。目を引くものが尐

ない。
「じゅぐりっと号」
、
「さるく号」は本当に必要なのか？経費のムダになっていないか？魅力に
なっているものや誇れる物が考えないと出てこない。市外、県外の友人等から人吉市は「何も無い
ね」と言われることはとても悔しい。若者の街とはちがう。 （男性・20 歳代）
○近年、青五神社の国宝指定、人吉～熊本間の機関車運行等尐しは東京付近でも知られて来たがまだ
まだの感が強い。今後は他に真似の出来ない球磨川ラフティング等で強調して若い客層を呼び込み
たいものである。新市長になってから、道路舗装の時、必ず新側溝を作る様になって極めて便利に
美しくなった。感謝している。 （男性・70 歳以上）
○工場、商業施設の誘致により、若者の取り込みが必要。他地域への交通の利便性向上を望む。カラ
スがごみを漁るので、ゴミ袋の改善を求めます。 （男性・30 歳代）
○公園を作ってほしい。子供の医療費を 6 年生まで無料にしてほしい。ゴミの分別、リサイクルをも
っと強化する。図書館をもっと本を充実させて明るく楽しい図書館にしてほしい。温暖化ストップ
のためにゴミの分別リサイクルをもっと呼びかけるようにした方がいい。レジ袋も市全体で有料化
などマイバックをすすめる。 （女性・30 歳代）
○一番気になるのは学校を卒業して就職している若者が、健康的で健全な場所での交流できる場があ
ればと思います。道路も大分段差が尐なくなっていますが、ほったらかしになっている道路の見直
しをして頂きたいです。障がい者の方の安全面を考えてのことです。夜暗いところが多いので何と
か明るさがあればと思います。 （女性・60 歳代）
○人吉駅周辺をもっと活性化してほしい。帰省でバスと汽車の時間が同じで駅の前はタクシー、自家
用車、バスで混雑しやすくハラハラしているので新しい駅のホームに期待します。温泉祭があるが、
その日の温泉入浴無料の時間帯が短く、働いている者は住んでいて温泉も無料で入れないので、時
間をもっと夜の 9 時までとか伸ばしてほしい。 （女性・50 歳代）
○物価が高く、市税が高い。企業が進出しやすいよう土地代を安くして人口が増えるようしてもらい
たい。 （男性・50 歳代）
○JRA（場外）を誘致してくれれば、税金が取れて良かったと思う。もう八代にできるので関係ないで
すけどねえ。土日は、宮崎、鹿児島ナンバーの車が来るはずだったのに、惜しかったですね。まち
興しの起爆剤としてはもってこいだった。反対するのは誰にも出来るので、反対する人にはそれに
似合う財源を用意して貰わないと話にならん。あと、病院を回って行くバスが欲しいです。バス代
高い。若い人たちは関係ないけど。人吉は他の町に比べ美しい。城内は皇居と変わらないくらい美
しい。 （女性・70 歳以上）
○まちづくりにおいて欠かせないもの、それは「人」だと思います。最近、とても空き家が目立つよ
うになりました。人吉は家賃の相場がものすごく高いと思います。それでは若い人が家庭をつくる
となると難しいと思います。行政から何とか働きかけて下さり、良くなる事を願っています。 （女

性・30 歳代）
○地域ごとの取組に格差があるように感じます。市全体として、何かできることはないのか考えたい。
（男性・30 歳代）
○山々に囲まれた土地環境のため閉塞感があり、人口流動があまり無いと思う。人吉の特徴を的確に
つかんで上手くアピールできるよう有識者などにアドバイスを求めることも必要と思う。今後、観
光に力を入れて市民にも活気を感じることのできるまち創りがふるさとを愛する気持ちにつながっ
ていくかもしれません。また高齢者も多く、今後人吉市を支えるため尐子化は課題だと思うので女
性にとって子供を産みやすく育てやすい環境を整備して下さい。トイレなどの公共施設は清潔で使
いやすいことが大前提です。特に公園など。また買い物先でのスーパーはオムツ替えができる設備
が整っていない事が本当に多いです。 （女性・30 歳代）
○多重債務者が多いことが気になります。景観も自然を壊してしまい、
「緑と水のおいしい人吉」のイ
メージがなくなっています。 （男性・10 歳代）
○近郊の市町村等からの「チラシ」が新聞で配布される現況を残念に思います。 （男性・70 歳以上）
○大橋ができ、大橋からの人吉城跡の眺めはとても美しいと思います。観光客が増えるのはいいこと
ですが、一部の産業のみ潤うのではなく、人吉全体が潤うような住んで良かったと思うまちづくり
を希望します。そのためには全体の所得水準のアップや福祉・教育の向上を希望します。子供たち
が大人になって人吉に帰って仕事をしたいと思えるような人吉になってほしいです。観光やイベン
トについても外部ばかりへのＰＲや委託でなく、一緒になって盛り上げるためにも地元へのＰＲも
必要だと思います。 （女性・不明）
○残された自然を生かしながら、子供から老人までが安心して生活出来る環境と政策を作り上げて欲
しい。地場産業の活性化で若者が地元に残って働ける様になり、イベント等も盛り上がると楽しみ
です。 （女性・40 歳代）
○今やシャッター街になってしまった九日町通りを、城下町と酒蔵をイメージした商店街にして、外
部からの商店希望者などに提供して、観光客が集まってくるような活気のある場所にして欲しい。
そして、着物そぞろ歩きを日常的に推奨して欲しい。着物文化が好きなので、着物を着る機会を増
やして欲しい。夏の盆踊りも復活して欲しいし、カヌー大会など特徴のあるイベントを増やしたら
いいと思う。そして、県外への宣伝をじゃんじゃんして県外の観光客に人吉をもっと知ってもらっ
たらいいと思う。遠い都会からわざわざ行きたいと思う程の魅力が人吉にはあると思う。特にＳＬ
など。あと、足りない物として美術館（中津留美術館は良かったのに…）が欲しい。球磨総合展な
ど、レベルの高い画家や彫刻家など芸術にももっと力を入れたら、よそから人も集まってくると思
う。 （女性・40 歳代）
○遊んでいる人達、高額年金を受給している人達を活用する。活用されていない土地を利用し、野菜

を育て学校給食等に利用する。コストが下がり、給食費も減り、未納問題も尐なくなるのでは。問
９の誇れるものを記入する事ができなかった。ピンと来るものがない。人吉のいい所は？と聞かれ
ても答えられないという現状がある。かと言って祭事は嫌いだ。お城祭等やめてほしい。 （女性・
30 歳代）
○何も希望していません。私は人吉がきらいです。 （女性・40 歳代）
○田中市長様へ。二期目を目前にされてがんばっておられますが、人吉を変えてください。若い人が
人吉に住めるような町へ。 （女性・60 歳代）
○市民の為に良く考えてよろしくお願いします。 （女性・50 歳代）
○早い時間から暗すぎる。もっと明るい町に。 （女性・50 歳代）
○現在、市が観光に力を入れていることは十分伝わってくる。これはすぐに結果（来訪者数）が出る
ものなので、魅力ある都市づくりを目指す上で方向性としては間違っていないと思う。さらに人吉
を訪れる人を増やすには、各団体（スポーツ、文化等）主催の大会を人吉でできるように、グラウ
ンドや施設の提供を積極的に支援し、環境・施設整備等を行い、人吉の宿泊施設や商店街にもっと
お金を落としていくようなバックアップをしていくことが大事だと思う。そういったところから人
吉の魅力を外に発信していけると思うし、現段階では、そういった団体主催の催しが尐ない気がす
るし、行政と各種団体、民間企業がまだまだ連携できていないと思う。もっと本気になればいろん
なことが可能な市だと思うのだが。体質が古いのでしょうか。 （男性・30 歳代）
○九日町通り整備は遊び心がなく魅力がない。インター付近の農免道路等のアクセス道路の整備。温
泉は多数あるが、ＰＲ不足で集客性（効果）がない。職員の「改善意識向上教育」と「改善提案制
度の導入」等の意識改革、促進。 （男性・40 歳代）
○年度末の工事など考えた予算の配分。九日町・紺屋町は空店が多いのでどうかして明るいまちづく
りをしたら。 （男性・70 歳以上）
○人吉は好きです。 （男性・40 歳代）
○マンション・分譲住宅の乱立。本当に必要なところに道路整備を。情報開示はインターネットでな
く新聞で。 （男性・20 歳代）
○人吉は全体的に住みにくくなっている。物価高、医療と福祉が使いにくい。歩行者、ベビーカーや
車イスが動きにくい道が多い。 （男性・30 歳代）
○子供医療費を小学６年生まで無料化してほしい。労働賃金が上がってほしい。全国にくらべて尐な
い。代表的な大きな温泉センターがほしい。子供の遊び場や乗り物が尐ない。中小企業（建設）の

倒産が多すぎる。娯楽遊技施設が多すぎる。 （男性・40 歳代）
○道路の整備は必要だが、道が広くなれば子供やお年寄りは怖いと思う。車ばかりで人が街を歩けな
い。企業誘致や商店街活性など問題はいろいろあると思うが、お金を使わず市民の知恵でできたら
と思う。 （女性・40 歳代）
○田舎のいい所は自然と人の温かさです。人吉の皆さんは高い目標に向かえば団結できると思います
（低いと足の引っ張り合いになりそうです）
。
「子供とお年寄りに優しいまち」にずっと住みたいと
思うのではないでしょうか。医療に関しては人吉では不安です。また、住宅を購入したいと思って
も、いい土地（宅地）がありません。郊外も便利になれば土地も安く住めると思うのですが。校区
の格差が教育、財力の格差となっているようです。 （女性・30 歳代）
○｢１隅を照らす者は国宝である」と市民１人ひとりが１隅を照らす人となり、一丸となって祖先が残
してくれた貴重な宝を大切に守り、次の世代に引継ぎたいものです。 （男性・70 歳以上）
○市街地は最近きれいになったと思います。でも私が住んでいる地域はまだまだ不足していることが
あると思います。お年寄りが多いので街だけでなく、どの地域でもみんなが住みやすい町にしてほ
しい。人通りが尐ない所や外灯がない所とか、子供たちが通学しやすいようにしてほしい。若い人
達は地元に残らないのはやはり仕事がないからだと思う。ハローワークで紹介してもらっても、若
いからという理由で落とされたり、資格がないとできない仕事がいっぱいで本当に困っています。
実際働いていても人と比較されたり、差別とかあったし、若者のことをもっと考えてほしい。住み
良いまちづくりの前に今若い人たちがどれだけ困っているかわかってください。人吉ももっと若い
人達が盛り上がれるまちになってほしいです。あと市の職員の方は信用されるような仕事をしてほ
しい。安心して暮らせるようになればいいなと思います。 （女性・20 歳代）
○市長がいつも言っておられるように、観光と農業で食える町は本当に大事な事と思いますが、農業
はともかくとして、観光はどこの地域でも一生懸命のようで中々大変だと思います。温泉の湧出量
も尐なく、旅人から温泉を聞かれても考えなければならないし、見るも尐なく、しかし何らかのア
イデアを市民全体で出し合い前向きに考える事が大事だと思います。数尐ない神社を造る学校に球
磨工業高校があります。生徒さん達が卒業し、数年、数十年後に腕をふるい、それまでに寄附を集
め人吉城本丸建立等いかがなものでしょうか。 （男性・70 歳以上）
○魅力ある市になってほしい。 （女性・70 歳以上）
○青五神社前の道路は歩くだけにしたらいかがでしょうか。池はもっと美しくしてほしい。生活保護
を受けられている家庭、母子家庭等の踏み込んだ調査をしてもらいたい。年金生活者より裕福な生
活をしておられる方も結構おられるのではないでしょうか（特に母子家庭）
。書類のみの調査で済ん
でいるのだと思います（行政上仕方がないのかも知れません）
。広報ひとよしは月１回に出来ないの
でしょうか。２回も出しては無駄だと私達お茶の場ではいつも出ます。ごみ袋は尐し縛るところを
長くして欲しい。しばりにくい。 （女性・60 歳代）

○九日町シャッター通りを活気とセンスのある魅力的な通りに！中津留美術館を素敵な癒しと芸術の
場所に！人吉橋、水の手橋、大橋を、小樽運河やセーヌ河のように直接橋から降りて散歩したり、
芸術家達がフリーに売買もできる場所に！働きたくても仕事のない人に空地を有効利用して農産物
を作らせては！優秀な年金暮しの方をボランティア半分で子供の育成に手助けしていただいて目の
行き届く教育を！心暖かな優秀な医療関係者を集め、良い環境で最新医療を安く利用できるように
お願いしたい。 （女性・50 歳代）
○人口の減らないまちづくり。人口の増えるまちづくり。 （男性・50 歳代）
○空気を汚したり、市民の生活に害を及ぼす工場等は絶対誘地しないでほしい。今まで人吉が守って
きた美しい地域を守り、その中で人を育て、人吉から立派な心を持った人材を生み出してほしい。
よその方から良く言われるのは、人吉球磨の方々は文化度が高いということです。芸術家も沢山い
らっしゃいますが認知されていません。税収が尐なくて、大変だとは思いますが、人吉に住んで良
かったと思われるまち、あのまちに住みたい、あのまちは安心して老後暮すことが出来ると思われ
るようなまちであってほしい。教育委員会は、従来を受け継ぐだけとか文科省の言いなりとかなら
ないで、学校の先生方を雑事から解放し、伸び伸びと子供の教育に従われる環境にしたら、良い子
が育ち、先生方もやり甲斐があると思う。せっかく「じゅぐりっとバス」や「さるくバス」が入っ
たのだから利用しやすいように時間表など市民に配ったらどうですか。いつもいつもほとんど空気
を運んでいるのを見かけます。都会の人はバスに慣れていますから、利用の方法を知っていますが、
まだ人吉の年配の方達は利用法がわからないのではないでしょうか。買い物や病院に行く時に使え
るように地域の足なのですから、使い方も教えて頂ければ、おじいさんおばあさんも外に出て行け
て元気になられるのではないでしょうか。最後に市民の意見を聞いて下さってありがとうございま
す。市役所の方々、公僕の意識を持って頑張って下さい。感謝しています。 （女性・50 歳代）
○2 年の間に人吉が活気づき、城内をはじめ、自然の環境が美しく整備され、頼もしく思っています。
SL も来るようになり、観光客も増えているようです。都会から来られた観光客は皆、
「人吉っていい
所、また、おひとよしで気楽に話しかけられる。こんなことは都会ではありえない。皆忙しそうに
歩いているから。老後はこんなところに来て住みたい」など人吉の評判はいいようです。 （女性・
60 歳代）
○人吉市のまちづくりをしようと思えば、まず為さねば成らぬことは人づくりでしょう。市民一人ひ
とりが人吉を愛し、まちづくりに目覚め、夢と希望と勇気をもって心身を鍛えることでしょう。そ
こからおのずと笑顔が生まれます。人吉の名に恥ないまちづくりです。 “人吉市のまちづくり”を
よくやっておられるのが分かります。 （男性・70 歳以上）
○20 年前、由布院は何の魅力もなかったのですが、由布院の町長さん達全員で町を興し、今は大勢の
観光客で賑わっています。人吉は城内に桜をいっぱい植え、若い人達が好むテニスコート、小さな
美術館、喫茶店、土産品店を町中に作り、もっときれいな温泉施設（ヘルシーランド、休憩室）な
どなど。そして、夏祭りなどは、花火大会の前に盆踊りとか皆様が参加出来る様な楽しいまちにし

てほしいですね。
「人吉は盆踊りがないから寂しい」と言う若い人達の話がありました。これから人
の集まりがある様に楽しい企画を作ってほしいです。 （女性・60 歳代）
○市税を毎月一万円前後払っていても何も見えない。駅前のバラ園をいかしてほしかった。学校（小
学校）廻りの電灯が尐なく暗い。働く場所がない。他県より人吉は娯楽施設、病院が多いと言われ
る。それだけ、遊び人と病人が多いという事。 （女性・50 歳代）
○78 歳ですが、方々旅しましたが人吉が一番よかとこです。現市長は行動力がおありなので、まだま
だ開発の余地は残されていると思います。ＮＨＫで熊本大好きとやっていますが、私は人吉大好き
を強調してアンケートの終わりにします。人吉バンザイ。 （男性・70 歳以上）
○どんなしたらいいかわからない。 （女性・70 歳以上）
○色んなアングルで人吉は開発すれば、まだまだ資源を活用してやることはいっぱいある。現市長の
これからの活躍期待。 （女性・50 歳代）
○道が狭く家まで消防車が入れるか心配である。大企業誘致！！結局、企業からの税金が入らなけれ
ば何もできない。人口も増えないから市も衰退する。 （男性・40 歳代）
○将来を思うと、まず教育に力をいれ、人材育成などと考えてしまう。街を歩くと、このまちは障が
い者にやさしいまちなのかと考えたり、ごみやリサイクルには目を向けているのかなどと思ってし
まう。経済はというと、目立った企業もなく、仕事に溢れている人の数も多く、どうなるのだろう。
何かをやろうとするとお金が必要になり財源はなし。既にボランティアで活動のお手伝いをされて
いる方もいらっしゃいますが、教育、福祉はそういう方を頼るのはいいことだと思います。人吉の
きれいな街並みは温泉もあり癒しになるので、その線を何か魅力を引き出すものを発見できない
か？農家民宿にも力を入れてもいいかもですね。 （女性・50 歳代）
○交通が不便。自家用車を運転出来るまでは良いが、年を取ってからバスとか利用するには不便だと
思う。老人・１人の生活者には優しくないと思う。九日町とか店が閉まっているのは駐車場が尐な
いから。人吉は農産物など色々あるのに上手に売られてないように思う。肉、牛肉、豚肉、しし肉
など安くない。 （女性・50 歳代）
○人吉に住んで半年過ぎたくらいなのであまりよく分からない。人口を減らさないためにも未来を作
って下さい。若い人達が人吉から出ていかないようにと思います。 （女性・40 歳代）
○西駅は小さな無人駅です。人吉駅から一番近い駅で見た目にも淋しい駅です。西駅を通過する時、
観光客の方々に「ウワー」と思えるような温かみのある駅になったら良いと思います。 （男性・20
歳代）
○近くに居酒屋ができたのですが、夜うるさくて寝れない時があります。
「風営法」にのっとって営業

されているのはわかりますが、せめて営業時間を短縮されるか（１０時までとか）
、騒音対策をされ
てはと願っています。ぜひ市のご指導を。 （男性・30 歳代）
○様子を見たい。 （男性・70 歳以上）
○副市長とかえらい人を他県から連れてこなくても県内の人が良いと想います。金も半分で済むので
はないでしょうか？駅のめずらしい建物も壊して、他に作らず、今まで通りにして、駅周辺を変え
るべきかと思いましたが、もっと税金を大切に使って下さい。 （女性・70 歳以上）
○高齢者が今の道路事情について行けていないので、市でタクシー等、高齢者が利用しやすいサービ
スを提供して頂くと周囲の事故が減ると思う。学生のマナーが悪いのが目立つ。映画館が欲しい。
特別養護老人ホームを増やしてすぐ入居できるようにして欲しい。道が悪い。上手な会社に発注し
て欲しい。不満。 （男性・30 歳代）
○旅館サービスが悪い。特に料理が他の都市よりはるかに高価である。食材も悪い。特別目立つ料理
がない。市内中心の商店街に新鮮味がない。温泉の設備が悪い。人吉市内に大きな温泉設備が整っ
ていない。周辺の町の温泉に客をとられている。 （男性・70 歳以上）
○若い者達が住みにくく、退職者が新居に選んで住む現状になりつつある人吉。働いて子育てしにく
い場所でもあるので無理もないと思いますが、安心して若者が住めればと思います。高齢者一人・
二人暮しが多くなってきている今日この頃で、安心して住める暮らせる場もこれから益々求められ
てくると思います。 （女性・50 歳代）
○田中市長に変わってからイベントの取組など住民に働きかけるおもてなしのまちづくりをしようと
する姿勢が感じられます。とても良い方向に進んでいると感じます。娯楽遊技場は減らす。映画、
音楽などカルチャーパレスをもっと活用して文化芸術を高めて人間性を向上させる取り組みを！
（男性・40 歳代）
○県外の友達を人吉に誘うのに何か目指す物（バーベキューや水遊び）があれば友達を呼びやすい。
子供たちは早くから県外や国外とふれあう機会があると、持ち前の吸収力で発展していけると思い
ます。身近な所に英語や韓国語を使用する等（小さな世界旅行が出来るパーク等）。公園や町で音楽
が流れるのもいいですね。 （女性・30 歳代）
○人口の減らないまちづくりにして下さい。 （不明・70 歳以上）
○私は思う、なんとか人吉城を復元できないものかと。市民皆（金）出しまっせ!!そして舞妓さんを
闊歩させたり、木山渕に屋形船ときたらもう最高です。身近なことでは、河川敶の整備で草など荒
れ放題です。失対事業などを利用し除去したらと思います。美しい町になることでしょう。山田川、
万江川も泣いております。 （男性・60 歳代）

○行動力がある人材が必要。口だけの人ばっかりです。 （男性・40 歳代）
○魅力的なまちづくりの為には、住民が精神的・経済的に潤っている事が大事ではないでしょうか？
今の人吉は、人にしても街にしても枯れてしまっているイメージです。雇用問題、最低賃金、働く
所がなくて困っている人も沢山います。あと、家賃等も都会並に高い。これでは人吉に人は集まり
ません。公務員が槍玉にあげられても仕方ないでしょう（天下り、賄賂などの話も聞きます）
。高齢
者の方々も含めて働ける場所の確保や生活の保障等は大事だと思います。お年寄りにやさしい人吉
であって欲しいです。誰もが活々と安心して暮らせるまちにして欲しいです。 （女性・40 歳代）
○建築物等に関する景観条例をつくるべき、総合病院の新築計画があるが、人吉城から永国寺方面を
観た景観が考慮されているのか？もっとアイデアを募って素晴らしい街にして頂きたいと思います。
人吉は、熊本、宮崎、鹿児島の中心にあり、スポーツ、文化のメッカになりうる。三県交流により
宿泊につながれば、経済的に潤うのでは？ラフティング客を宿泊につなげるため、旅行社とタイア
ップし、ツアーを組ませる。 （女性・40 歳代）
○九日町商店街の整備（空店が多い）
。人吉城内の整備（奥の方が暗く草などが伸びほうだい）。観光
の目玉になる事をもっとアピールする事。 （女性・70 歳以上）
○道路交通網が発達していない。人吉のまわりの村地区の方が道路整備されている。人吉のまちづく
りは人にやさしくない。例えば、道路、交差点、小中高の廻りに街灯が整備されていない。このた
め、小学生、中高校生が、夕方暗い夜道を歩いているのをよく見かける。防犯上問題がある。また、
道路を歩いたり、自転車に乗って移動したいが、道が狭く非常に危ないところがたくさんある。あ
さぎり町等の方が、人吉よりまちに見えるのは私だけでしょうか？観光も大事であるが市民が安全
に暮らせるまちをつくってほしい。税金がどこに行っているのか不透明である。 （男性・40 歳代）
○青五神社を機に、観光客を多く導く為に努力する事と共に、情報を提供する旅人が人吉を楽しめる
夜など、何一つ行く所がなく、飲みに行き、飲み放題「２０００円」と明記してあるのに会計のと
きに６０００円ぐらいに成り、トラブル発生と人吉の印象の悪い事が現実に起こっています。私が
店を営業した時、ぼられたと顔色変えて訴えた客が沢山いました。（不明・不明）
○路線バスの便数を大幅に増加して欲しい。野良猫の糞害に困っており、野良猫対策をもっと積極的
に取り組んで欲しい。企業誘致による雇用の増加。 （男性・50 歳代）
○若い人が人吉に残ったり、帰ってきたりすることで、町内スポーツなども活性化すると思う。また、
人吉で生活するよりも、収入や家賃の面、子どもの医療費等で郡部の方が生活しやすいと思う部分
もある。若い人たちが帰って来れるような企業や職の面を充実させて欲しい。福祉は知っている人
は得をするし、知らない人は損をする部分があるので、もっとわかりやすいものにして欲しいです。
でも一番は私自身もそうですが、もっと人吉市について興味を持ったり、知るために努力が必要だ
と思いました。アンケートの質問内容で知らなかったことが多かったので。 （女性・30 歳代）

○若者（若い人達が集まる町作り出来る人材）、バカ者（バカげた様な意見を自由に云う人）
、よそ者
（球磨郡で生まれ育っても一度は外に出て外の空気吸い比較して人吉市はどのように改革すべきか
を考えられる人）
。 （男性・70 歳以上）
○他県の人に人吉の人は知識が乏しいと言われたことがあります。その背景には本に対する関心の低
さがあるようです。小さな図書館、尐ない本屋、もっと小さな子供達から大人達まで本に関心を向
け知識を深める取組が必要と思います。人吉市には豊かな自然があります。最近はラフティングな
どが注目を浴びていますが、もっと積極的に人吉市の自然を活かすべきです。別荘、キャンプ場、
自然体験学習、農業、林業体験、太陽光、水力・風力発電、ガーデニングコンテスト、ツリーハウ
ス、サイクリングコース、ハイキングコース、有機農法 etc。 （男性・40 歳代）
○人吉市にあまり魅力を感じない。ショッピングセンターなどを入れても他の市と同じ事をしている
だけで個性がない。他に真似できない様な人吉ならではの個性を出してほしい。球磨川や伝統建築、
温泉、お茶等の宣伝や活用をしてほしい。 （女性・20 歳代）
○地域住民たちで子供を育てようという環境整備。
“地元おこし”での市民一体の気持ちの盛り上げ方
を考えないと観光人吉は成長しないと思う。仕事につながる産業、工場誘致。ゆとり教育から元に
戻る教育になると、子供への負担が大きいので、土曜日月２回の授業は考えるべきである。（女性・
20 歳代）
○今は花一杯の季節ですが、車で市内を走る時、それぞれの玄関に花鉢のある家は何とも言えない華
やかさがあり、気持ちも「ほっ」としますが、町中は特に店を持っている家の前でも一鉢あれば、
町中が「花一杯」でとてもきれいです。これを読まれた皆様、気がけて町を通る時、見廻しながら
通ってみてはいかがですか。冬は花の尐ない季節ですが、冬でも咲く花を植えたり、
「花一杯運動」
でもしたいなといつも見て走っています。食べ物を出している店など家の廻りに花一つなく、営業
している様には見えません。 （女性・60 歳代）
○高齢者は知恵はあるが、体力に限界が出てくることは否めない。今からは若者は仕事を求めて都市
に出ていってしまう。
（これは歯止めができない現状）山奥に頑張って一人暮しをしても、近くに生
きていくために必要な店等がなければ一人暮しも無理。そこで良心的な通いのできる店屋さんが居
れば一人暮しもどうにかできるのでは。市の中心に出掛けなくてもそこの町内で音楽を聞いたり催
しものがあると皆が元気が出るのではないかと考えます。永遠の課題となるのが「ゴミ」の処理に
ついて。分別をきちんとする習慣を身につけた市民（我家も含めて）であってほしい。 （女性・60
歳代）
○市会議員の報酬も出来高にする、日当制にする等、人数も考えて下さい。自然だけでは発展はない
でしょう。国民宿舎の温泉を上手に利用出来ないか。もう尐し手を加えて、老人会等を考えて利用
してほしい。 （女性・60 歳代）
○まちづくりについては、良くわかりません。 （男性・60 歳代）

○九日町通りに魅力ある楽しめる店がほしいと思います。店において、従業員さんの接客が気になり
ます。笑顔一つなく、挨拶も投げやりな感じで、これでは観光客の方がせっかく人吉に来られても
良いイメージは受けない。接客業の基本として明るい挨拶、笑顔が大切だと思います。街なみだけ
に力を入れても接する人の態度が悪いと、もう一度行きたいという気持ちにはならないと思います。
“人吉”という名の様に「人が良かった」と言われる様になったらと思います。 （女性・40 歳代）
○ＪＲの運行については線路周辺の住民の意見を集約し、煙に対する配慮、または機関車を走らすこ
と自体を検討すべき（全般的に検証が必要）
。 （男性・60 歳代）
○物価が高い、車の運転が悪い、失業者が多い、歩行者のマナー、会社（働ける所）
、自転車（自転車
に乗った状態で横断、高齢者の女性に多い）
・単車のマナー、球磨川下り、市に遊園地、遊び場所が
ない為、宮崎、鹿児島、熊本方面に行ってしまう。 （女性・60 歳代）
○平成 23 年春の九州新幹線開業と「ＳＬ人吉」の運行再開にともない、魅力あるイベントの実施や観
光ルートの検討を至急に行う事。中心市街地の活性化（大きなデパートの支店や広い駐車場、市庁
舎移転）、紅取岡公園の整備（花見・キャンプ場等）
、出来る事であれば人吉城跡に大きな天守閣を
建設する（参考 熊本城）
。 （男性・70 歳以上）
○全国的に”ひなまつり”など、同様の町イベントがあちこちであり、現在に至っては、人吉のはも
うあまり面白くない。産業祭などもマンネリ化、高齢化していて同様。反省会で検討し、変化前進
させてほしい。外からのお客をさっと案内出来るようなコースを時間（分）毎にでも設定されたら
どうか。九日町等に宿泊した者が、球磨川や城内を眺め、歩いて楽しめるなどどうだろう。わざわ
ざ隣村のお寺のひなまつりを宣伝する必要はないと思う。青五神社、永国寺、願成寺、石野公園、
人吉城址など見る価値のあるものが多いが、駐車場やトイレ等の事も考えなくてはならない。鍛冶
屋町通りから九日町への昔ながらの道はまっすぐでいい。銀行の横道がホテルにぶつかったのは残
念。歩ける町、楽しい昔懐かしいまち、ちょっと人とおしゃべり出来るまちを作ってほしい。 （女
性・70 歳以上）
○町内に小さくてもいいので公園を作ってほしい。町内の子供・親たちの結びつきもできるように思
える。空いている土地があるので企業誘致をし、雇用も増やせるのではないでしょうか。 （女性・
30 歳代）
○小京都に指定されているのに、それに似合わない建物が多すぎる。せっかく素晴らしい観光資源が
たくさん有るのに、新しい物ばかり作るより、建物の高さや設計などを規制して小京都人吉に合う
ようにしてもらいたい。観光客の人が建物のアンバランスに呆れておられるようだ。人吉にしかな
いすばらしい観光資源をもっと活用して人吉に来たいと観光客に思ってもらいたい。古い歴史のあ
るまちだけど、若い人にも楽しめる、子供連れ、自然に触れ合う公園等、また、オムツを替えたり、
授乳したりできる屋根があるちょっとした所。若い市民の人の働ける場所が増えて、若い人達の意
見をどんどん取り入れて若返りの人吉にしてほしい。そのためには、年配の方々も後で支える側に

回ってほしい。 （女性・60 歳代）
◯市議会議員は選挙演説するが、市民の声をどう思っているのか。 （男性・50 歳代）

※ご意見・ご提言については集約して一部割愛、主なものを掲載しております。ご了承ください。

