
自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問1-3　平日及び休日それぞれの中心市街地に出かける目的はおもにどのようなことが多いですか。

【 平 日 】

鳥取市武道館

ふれあい市への出荷

送迎

中学生なので、平日は出かけない

清掃ボランティア

講習

迎え

送り迎え

知人宅

通りがかる

農産物の出荷

行かない

【 休 日 】

ふれあい市への出荷

教会

花見（桜）

眼鏡店

尚徳館

実家

車で通過するだけ

映画

迎え

送り迎え

パチンコ・職安

通りがかる

行かない
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問1-4　５年前に比べて、中心市街地に出かける機会は増えましたか。

◇ 「増えた・やや増えた」の主な理由◇

【 転勤・進学など 】

学校が駅周辺にあるため

業務の多様化

業務上

業務上のため

業務量が増えた

勤務がかわったため

勤務先

勤務先が変わったから

勤務地が中心市街地に変わったから

勤務地が変わったため

勤務地だから

高校が中心市街地にあるから

高校に通うようになったから

高校進学

高校生になったから

高校生になったから

高校生になったので、バスや汽車の利用が増えたから

高校生になったので学校が市内にあるから

仕事

仕事のため

仕事の関係

仕事をやめたので時間に余裕ができた

仕事を辞めたため

仕事を退職して家庭にいる時間が多いため

仕事場が中心市街地になっから

仕事先が増えた

仕事先が変わった

市内中心市街地の職場になったため

常勤からパートに変更

職場が中心市街地になったから

職場が中心市街地の近くになったため

職場が変わったから

職場を定年退職したので

退職した

退職したため

中学から高校に入学したから

中学だったため駅を使わず通学できたため

中心市街地の学校への通学

通学

通学

通学、買い物

通学するため

通学での利用が増えたから
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通学のため

通学のため

通学のため

通学のため

通学の為に汽車に乗るから

通勤

通勤

通勤がこの地域になったため

通勤と家族の見舞いのため

通勤のため

定年退職

転勤で勤務地が中心市街地になったから

不定期の仕事になったため

平日は業務で行く回数が増

【 買物・飲食・散策など 】

ジョギングを始めたから

飲食が増えた

飲食か買物ですが駐車場の有る所しか行かない

飲食に行く回数が増えてから

飲食に出かけることが増えたから

飲食の機会が増えたため

飲食店などが増えたため

駅の周辺（若桜街道）にオシャレなカフェが増えた

家内との買物と病院（個人医院）治療が増えた

会社の飲み会、友人との食事会の機会が社会人になって増えたから

健康を保持するため

散策

少しでも歩いて身体を維持するため

食事に出かけることが多くなったから

新しい飲食店が増えたから

成人になってから飲食が増えた

専門店が前より増えた

孫たちと食事に出かけたりします

孫の通学援助及び買物と高齢化による開業医通い

体を鍛える為

通院、食事

通学路でよく通るようになったし、駅や図書館や飲食店の利用が増えたから

通勤の帰り道、帰りにトスクに寄るようになったから

買物、飲食を中心市街地でしているため

買物、運動

買物、通院

買物、病院等

用事の帰りに買い物する

【 通院・見舞い 】

（再掲）通院、食事

（再掲）家内との買物と病院（個人医院）治療が増えた

（再掲）孫の通学援助及び買物と高齢化による開業医通い
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（再掲）通勤と家族の見舞いのため

（再掲）買物、通院

（再掲）買物、病院等

とりぎん文化会館とか通院など身体上のことで出かけます

見舞い

高年齢になって病院通院が少し増えたため

最近引っ越してきた。産院に通っていたから。

子どもとイベントに行ったり病院に行くのが増えたし、役所と銀行に行くから

通院

通院

通院

通院

通院

通院しているため

通院や見舞いが増えたから

年をとると病院に行く回数が増えた

病院に行く事が多くなったから

病院の定期的な治療の為。イベント参加のため。

病院への通院のため

病院通い

病気見舞

父親が当該エリアの病院に入院して見舞いに出かけるため

【 中心市街地に転居 】

（再掲）最近引っ越してきた。産院に通っていたから。

３年くらい前に鳥取に来たため

５年前は鳥取市外に住んでいたため

区域内に引っ越したから

結婚し、市街地の近くに引っ越したため

県外より戻ってきたため

郊外から中心市街地に転入してきたため

市内に引っ越して来たため

実家に帰ってきたから

倉吉から移住

卒業して戻ってきたため

中心市街地に移住した

中心市街地に引っ越したため、生活圏内になった

中心市街地に居住するようになったため

中心市街地に転居したから

中心市街地の中に引っ越してきたので便利になった

【 イベント・催事 】

（再掲）子どもとイベントに行ったり病院に行くのが増えたし、役所と銀行に行くから

（再掲）病院の定期的な治療の為。イベント参加のため。

イベント

イベントが増えた気がする

イベントや催事

イベントや催事に出かけるようになった

イベントや催事展示会が増えた
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子どもが小さいので・・・。子供向けのイベントや施設に出かける様になったため。

子供向けのイベントがあると一緒に出掛けるようになった

【 その他 】

100円バスで移動する機会が増えた

４人の子供たちも手がかからなくなり、主人の父の介護も終わり、自分の時間が持てるようになったため

５年前に比べて街の中がだいぶん変化した

５年前に比べて自由な時間ができたから

５年前は県外に住んでいたため

５年前は出かけていなかったから

５年前は鳥取に居なかったから

H23年役員会が多く大変だった

ＪＡの生活センターが廃止になった

ＪＲ利用が増えた為

ウォーキングを兼ねて市内公共公益施設

カラオケに行ける歳になった

カルチャー教室へ行く

ギャラリーからハガキが来て催物を知らせてくれるので、できるだけ出かける様になって、すると周囲の店
に入るようにもなった
たまに図書館を利用するようになったから

ハローワーク等

ボランティアの回数が増えたから

以前より道を覚えた

映画を観るため

駅南がリニューアルされて利用しやすくなった

会員の集い

久松公園などで自然を感じるようになったから

教室に通い始めた

教室へ通う機会が増えてた為

教室等の利用の為

近所に銀行、お店が無いため

県外に住んでいたため

交通機関がない

公共施設をよく利用するようになったから

行政の利用が増えた

高齢者、障害者となった家族に代わって出かける事が増えた

子どもがうまれて、図書館やいろいろな公園にいくようになったため

子どもができたため

子どもができたため

子どもが出来てわらべ館を利用するようになった

子どもが幼稚園に行くようになった。図書館を利用するようになった

子どもが幼稚園や小学校に上がり１人で出かける機会が増えた

子どもの迎えをする

子どもの習いごとが増えたため

子どもを休日遊び連れていく

子どもを授かったため

子どもを送迎する日が増えたため

子供

子供が汽車通学になったため汽車が無い時に鳥取駅へ迎えにいく
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子供の送り迎え

市街地の方が車を置きやすい

市役所、郵便局の利用

自家用車を持つようになったから、ハローワークに通うため

自動車を購入したため

自動車免許を取得したから
自分が運転できるようになったから

自分の時間が増えたから

車を使わなくなったから

車を持つようになり出かけるのが楽だから

車を買ったから

趣味によって

酒を飲むようになったから

習い事をあるため

習い事を始めたので

住んでいるところに店がなくなった

身内、知人が住んでいるから立ち寄る機会が多くなった

図書館の利用が増えた。駅までの所要時間がとても短くなった。

図書館を利用することが多くなったため

図書館を利用するようになった

孫ができたため公共公益施設へ出かけることが多くなった

他にやる事がない

団体の役員になり会合に出席することが増えました

中央図書館が駅裏に移ったので

鳥取市より気高町に居住した

年齢が上がったから

娘が嫁いでいる。仕事に関わる教室があるので

免許をとったから

免許を取得したから

役所に出向く仕事が増えたため

役所の手続き等でよく行く（病人の問合せ等）

友達と遊ぶ機会が多くなった

遊びに行くことが増えたから

遊ぶことが増えたから
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問1-4　５年前に比べて、中心市街地に出かける機会は増えましたか。

◇ 「減った・やや減った」の主な理由◇

【 中心市街地以外で用事を済ます 】

中心市街地に出かけなくても近くで用がたりるため

中心市街地に行かなくても車で行ける郊外の店で用が済ませる

毎日の買い物は近くで済ませるから

中心市街地まで出向かなくても用が足せる

イオン北店方面へ行くことが増えた

イオン北方面に行くから

中心市街地でなければという事が少なくなった

車を利用して移動するので、湖山や北ジャスコ方面に行くことが多いため

郊外マーケットができたので

駐車場のある所とか考えると家の近くで間に合うから

スーパーが郊外にできた

買物を湖山周辺でする事が多くなったため。駐車場料金が要らないから湖山へ

今は車の運転ができるので買物等は県外に出かけてしまう

買物も市外地で買える

郊外のショッピングセンターによく行くようになったから

近くに買物をする店がある

湖山方面に行く機会が増えた。駐車場が少ない

買物をたくさん買いたい時は家族の車を利用して湖山方面に行く

買物は湖山や北ジャスコで十分だから

郊外で用が済ませられるから

中心市街地以外で買物をする機会が増えた

湖山方面で用事が済んでしまうから

中心市街地以外の店での買い物が多くなった

郊外での買い物が増え、中心市街地での買い物が減ったため

買物等、郊外に出かけることが増えたため

ジャスコ北店は駐車場も広く買い物もほとんどそこで揃う

高齢により、近いところで済ます

大型店に行くことが多くなった

市街地まで行かなくても何事にも対忚できる

郊外の方が目的のものがある

中心市街地より外に大きな店が出来たから

居住地付近で全て用が足りる

イオン鳥取北店等の方面へ行っているから

イオン北店、湖山街道にて間に合うから

市街地への用事がない（郊外にて全て対忚可）

ジャスコ等へ行く。商店街がつまらない。

中心市街地以外での買い物が増えたから

近くで対忚できる

中心地でなくても用事が済む

南隈の方で買物するようになったから

市内に行かなくても近くに

近距離で用足しする

大型スーパーに行くと、ほとんど必要な物が求められる
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中心市街地まで行かなくても買い物その他用事が出来る

郊外に大型商業施設ができたから

出かける先が無いので減った。郊外のイオン鳥取北店等に行くようになったから

駐車場のある目的地に行こうとするからです

中心市街地でなくても用が足せるから

以前に比べ飲みに出る機会が減ったため。郊外に出る機会が増えた

中心市街地以外で事足りるため

加齢と大型商業施設を利用

市街地に出なくても住居の近くで殆んど用事が間に合う

湖山付近で用事出来るから

行政の利用以外はあまり用事が無い。別のところで済ませられる

近辺で用が足りる

郊外に店が増え便利になった（店に駐車場もない）

ショッピングモールに出かける事が多くなった

郊外のスーパーへ行く

北ジャスコの方へ行くから

中心市街地に行かなくても済ませられる用事が多いため

買い物・食事等、市街地等でほとんどできるため

地区内ではほとんど用事を済ませることができる。郊外型大店舗等

必要がない。近隣で充分用が足せる。

郊外での買い物が増えた

町で買い物あまりしない（タクシー・バスでジャスコに行く）

湖山周辺で用事が済む

他の地域で利便性の良い所があり、必要性が少ない。駐車所が少ない。

出かける必要がありません。買物はスーパーとジャスコのみで足りる。市街地には駐車場（無料）がないの
で行かない

市外へ出ていく（自家用車）西の方へ

中心市街地以外に買い物する店舗が増えたから

郊外のショッピングモールへ買い物へ行くため

北ジャスコなどが出来たため

【 転居・転勤など 】

以前の勤務が市街地だった

以前は中心市街地付近に勤めていたが辞めたため

引っ越したため

引っ越しにより中心市街地から離れてたため

旧市内にいた友人の転居

居住地が変わったため

教室（手芸）をやめた

教室（文化芸術）の利用が個人的な理由で減ったため

勤めをやめ、外出する回数が減ったから

勤めをやめたから

勤務場所が変わったため

勤務先が自宅近くになり中心市街地から離れたため

勤務先が変わったから

勤務地が中心市街地内にあったが現在は違うので行く事がなくなった

県外で下宿を始めたから

県外の学校へ進学しているため

県外へ単身赴任しているから

現在無職なので。以前は仕事で配達等をしていた
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高校が中心市街地にあったので（５年前）

高校を卒業したため

高校を卒業したため

高校を卒後したから

仕事から引退。高齢となったため。

仕事に行かなくなったため

仕事をやめた・用件が減った

仕事をやめ家にいるため

仕事を辞めた

仕事を辞めたから

仕事を辞めたため

仕事を辞めたため。子どもが生まれ買物はほとんど郊外の駐車場の広いショッピングセンターやお店を利
用するようになったため

仕事を辞めたので

子どもが小さい頃は学校の関係で出かけることもあったが、卒業すれば用事もなく行かない

市内での仕事を退職したから

自営業だったのが３年間に廃業したため

趣味の教室をやめた事

住居が変わったから

職場が中心市街地であったが、現在は退職したため

職場が変わった

職場の変更

退職

退職

退職したから

退職したから

退職したため

退職したため

退職したため

退職したため

退職してから

退職してから

退職して通勤しなくなった

退職により

退職のため

退職のため

退職のため

退職の為出かける機会がほとんど無くなった

中心部にあった勤務先を辞めたため

通学等で鳥取駅を利用することが無くなったため

通勤しなくなった

定年

定年退職したから

定年退職に伴い

転居

転勤のため

八頭郡の高校に入ったから

北ジャスコあたりに車で出かける事が多い

幼稚園が中心市街地だったが卒園したため

【中心市街地での用事・目的がない】

9 



（再掲）出かける必要がありません。買物はスーパーとジャスコのみで足りる。市街地には駐車場（無料）が
ないので行かない

あまり出かける用事が無い

あまり用がない

あまり用事がない

するコトがない

外出する用事が減った

行くところがない。ショッピングセンター、ホームセンターなど

行く必要がない

行く必要がない

行く目的がない

行く用事が無いから

行く用事が無いため

仕事場が市街地にあるため、わざわざは行かない

子供が県外の大学に進学する等して出かける必要が無く出かける魅力もない

市内へ行く必要がない

出かける場所が少ない

出かける必要がなくなった

出かける目的施設がない

出かける用事が減った

出かける用事が減ったから

出かける用事が無くなったから

退職し用事が減った

中心市街地に出る用もない

中心市街地に用事が無くなった。飲食買物は千代川以西に行くようになったため

特に行きたいと思う場所がないし、車で行くが駐車場の場所

特に出かける用がないから

特に用が無い

特に利用目的が無い為

買いたいものがない。駐車場がない。特に用事がない

必要がない

必要度が少なくなった

目的がない

目的が減った

目的の店がない

用がない

用が無い

用が無い

用事がある時だけ出かける

用事がない

用事がない

用事がない

用事がないから

用事が少なくなった

用事が少なくなった。高年齢により活動範囲が狭くなった

用事が無い

用事が無い

用事が無い

用事が無い

用事が無い。腰が痛い。足が痛い
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用事が無くなった

用事なし

利用することがなくなったから

老齢化により用事も少なくなった

【店舗の減少・魅力不足】

駐車場が少なく、買い物に行くにも不便・魅力が無い

店が潰れたり行きたい所がない。駐車場が高い

行きたいと思う店や飲食店がない。そこに行くための無料駐車場がない。お金を払ってまで行こうと思わな
い

駐車場が無い。行く魅力が無い。

何もないから。行く魅力が無い。駐車場もないし不便

店舗が減ったため

出ても何もよい所がない

駐車場利用の店が無くなった

家族連れ（子供）で食事出来る様な飲食店がない

好きなお店が無くなった

行きたい店が少ない

商店が減った

商店街に買物がない

空店が多い

店が少ない。大きなスーパーが必要だと思います

興味が湧くような店がない

店の数が減ったから

人が訪れる魅力がない

店が少ない

シャミネの中の店が無くなった

小売店の減少

魅力がない。見たい物・事・欲しい物があまり手に入らない

商店街に魅力的な店舗が少ない

買物の商店が少ない

お店が少なくなったため

スーパー、ホームセンター等が少ないから、あまり行く機会がない

シャッターが下りている店が多い

シャミネ、大丸等の売り場の縮小

行きたいと思わせる場所が少ない

魅力が無い

活気がない

街がさびれてきた。商店街が減った。

毎日の生活に必要な品を売る店が少ない事

店が面白くない。少ない。ニーズに合わない

買物に出なくなった。駐車場に困る。

買物する店が少なくなった

シャミネの２階がなくなったから

ショッピングセンターがない衣類関係の店がない

することがない。買に行っても品が無い

中心市街地に魅力ある施設が少なくなった

行きたいお店がない

魅力あるものがなくなった。年のせい？

行きつけの飲食店が無くなった

適当な店がない
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人通りが少ない。興味を引く物がない

店舗に魅力がない

【駐車場が利用しにくい】

（再掲）駐車場が少なく、買い物に行くにも不便・魅力が無い

（再掲）店が潰れたり行きたい所がない。駐車場が高い

（再掲）行きたいと思う店や飲食店がない。そこに行くための無料駐車場がない。お金を払ってまで行こうと
思わない

（再掲）駐車場が無い。行く魅力が無い

（再掲）何もないから。行く魅力が無い。駐車場もないし不便

（再掲）出かける必要がありません。買物はスーパーとジャスコのみで足りる。市街地には駐車場（無料）が
ないので行かない

（再掲）特に行きたいと思う場所がないし、車で行くが駐車場の場所

（再掲）買いたいものがない。駐車場がない。特に用事がない

（再掲）湖山方面に行く機会が増えた。駐車場が少ない

（再掲）他の地域で利便性の良い所があり、必要性が少ない。駐車所が少ない

車の駐車が不便

駐車場が少ない

車の駐車場に入るのが面倒、買い物は郊外の大型店が便利

駐車場に入りにくいから（満車等）

駐車場が利用しにくい

５年前は歩いて行っていたが今は車なのでパーキングが少ない。不便

駐車するのにお金がかかるため

駐車場が有料のため

駐車場が少ない。シャッターが閉まっている店が多い。

駐車場から店までが遠く道路に車を停めると違反になり買い物が楽しめない。道路一列まで駐車可能にす
ると良い

駐車場

駐車場に困る

駐車場が有料、目的地までの距離

駐車場の制限

駐車場が無いため

駅前には駐車場がないから

駐車場が少ない。どこにあるか分からない

駐車場が無い為。結婚して行く機会が減った

駐車場の関係

駐車場が少ない

車の駐車場があまりないため

駐車場が思わしくない

駐車場がない為

車だと有料Ｐに止めないといけないから

駐車場がない

駐車場が少ないから出かけるのが面倒

交通取り締まりが厳しくなり、商店前に駐車が出来ない

駐車場に困る。目的場所まで遠い

駐車場がない。イベント会場も駐車場が小さい

駐車場（無料）がないので

【その他】

70歳代になり出かけることが減った

あまりにも人通りが少なく買い物客も少ないため商店にも入りにくい
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イベントが少なくなった

イベントの内容が楽しく感じなくなった

おけいこごとの中止のため

お金によゆうがなくなったから

たいぎい

なんとなく

なんとなく

バスの便が減ったから不便です

パソコンで処理可能な業務が増えたため

ひざ痛のため

ほとんど市街地で

やる事が増えて忙しくなったから

飲みに出なくなった

飲む機会が減った

飲食する機会が減ったため

飲食する機会が少し減った。休日も買い物にそんなに行かなくなった

飲食で出かける回数が減った

運転のため

運転免許違反による

駅前でほとんどの用事が済むため

遠いから

何もないから

加齢

加齢

加齢により外に出かけることが億劫になった

加齢の為

加齢の為

家から出るのがしんどくなった

家にいる方が楽しい

家族が入院していたため１日おきに出かけていた

家族構成の変化（増）

介護するため

街中が陰気くさい。活気が無い

楽しさが少ない。町が暗い感じがする

活気がない

機会がない

機会が減った

近所のヘアーサロンに変えたため

金銭的に買い物や飲食に出かける回数が減ったため

景気が悪くなって自分も年をとり、どうしても必要な時や物がある時だけになったため

個人的に外出の必要がないから

後期年令となり必然的に

交通手段が自動車になったから

交通手段に困るため

行く時間が減ったから

行動範囲が狭くなった

行動範囲が狭くなった

高齢（80歳代）になったので

高齢だから

高齢であり足も悪くなり出るのだ大変になった
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高齢になったから

高齢になったため

高齢になって足腰が痛くなったため

高齢になり足腰が悪くなって出られません

高齢の為

仕事をするようになり出かけられなくなった

仕事を始めたので出かけなくなった

子どもができてあまり外出しなくなった

子どもが出来たから。ちいさな子ども連れで行きやすい所がない

子どもが大きくなったから

子どもが大きくなったので

子どもが大きくなったのでわらべ館等に行かなくなった

子どもが大きくなり図書館を利用しなくなってしまった

子どもの成長より利用することが減った

子供が産まれて出かけるのが大変なので

子供が大人になり用事が若者たちと違うから

子供が独立して行く機会が無くなった

子供も大きくなり、イベントへの参加がへった

市街地以外の高校へ通っているため

歯医者通いが無くなったため

自家用車が無くなり交通の便が悪くなった

自身の生活スタイルが変わった

自宅介護による

自転車で出るのが危険になったから

車を手放した事。近場で買物する事等

車を放した。歳をとった

若かった

酒を飲みに行かなくなった

酒席の回数が減少した為。支出を抑えるから

収入が減ったため

出掛けるのが億劫になった

出掛ける必要がない（減った）。時間的余裕がなくなった

出歩くのが年齢と共に少し億劫になった

所得減のため

新しい店が増えたから

神経痛の悪化により歩行が苦しくなったため

身障者になった為と出かける理由がない（興味の持てる事）

身体が不自由になったので何かと不便

足が悪いため

体が不自由になった

体衰えた

体調がすぐれないため

体調が悪くて出かけにくい

体調が少し不自由

体調の変化から

体力の衰退

大学で研究室に配属され前より忙しくなったため

大阪の会社を退職した事もあり、年のこともありますし

中心街に買い物、食事等する場所が少ない。不便

中心市街地で買物をしなくなった
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中心市街地には商業施設が無いので行かない。千代川以西には月１回は出る

中心市街地は閉まっている

町に馴染んだから

鳥取県庁内での会議が減少したため

通院

通学路が変わったため

東部地区にいないから

道幅が狭く走りにくい。路上駐車（駅前・本通り）多い為

特になし

特に行きたいところがない

特に理由はない

特に理由はない

年と共に減りました

年をとった

年をとった

年をとったから

年をとったので出れなくなった

年をとった為出かける事が減った

年をとり歩行も困難で

年をとるとたいぎくなる

年を取り外出が少なくなった

年を重ねて出かける目的が減

年寄りになった

年令、体力の衰えを感じるため

年令と共に

年令と共に出向く機会が減った

年令のため

年令の関係

年令を増し出かけるのが億劫になった

年令的に行動することが少なくなった

年齢のせいか億劫になった

年齢的な理由

年老いた

買い物に行けなくなった

買物に行く機会がゼロになった

膝関節が悪くなったため

病院に行かなくなったから

病気

病気なので私は街に行かない

病気になったから

病気になったため

病気をしたため

不景気

不景気で飲みに行くことが減ったから

部活などで行く時間が無いから

平成22年に大病を患ったため

忙しい

殆んど出かけない

面白くなくなった

役所などに自分で出かけていましたが頼むことができたため
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老化

老人、用がない

老人になったため

老齢

老齢化

老齢者となり年々外出の機会が減少
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問1-4　５年前に比べて、中心市街地に出かける機会は増えましたか。

◇ 「変わらない」の主な理由◇

５年前とほとんど変化がない

５年前と何も変わっていない（何も新しいものが出来いない）

５年前と現在とは中心市街地にあまり変化してないから

５年前と生活が変わらないから

５年前と生活環境が変わっていないため

５年前と生活形態が変わらないため

５年前と同じ業務に従事

５年前と比べて生活が変わっていないから

５年前と比べて生活スタイルが変化していない

５年前は県外に居たため

５年前は鳥取市民ではなかったので比べようがない

５年前も現在も中心市街地にはほとんど出かけない

５年前も今も生活が変わらないため

アーケード設置はよい。車が止められない。

あまり外出をしないから

あまり出ないので市街地より外周辺が多い

あまり変わり映えがしない

あまり変化がない様に思いました

イオン北店方面に行く事が多い。中心市街地は駐車場がないしあっても金がかかる。

いずれにしても定年退職後であり大きな変化はなし

いつものコースで行くから

ここからでは100円バスに乗ることも出来ない

ショッピングや散策に出かける

その区域に住んでいるので変化は無い

どの商店も魅力的な物が無い

ほとんど行かないから

ほとんど出かけない

ライフスタイルが同じ

飲食では増えたが買物などは駐車場が無いため減った

遠いし、年をとったから

家族の安否確認の為又買物などの利便性よいため

会社勤務、家族構成に変化が無いため

街に変化が無い（店etc.増えない）

街並みも人の賑わいも全く感じられない

基本的には居酒屋の利用だが飲む回数は５年前と変わらない

機会の開催頻度が変わらない

気晴らしに街へ出る

休日出かけようと思うほどの企画・魅力が見当たらない

業務が主ですので

勤め先が同じ

勤務先があるため

勤務先が同じなので生活パターンも同じ

勤務地

勤務地が対象区域内にあるため
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銀行

銀行、通院以外はほとんど出かけない

元々あまり出かけない

元々中心市街地に出かける理由がない

公共施設・金融機関等はあるがショッピングセンター・ホームセンター等の複合施設がない

行きたい施設がない

行くところが決まっている。イオンとかしか行かない。

行くところが決まっているから

行くところが決まっているから

行くところはほぼ一緒

行く場所が決まっているから

行く必要がない

行く用事、必要が無い

行く用事がない

行く用事がないから

行政施設、銀行イオンぐらいしか用が無いから。駅より向こうに行きたいと思うお店がない。買物など特に
休日は北イオンなどにいくため。

行動パターンが５年前と変わらない

行動範囲が殆んど決まっている

高齢のため特別の変化なし

今も５年前も行く場所や店がない

今も昔も夜、飲みに行くぐらいしか行かない

仕事

仕事

仕事が変わっていなから

仕事で銀行に行くのみで、今も変わらない

仕事のため

仕事の関係なので変わらない

仕事の都合で行くことがほとんどプライベートでは少ない

仕事以外中心市街地に出かける機会がないから

市街地に出かけなくても用事が出来る

市街地に出かける目的が５年前と同一のため

市内にはほとんど用事が無い

思うところに駐車出来ない

自転車で移動の場合無料駐車場が少ないため

自転車に乗る機会が減った

自分の生活にも変わりがないため

自分自身の生活環境に特に大きな変化がないため

自分自身行く場所がだいたい決まっているから

車の免許が無いので自宅周辺を拠点に活動している

住まいが街の中心で便利な所だから

出かけたいと思うイベント等がない

出かけることはほとんどない

出かける場所は決まっているため

出かける新しい場所がない

出かける目玉がない

出かける目的がほとんど変わらないから

出かける目的が決まっているから

出かける目的が変わっていないから
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出かける目的が変わっていないから

出かける目的は大体同じため

出かける用事がないから

出かける理由が５年前と変わらない

出かける理由に変化が無いから

出掛ける目的があまりない

出掛ける理由がない

出向く用事が無い

商店の魅力も無し。イベントも少ない。

職場が中心市街地にあるため

職場の異動がないため

新しく行こうと思う場所がない

図書館のみ

図書館利用や講演会参加などほほ同じ頻度です

生活スタイルが変わらないから

生活スタイルに変化がないため

生活スタイルに変化なし

生活において市街地に出かける必要が無いから

生活に必要なものはショッピングセンターでそろうので、時には行きたい店が無い限り中心市街地に出かけ
る機会は今も５年間もさほど変わらない。また駐車場にも困るので・・・。魅力的なお店はたくさんあるのです
が・・・。駐車料金を払ってまでも行こうという気がなかなか起きない。

生活に変化がないから

生活に変化がなくなったため

生活のスタイル自体に変化が無いため

生活の環境が変わっていないため

生活の形態が変わってない

生活の状況、環境がさほど変わっていないから

生活パターンに変化が無いため

生活パターンに変化が無し

生活環境が変わっていないため

生活環境が変わらないため

生活形態に大きな変化が無いため

生活自体が変わっていないので

生活上必要があまりなく、今も５年前も出かけることはあまりないから

昔も今も買い物に出かける程度だから

前から行政（市役所）の用事くらいしか行かない

前と変わらないから

総合的に販売意欲がわかないから

足を運ぶところが大体決まっている

退職して４年経つので時間があるが買物はほとんどしないから

大丸に行って買物します。食事をしたり色々と。

地域に店舗が全くないから

中学生なのでほとんど出かけない

中心市街地さびれていると思う

中心市街地に何も変化が無いため

中心地に居住しているので

中心地の活力がない

駐車がしにくいので行くことがあまりない（有料駐車場なので利用しにくい）

駐車場が不便なのであまり出かけない
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鳥取駅前周辺地区で用事を済ませる

鳥取市に引っ越して来て、一年未満のため

通院があるだけだから

通院の送迎以外用が無い

通勤が主なため

通勤だから

通勤により

通勤の為のみだから

転勤したばかりなので分かりません

土日など店が閉まっている。夜早く店が閉まる

当該地区に住んでおり生活に変化がないから

同じところしか行かないから

同じところに同じ割合で出かけるから

同じ場所での用事や買い物のためなので

同じ職場に勤務しているため

特になし

特になし

特になし

特に何もないから

特に行動が変わらないので

特に新しい店が出来ないので

特に新しく行きたい店などがないため

特定の店にしかいかないので

特別に行きたい所がない

二人生活では近所の店など又自分の所で作り物をしてるため

日頃勤務地が砂丘にあり中心市街地に生活圏がないため

日常生活に変化なし

日常生活の買い物は自宅近くで間に合っている

年金生活ゆえ

買物

買物ぐらいしか出かけないので

買物するが５年前と変わらず主にデパートで買物するため

買物は無料の駐車所のある所でするので利用する所は病院・ホール等

買物以外に行ってみたいところがない

必要なものが変わらない

必要な時だけ利用する

普段から利用してない

平成18年の通勤と平成23年の通学がほぼ同じ時期であった

別になし

別に何かという魅力を感じないから

別に買物は無くても何となく街並みの空気を吸うため

別に用が無いため

別段良くなったとは思わないから

変わらないので

変わる要因がないため。生活が特に変化しなかったため。

変化が無いから

変化ない

忘・新年会ぐらいの利用のため

北ジャスに行くから。無料駐車場がないので行かない。
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魅力ある中心市街地に変化が見られない

魅力がないので増えない

魅力が無い

魅力的なお店が無い。若桜通りの閉まっているお店はさっさと取り壊して駐車場にして欲しい。

魅力的な商店がない

目新しい店やイベントが無い。用事が無ければ出向くことはない。

目的がない

目的がない

目的が変わらないから

目的が無いから

目的の場所が従来通りで固定している

目的を持って常に出かけるため変わらない

友達がいるから

友達に会いにくる時

用事がない

用事がない

用事が無い

用事が無い

用事が無い

用事が無い

用事が無いので出かけないです（生活に変化がない）

利用したい店舗が少ない
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問2-2　現在の中心市街地全体の印象について、どう思われますか。

◇ 「良い・まあ良い」の主な理由◇

【 街の雰囲気（閑静、落ち着いた感、風情がある） 】

あまり騒々しくなく落ち着いて買物、散策が出来る

きれいな感じがするから

こじんまりとしていい（コンパクトで動きやすい）。これといった魅力は少ないように感じる

さびれいているけど静かで住むには過ごしやすそうなため

のんびりした感じで鳥取に合っている

穏やかな感じ

街並みが比較的綺麗だったと思います

街並みに清潔観がある

活気はないけど静かで良い

活気はやや欠けるが落ち着いた雰囲気で施設やお店もほぼ充実していると思うから

治安が良い。静かである

城下町の歴史を感じる落ち着いた街である

随分きれいになったと思う

清潔、静か人混みがない

静か。安心して歩ける

静かでホッとでき気持ちが和む市街地の印象です

静かで古い街であるのが良くあまり観光地になって欲しくない

静かで綺麗

静かな今の街で良い

静かな所が気に入っています。公共交通機関がもう少し便利だともっと良い

昔と違って綺麗になりました。街とか建物とかです

鳥取駅は便利だし人が多くて賑やかだから

賑わっていないが閑静で良いと思う

風情がある。趣があって良い

物静かで地方ならではの時間のゆっくり流れる雰囲気がある

落ち着いた感じがする

綺麗で落ち着きがある

【 暮らしやすい・治安がよい） 】

（再掲）治安が良い。静かである

（再掲）さびれいているけど静かで住むには過ごしやすそうなため

安心感が見える。暮らしやすい町になれますように

安全に生活できるのでいいと思います

衛生的で良い（公園とか道路）。治安が良い事

空いていて治安が良い

現在、住んでいて不便は無いから

治安がいいのが住む上で１番大切だと思います

治安が良い

自分の暮らしに不便なくすごせれる

住みやすいから

住みよい街です

住んでいる現在場所は交通、買い物など近くで出来るから

生活環境が良い。街中は人通りが少なくさみしい感じも

鳥取市の中心に住んでおり、これに勝る所は無い
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買い物の面では充分ではないが、治安が良いのが１番なので今は今で満足

【 歩きやすい・交通機関が便利 】

（再掲）静か。安心して歩ける

100円バス利用により中心市街地のことがよく分かるため身近に感じる

アーケードがあるので雤の日も歩きやすい

マイカー利用者に不便を感じないから

安心して歩きやすい

駅の付近で用事は満たされる。100円バスもあるので必要な時には県庁、日赤、図書館付近には便利に出
かける事ができる

交通機関が便利

車が少なく行きたいところに行きやすい

車で走りやすい

人が歩きやすい

中心街はアーケードがあり歩きやすい。中心市街地ですべての用（行政関係、買い物など）が済ませるので

歩きやすい

歩道上に屋根の整備等されたので良いと思う

列車は何もいう事がないし、バスも定時運行で大変安全である

【 公共施設・機関が充実 】

（再掲）活気はやや欠けるが落ち着いた雰囲気で施設やお店もほぼ充実していると思うから

町が狭い分、公共施設、商業施設等が凝縮されており高望しなければ住居生活範囲で大抵のことは揃う

バスなどがあるし歩ける所に役所や文化会館など行政施設があり病院もあるから

各施設が徐々に充実してきた

公共施設、病院、スーパー、飲食店が充実しているため

公共施設が充実していて良い

公共施設も集中しているし、お年寄りの方には交通機関がもう少し便利がよければと思う

公共施設をよく利用するので近くになって便利

公共的施設が多くなった

中心市街地に金融・行政・病院等があるため

病院・スーパー・銀行などが便利よくある

病院・文化施設・銀行等コンパクトに集まっており生活はしやすいと思う

【 以前より良くなっている 】

活性化に向けての動きが感じられる

行政が頑張っているから

最近少ずつよくなっていると思うから

少しずつ改善されてきているがこんなものかもしれない。急には良くならないと思う。

整備や改善の努力がされているため

前よりは良くなったかも

他県に比べるとまだまだな部分が多いが、以前に比べるとイベントやお店なども増え、活性化していこう！
という意気込みが感じられるから

中心市街地の活性化に伴い良くなっている

雰囲気も明るくなり以前に比べるとかなり魅力的になった。しかし人を引きつける絶対的な存在（店等）が無
い

【 その他 】

（再掲）あまり騒々しくなく落ち着いて買物、散策が出来る

あまり人を見かけない

イベントが増えたから

いろんな飲食店がある
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いろんな面で利便性がある

ゴミが少ない

シャッターの下りている所が多い

それなりに設備が整っているが都会と比べるとやや貧相であるため

そんなに不便を感じない

テレビに取り上げられている所とかあって良いと思うので

バス通行可

まだまだ田舎

モールなど充実又道路も整備が充実

悪いとは思わないから

安全、道路渋滞が少ない、店舗が減り、買い物が不便な事がある

駅前に駐車場があり便利

駅前周辺に駐車場（安価な）が少ない。内容は工夫されつつある

駅南が出来て良くなった

家族で出かけても長時間いられない

華なくとも多く整備されている

街が小規模なため、移動が容易に可能

街づくりの工夫が感じられないから

活性化している地域とそうでない地域がはっきりしている

観光客が出入りしやすいが、一般市民はむしろ郊外の方が出入りしやすい

空店舗が多く寂しい感じがする

経済が低迷している鳥取市ではこんなものではないかと思う

県庁までの道沿いの花がきれいで素敵だと思います

現在の状況でよい。一極集中すると混雑する。

行ってみたいCafｅ?等があるかも？

今のままで良い。税金を投入してまで改善をさせる必要がない

混雑していなくて良い

仕事以外で行く事は少ないが良いと思う

子どもを連れていける施設が多いのはいいが、車がないと不便すぎる

市役所を駅付近に建築して欲しい

私の場合生まれ育った場所なので印象は良い。また規則知りが多いので活用する

自家用車が現在役立っている。運転者がいなくなれば難儀をする

自宅から近いので

自動車があるので今のところは良い印象を持っています

自動車での移動に不便を感じる。新しいイベントには積極的に参加している

自動車で短時間で行けれます

若桜街道等が整備されている

寂しい印象もあるが、それも味でないかなと・・・

住居から商店までが近いから便利が良い

住居地と市街地が近くて便利

商店街が空き家が多い

食料や衣服等が求めやすい

人が少ないが整然としている

人が多くなくて良い

人が多くなった

人が多すぎず過ごしやすいが商店街がさびれすぎてて県外から来た私にとっては買物する店がなく不満で
す

人が多すぎなくていい

整備されている

昔と変わらない

前より人が優しくなったように思う
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中心市街地に駐車場が少ない

中心市街地の活気がない

駐車場が少ない

鳥取らしい

鳥取県の人口規模、同市規模から考えてこんなものかと

店が多くても無料駐車場が無いから（駅前アーケード等をもっとＰＲしたらもっと人が増えると思う）

道路がいい。駐車場がたくさんある

年をとっても思う

買い物以外はまずまず

買物がもう少し便利になればよいと思う。歩いて行けるスーパーが欲しい

買物に出た場合広い車の置き場所

買物をするいあたり混雑していない

便利になった事

北ジャスなど行くと色々な買い物が出来る

目的により方向が決まりやすい。イベントが小さく魅力がない。お茶を濁している感じがする

欲しい品物が自由に買える

良くなっているところもあるが管理されていないところも多くある。閉まっている店も多くありさびれた感じがし
て嫌だ
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問2-2　現在の中心市街地全体の印象について、どう思われますか。

◇ 「悪い・やや悪い」の主な理由◇

【 街の雰囲気（寂れている、活気がない） 】

ゴーストタウン。中心市街地とは思えない（活力を感じない）

さびしい、交通不便

さびしくなった。あまり人通りがない

さびしそうで活気がない

さびれた感じ

さびれた感じで魅力的な店もないし、人がいない感じがする

さびれている

さびれている

さびれている

さびれている。賑わいのある場所がない

さびれていると思う

さびれる

さびれ感がある

さみしい印象になっているから

シャッターが多く活気がない

シャッターの下りている店が多く寂しい。活気が無い

シャッターの下りている店ばかりで人の数が少ない。活気を感じない

シャッターを下ろしている店が多い。活気がない。よくみると汚い。（アーケードの天井クモの巣、電気切れ
等）手入れが行き届いてない

シャッターを閉めて早じまいする店が多く街に元気がない

つまらない。さびれている。遊ぶ所も買い物する所もない

パッとしない

まったく活気がない

もう少し活気のある魅力的な街にして欲しい

も少し活気が・・・。若さが・・・

暗い。活気がない

暗い。人が少ない。活気がない

暗いイメージ、ゴーストタウン化している

暗いイメージがある。休日でも閉まっている店が多い

暗いイメージがある。店員の態度も暗い

暗いイメージで活気が無い

暗い感じ

暗い感じがする

以前あったトポスやダイエー等が無くなった為活気がなくなった。店を閉店しているところがたくさんある

以前に比べて、うらさびれた感じ。しかも清潔感に欠ける

以前に比べて閉店している店が多く寂れた感じがする

以前市内に住んでいましたが、比べると活気がなく感じる

飲食店や飲み屋は増えた気がするが全体的に閉まっている店が多いため陰気で暗いイメージが強い

駅近くの商店街がさびれている。駅ビルを近代化へ

駅前がさびれていて、魅力を感じない

駅前から県庁まではとにかく賑やかでないといけない。例えば池袋サンシャイン通etc.。夕方は閑散として
いて暗い感じがする

駅前はさびれている。自分が学生の頃学校帰りに行く所が無さすぎ。今も

駅前や街道が休日や夕方でも随分と寂しくなった。ジャスコ北に人が流れていき、活気が無い

花壇とか手入れが届いてない。店舗とか活気がなく汚いイメージがわく
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華やかさが無い。ぱっとしない

街が寂しい。古い感じ

街に活気がない

街に活気が以前ほど無い。（昭和４０年頃に比べて）

街に活気が無いから歩いても楽しくないし面白くない

街に人が居ない。街がさみしい

街全他の活気が少ないように思う。（少し暗い）

街全体に活気がない。暗い。パーキングが少ない

街全体に活気が足りない

街全体に活気もなく商店等の店員の質量が良くない

街全体に魅力がない。車を停める場所がない

街中がひっそりとし、たこやき屋など懐かしい店が廃れてきている

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない.

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない。ごちゃごちゃした感じがする

活気がない。運転しない者にとっては駅前周辺に行くところがない

活気がない。空き店舗が多い。大型店がない

活気がない。寂しい

活気がない。寂れた店舗が多い

活気がない。人が居ない

活気がない。人を集める努力が組織化されていない

活気がない。駐車場がない

活気がない。店が少ない

活気がない。閉まっている店が多い

活気がない。魅力的な店がもっとほしい

活気がない。魅力的な店がもっとほしい。中山間地に住んでいるので、職安等、そこに行くしかないので仕
方なく出かけている

活気がない。魅力的な店舗などがない

活気がない。夜早く商店街が暗くなる

活気がなく、楽しめる施設が少ない

活気がなくなったような気がするので

活気が感じられない。商店ももっとお客さんを大事にして前に出て欲しい

活気が少ない

活気が無い

活気が無い（人通りが無い）、魅力的なお店もないため

活気が無い

活気が無い
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活気が無い

活気が無い

活気が無い

活気が無い

活気が無い

活気が無い。エリアごとで誰をターゲットにしているのかわからない

活気が無い。空き店舗が多すぎる

活気が無い。個人商店やる気がない。営業時間内なのに閉店している

活気が無い。古い店ばかり。飲み屋街があり治安が悪いイメージ

活気が無い。祭りやイベントがあれば行くけど・・・。駐車場がタダならいい

活気が無い。通勤・通学以外の人が少ない

活気が無い。覗きたい店がない

活気が無い。頻繁に行きたいと思わない

活気が無くなってしまったから

活気が無く歩きながら楽しめるエリアがなく駐車場にも不都合

活気のない商店街

活性化がない

活性化がない。人が出かける魅力が無い。なぜ外に大型店舗造るのか

活性化が無い

活力、明るさが感じられない。活気がない

活力がない。ない。なんとか集客力的な催事を要する

活力なし

閑散としており特に魅力が無い為

空き店舗が多く活気が無い

空店舗が多い。活気がない

空店舗が多く休日でも活気が無い。開いている店の接客が悪い

空店舗が多く寂しい感じがまだあります

景気が悪くなり商店に活気が無くなり人が歩いていない。空いている店がたくさんあってもっといろんな事で
利用できるようにして人を集めて欲しい

経済状況により活気がない。店も閉まっている所が多い

元気がない

個人の商店はシャッターの下りたもの多く活気がない

古臭い商店街ばかり

市街地全体店舗に活気が無くもう少し市街地に活気が欲しい

市街地内店舗は活気がない。閉店の数が多い

車で走っていても寂しい市街地になっているように思う

若い人たちの活気が無い。（ショッピングセンターなどない）さびれている

若桜街道、智頭街道の商店街がさびれている

寂しい

寂しい

寂しい。シャッター通りになっている

寂しい感じがする

寂しい感じがする

寂れている

寂れている印象

商業施設及び店舗に活気がない。人が集まらない

商店がさびれ、活気がない

商店が閉まったりして街に活気がない

商店の閉店が多すぎるので街に活気がない

商店街がさびしい
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商店街がさびれている

商店街が活気が無い

商店街が活気が無い。人通りが少ない

商店街が寂しく、どこにどんな店があるのか分かりづらい

商店街が少なくなり人通りも減って寂しい街になりました。もう少し活気がある街にしていただきたいです

商店街でシャッターの下りている店が多くみられ活気がなく見える

商店街に活気がなく寂しい

商店街に活気が無い

商店街に活気が無い

商店街に活気が無く人通りが少ない

商店街は空き店舗が多く商業都市とは思わない。寂しい状態である。若者少なく老人多い

商店街は廃れているイメージ。あまり利用する店が少ない。居酒屋が多いのは良い

少し暗いイメージがある

人が居ない。活気がない

人が少なく廃れた街という印象

人の少ないさみしい街になっている

人の流れが少なく、少し寂しい感じがする

人も少なく活気が感じられないため

人通りがそんなに多いと思えない。店自体に活気が無い

盛り上がりに欠ける

静かすぎて活気が無いと思う

昔にしたら殺風景

昔の賑やかな時代を知っているから

昔より商店街がさびれている

前よりだんだん悪くなってきている

全体的にさびれた感じ

全体的に暗い。魅力が無い

全体的に暗い印象、人気がない

全体的に暗い感じがして活気が無い

全体的に活気が無く店も閉まっているものが多いから

全体的に元気が無く年寄りの街

多くの地方都市同様活気が無く。衰退傾向が明らかである

段々とすたれてきた感じ

中心が北ジャスになってから駅中心が寂しくなった

中心街にしては活気が見られず魅力的な物が無い

中心市街地に活気が無い

中心市街地全体の店が寂しい感じがする

駐車場がない。若桜橋から北側がさびれすぎ

直接アクセスする交通機関が少なく、商店街に活気がない

店が閉まっていて活気が無い

閉まっている店も多く、さみしい感じ

歩行者が少なく寂しい感じがする

明るくいきいきとしたイメージではないから

明るさ、華やかさがなく賑やかさ、わくわく感がない

良く言えば落ち着いている。悪く言えば活気がない

【 商店街の魅力不足（店舗、商品） 】

（再掲）活気が無い。覗きたい店がない

（再掲）中心街にしては活気が見られず魅力的な物が無い

（再掲）活性化がない。人が出かける魅力が無い。なぜ外に大型店舗造るのか
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（再掲）活気がない。魅力的な店がもっとほしい。中山間地に住んでいるので、職安等、そこに行くしかない
ので仕方なく出かけている

（再掲）活気が無い（人通りが無い）、魅力的なお店もないため

（再掲）さびれた感じで魅力的な店もないし、人がいない感じがする

（再掲）閑散としており特に魅力が無いため

（再掲）活気がない。魅力的な店舗などがない

（再掲）駅前がさびれていて、魅力を感じない

（再掲）活気がない。魅力的な店がもっとほしい

イオン以外は行かない。商店街駅周辺に魅力なし

オシャレな店や若い人たちが楽しめる店が少なくわざわざ行く用事を作る気にならない

スタイリッシュでない

そんなに魅力がない

衣食住に必要な商品が手に入らない。店のサービスが悪い（特に飲食業）

飲食店は満足だが、買い物するところ、店が少ない・・・

運転できない老人には買物できる場所が限られて郊外の店には行きにくい。たくさんの店から色々選びな
がら楽しみながら買いたいものが買えない。特に衣類の店が少ない。今の老人はセンスの良い服装を望ん
でいる方が多いのに着たいと思える衣類が無い

駅周辺に行ってみたい店舗が少ない

駅前の店が少ない

何も魅力がない

何事にも老いた者には不都合である魅力感がない

街として魅力が薄い

楽しい時間を持とうと出かけても行き場所が少ない

楽しく心を奪われるような買物をするところが無い

活気が無く魅了ある施設が無い。古くからある住宅地の敶地や道路が狭く生活環境が悪いまた不便

空店多く買い物が出来ない。日常困る（年寄り）

湖山の方が買物しやすいし、車で安心して行ける。興味のある店が無い

娯楽施設、文化施設がない

娯楽施設が少ないので、中心市街地に出ることはない

娯楽施設が少なく魅力を感じにくいから

行きたいところがない

行きたいと思う場所がない

行きたいと思う場所がない

行きたいと思う店や飲食店がない。そこに行くための無料駐車場がない。お金を払ってまで行こうと思わな
い

行きたいと思う店や場所が無い

行きたいと思えるほどの魅力がない

行きたい場所が全くない

行きたい店がない

行きたい店がない

行こうと思う魅力がない

行ってみたいと思える場所が少ない

高齢になた為かも知れないが魅力が無くなった

高齢者には楽しい場所が無いと思う

市内で足を運んで行こうと思う場所が無い

施設、店舗が少ない

自転車が気軽に置ける所が少ない。個人店などで寄り道しにくい。入ってみようと思える店が少ない

自動車で行きにくく気軽に店に入れず映画館等の娯楽施設が少なすぎる。目的がある時以外足が向かな
い

自動車で行った場合店の近くに駐車場がない。魅力的な店舗がない

車が停めれない。行く場所がない。休めない
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車での移動がほとんどの為。必要最低限の利用である。あまり魅力的でない

車を駐車してまで行きたい所がない

若い人が買物をする場が少ない

若桜街道歩いても魅力がない。疲れるだけ。雪でくる梨休止で車のない者は歩くのみ、高齢者や弱者は買
物にタクシー利用するしかない

若者が好むような施設があまりない

若者が集まる場所が少ない。高齢者が買物をする場所、専門店が全然というほど無いに等しい。魚屋、野
菜等生活に密着した店舗がないことが・・・

若者をターゲットにしない市内つくりのコンセプトもわからない。何１つ魅力がない

出かけてまで買う物がない

出かけてみよう。友達と集まってみよう。軽くお茶会しよう。等々の施設やお店、とりわけ目玉になるものが
ない

出かける用事もない。店もない

出掛ける楽しみを見いだせない

商店にも特別魅力を感じることもない。商店側の努力も弱いと思う

商店の営業が高齢化していて魅力的な店舗が少ない

商店の魅力がない

商店街に魅力を感じない

商店街の魅力に乏しい。居酒屋店ばかりが目立つ。“ここわかさ”開店準備中目にして楽しみにしているとこ
ろです。気軽に出入りしやすい商店（談話室、休憩室等）が欲しいです

食事をする店が少ない

進んで行ってみたい場所がない

人が少ないし今のところ行きたい場所がない

人を引きつける魅力に欠ける。もっと奇抜さがあってもよい

人を集める魅力が不十分

昔は駅前市場があったのに、今は買物に行きたいと思うお店が少ない

全く魅力がない

全体的に古く、魅力を感じない

足を運ぶ魅力が無い

中心市街地で欲しいと思う物が買えない事。店が閉まりすぎ

中心市街地なのにあまり楽しめない（買物等）

中心市街地に全く魅力がない

中心市街地に魅力が無い

駐車場（行事の時の）が不便。魅力的な物が少ない

駐車場が少なく、不便感がある。催事や施設、店舗共にやや魅力に欠ける。若桜街道駅寄りの中心通りに
居酒屋多く、夜は賑やかだが昼間は閑散として寂しい感じがする

駐車場が不便。積極的に行きたいと思う店がない

駐車場が有料しかない。大きな映画館などがない

駐車場の確保。魅力興味を持てる場所がない

駐車場を使用してまで行きたい、歩きたいと思える街ではない

鳥取市唯一の百貨店大丸がもっと魅力的にならないと集客できないと思う

店が少ない。おしゃれな感じが全くない。人がいない

店が少ない。映画の上映数が少ない

店が少ないから活性化していない

店舗が少ない

店舗に魅力がある訳でなく反対に安らぐとか楽しみな場等もなし。半端な感じ

店舗の商品に魅力が無い

店舗も制限があり、魅力を感じない

特に特色が少なく面白みに欠ける

特に魅力的な場所もなく、駐車場料金を払ってまで出かけようという気になれない
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日用品を扱う店が少ない

年配者が日常品を購入する場所がない。徒歩で行けれない

買いたい品物が殆んど売ってない

買い物するところがない。人が少ない

買物（服や靴など）に良い店が少ない。ホームセンター・しまむら・ユニクロ・大型家電店がない。ケンタッ
キーやファミレスがない

買物の店も飲食店も散在し魅力に欠ける。映画館も貧弱

不便。複数の用事を同時に済ますことができない。魅力がない

服や雑貨や飲食店の店が少ないので若者が絶対に集まらない。もっと店を増やして欲しいし駅ビルが欲し
い

物や施設が集まっているだけ。それぞれに魅力が無い

閉まっている店が多くあまり興味を持てない

閉店したままの店が多く、魅力的な店がない

歩いて楽しくない。プロムナードと呼べる場所がない。ウィンドウショッピングとは無縁の街角

魅力ある場所が無い・若しくは知らないのかも、とすれば広報不足

魅力があまりないし、若者が駅にたまっているから

魅力が無い

魅力が無い

魅力が無い

魅力が無い

魅力が無い

魅力が無い

魅力が無い

魅力が無い。また行こうという気が起きない。商店街の方々企業努力足りないんじゃない？無料駐車場が
ないからダメ

魅力にやや欠ける。駐車場の利便性を高める必要有り

魅力のあるお店が無い

魅力のある商店等が無い

魅力を感じないため

魅力を感じる街全体の雰囲気が無い。個々には素敵な店もあるのだが

魅力的なお店が無い

魅力的なお店が少なく、夕方以降街が静かすぎる

魅力的なことが何一つ無い

魅力的な商店、施設、駐場が少ない

魅力的な商品や店舗が無いから

魅力的な店が少ない

魅力的な店が少ない。駐車場が少ない

魅力的な店も無いし、休日に車で通っても人通りが少ない

魅力的な店舗が無い

魅力的な店舗が無い

無料駐車場が欲しい。行きたい店がない。休日は店が閉まっている

目的が少ない

目的のお店が少ない

夜間の鳥取駅周辺の治安が悪い。店が少ない。駐車場が少ない

役人、生徒などで活動的なスペースも活気もなく魅力が無い

利便性が悪く、店舗にも魅力が無い

【空き店舗が多い・営業時間が短い 】

（再掲）空店多く買い物が出来ない。日常困る（年寄り）

（再掲）閉まっている店が多くあまり興味を持てない

（再掲）中心市街地で欲しいと思う物が買えない事。店が閉まりすぎ
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（再掲）無料駐車場が欲しい。行きたい店がない。休日は店が閉まっている

（再掲）閉店したままの店が多く、魅力的な店が無い

（再掲）閉まっている店も多く、さみしい感じ

（再掲）空店舗が多い。活気が無い

（再掲）商店が閉まったりして街に活気が無い

（再掲）シャッターを閉めて早じまいする店が多く街に元気が無い

（再掲）暗いイメージがある。休日でも閉まっている店が多い

（再掲）店が閉まっていて活気が無い

（再掲）活気がない。閉まっている店が多い

（再掲）市街地内店舗は活気がない。閉店の数が多い

（再掲）活気が無い。空き店舗が多い。大型店が無い

（再掲）商店街が少なくなり人通りも減って寂しい街になりました。もう少し活気がある街にしていただきたい
です

（再掲）商店街でシャッターの下りている店が多くみられ活気が無く見える

（再掲）シャッターが多く活気が無い

（再掲）シャッターを下ろしている店が多い。活気が無い。よくみると汚い（アーケードの天井クモの巣、電気
切れ等）手入れが行き届いてない

（再掲）活気が無い。個人商店やる気が無い。営業時間内なのに閉店している

（再掲）飲食店や飲み屋は増えた気がするが全体的に閉まっている店が多いため陰気で暗いイメージが強
い

（再掲）空店舗が多く寂しい感じがまだあります

（再掲）シャッターの下りている店が多く寂しい。活気が無い

（再掲）以前に比べて閉店している店が多く寂れた感じがする

（再掲）空き店舗が多く活気が無い

（再掲）活気がない。店が少ない

（再掲）活気がない。夜早く商店街が暗くなる

（再掲）以前あったトポスやダイエー等が無くなった為活気がなくなった。店を閉店しているところがたくさん
ある

（再掲）活気が無い。空き店舗が多すぎる

（再掲）個人の商店はシャッターの下りたもの多く活気が無い

（再掲）シャッターの下りている店ばかりで人の数が少ない。活気を感じない

（再掲）商店街は空き店舗が多く商業都市とは思わない。寂しい状態である。若者少なく老人多い

（再掲）経済状況により活気が無い。店も閉まっている所が多い

（再掲）商店の閉店が多すぎるので街に活気が無い

（再掲）空店舗が多く休日でも活気が無い。開いている店の接客が悪い

（再掲）寂しい。シャッター通りになっている

（再掲）全体的に活気が無く店も閉まっているものが多いから

お店が閉まっている所が多い

お店の戸が閉まっている

シャター街になった

シャッターが下りている店がよく見受けられるため

シャッターが下りている店が多い

シャッターが閉まっている店が多い

シャッターが閉まっている店が多くある

シャッターを下ろしたままの家が多い

シャッター通り

シャッター通りでなく住宅街、商店（小さな店でもよい開店した）へ

シャッター通りはなんとかしないと

メインストリートの若桜街道の店舗がシャッターによって閉鎖されているものが目立つ

開いている店舗が少ない。人通りが少ない

街中を人が歩いていない。店が閉まっている所がある
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活気がない、人が居ないので暗い

休日シャッターが多い

休日に休みの店が多い

休日空店舗が多い。駐車禁止が多く車が止められない

空いている店が多く印象が暗い

空きスペースがあったり歩きにくい

空き店舗が多い

空き店舗が多い。駐車場が少ない

空き店舗が多く、昔に比べて不便である（買い物するのも）

空き店舗が多く人通りも少ない。少し殺風景のような気がする

空き店舗が目立つ

空店舗が増えた

空店舗が増えた。人が少ない（歩行者）

空店舗が多い、休日シャッターが下りている

空店舗が多い

空店舗が多い

空店舗が多く休日に休店している店もあり魅力が無い

空店舗が目につくから、県外から来た人に印象が悪い

空店舗が目立つ

空店舗が目立つ。駐車場が無い

空店舗が目立つような気がする

現在の経済状況の悪化等もあるが空地、空店舗が多すぎる

散歩しててもシャッター通り歩いても楽しくない

市街地に空き店舗が多い

私自身は中心市街地に居住していないので、実態がつかめないし、住人でない点が興味の点でも薄く、よく
わからないのが正直で、空き店舗等を見ると悪い印象を受ける

自動車のおけるスペースが少ない。空き店舗が多く、見る所が無い

若桜街道は昔の面影無くシャッターが閉まりしかも利用時間も短く全く不活性といってよいのではないか。
悲しい限り

商店が少ない

商店の休業が多い。人が歩かない

商店街の店屋がさびれている。早く商売を終える

人が少ない。夜の店閉めが早い

人出が少なくシャッターが閉まっている

人通りがない。店舗の閉店時間が早い

昼の街ではなく居酒屋みたいな街になった（駅前）平日でも店は閉まってるし休日はほぼ閉まっている

駐車スペースが少なく便利が悪い。店の半数がシャッターが閉まっている

駐車場が少なく、店舗が早く閉まる（特に個人商店）

店舗などがしまっている所が多い

日曜日に休みの店が多い

買物に出たいが商店のシャッターがたくさん閉まっている

閉まっている店が多く、人が少なく感じる

閉まっている店舗が目につくし営業時間も短い為

閉店が多い

閉店舗が目につく。シャッターを下ろしている店の事

夜６時を過ぎたら人通りがすくないし、商店街も閉店が多い

夕方早々にシャッターを下ろして閉店する。各店のレイアウトのセンスが全くない。勉強して「よくしよう」とい
う意識が感じられない。という店が多い。そして基本的に店の掃除はしているのかという喫茶店などある。も
ちろん気合の入っている店も点々とある。接客の素晴らしい店もあるにはある
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【 駐車場が利用しにくい 】

（再掲）無料駐車場が欲しい。行きたい店がない。休日は店が閉まっている

（再掲）休日空店舗が多い。駐車禁止が多く車が止められない

（再掲）空店舗が目立つ。駐車場が無い

（再掲）駐車スペースが少なく便利が悪い。店の半数がシャッターが閉まっている

（再掲）駐車場が少なく、店舗が早く閉まる（特に個人商店）

（再掲）空き店舗が多い。駐車場が少ない

（再掲）自動車のおけるスペースが少ない。空き店舗が多く、見る所が無い

（再掲）駐車場（行事の時の）が不便。魅力的な物が少ない

（再掲）魅力的な店が少ない。駐車場が少ない

（再掲）魅力にやや欠ける。駐車場の利便性を高める必要有り

（再掲）自動車で行った場合店の近くに駐車場がない。魅力的な店舗がない

（再掲）行きたいと思う店や飲食店がない。そこに行くための無料駐車場がない。お金を払ってまで行こうと
思わない

（再掲）駐車場が少なく、不便感がある。催事や施設、店舗共にやや魅力に欠ける。若桜街道駅寄りの中
心通りに居酒屋多く、夜は賑やかだが昼間は閑散として寂しい感じがする

（再掲）駐車場が有料しかない。大きな映画館などがない

（再掲）魅力的な商店、施設、駐場が少ない

（再掲）魅力が無い。また行こうという気が起きない。商店街の方々企業努力足りないんじゃない？無料駐
車場がないからダメ

（再掲）夜間の鳥取駅周辺の治安が悪い。店が少ない。駐車場が少ない

（再掲）車が停めれない。行く場所がない。休めない

（再掲）駐車場の確保。魅力興味を持てる場所がない

（再掲）駐車場が不便。積極的に行きたいと思う店がない

（再掲）活気が無く歩きながら楽しめるエリアがなく駐車場にも不都合

（再掲）街全体に活気がない。暗い。パーキングが少ない

（再掲）街全体に魅力がない。車を停める場所がない

（再掲）活気が無い。祭りやイベントがあれば行くけど・・・。駐車場がタダならいい

（再掲）駐車場がない。若桜橋から北側がさびれすぎ

（再掲）活気がない。駐車場がない

お店のPRがあまりないので、どんな店があるか分からないし、お店の方も接客が上手でないところが多い
ように思う。県外からも来られるので、町全体でおもてなしを心掛けた方がよいと思う。あとは駐車場に困る

パーキングが少なく止めにくい

安心して駐車できる場所が無い

街外の人は駐車場が少ない商業施設が無く行く必要なし。交通不便

勤務以外は駐車場等狭いのであまり近づかない

交通がスムーズに行けれな。（駐車場もない）

行きにくい。駐車スペースがない

郊外から出かけて来る際に、公共交通機関、駐車場などの便利が悪い

最大の原因は駐車場である。例えば加藤紙店の文房具、ベニ屋のカレー、丸福のコーヒーに行きたくても
駐車料金を払ってまで行かない

施設間の移動距離が長い。併せて交通便が悪い（高い）。駐車スペースが少ない。他都市のように道路地
下に駐車スペースがあれば便利だと思う

自家用車の駐車場が少なくさらに有料で不便

自家用車の駐車場にとても困ることが多い

自動車で行きにくい

自動車で行っても駐車場が少ない

自動車のため駐車に不便

自動車メインの生活では車が止めにくい。無料駐車場など。鉄道の終電も早く遅くまで飲めない

自動車駐車場がないため市外地に出る
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自由に車が止められないので不便でたまりません。自家用車で出ても魅力的な店舗には駐車が出来ない
ので駐車場が有る所しか入れません。残念です

車が止めにくい

車が止めにくい

車が止めれない

車が不便

車での移動が多いので、やはり駐車場（無料～100円ぐらい）の充実と、街中の明るさ・活気

車で行くと買物等しにくい

車の駐車場が少ないため、気楽には行きにくい

車をとめる場所がない

車を止めておくのに困る。のびのびスペースがない。交通事情がややこしくせせこましい。（危ない）

車を置く場所が少ない

車を駐車するのに金が要るので行かない

車を止めるところが不便だし、料金が高い

車を止める場所が無い。あっても有料で停めたくない

若いお店もちらほら見えますが駐車場等の関係で行きにくい

人を集める施設がない。又無料駐車場がない

袋川以北の駐車場不足

大通りでは雪かきがしてあるが、細い道や駐車場などしてない場所が多すぎる。駅の近くで買物をしようと
思っても駐車料金がいると思うとためらってやめて、北ジャスコとか便利な所を利用する方が多い

駐車スペースが少なく、交通マナーも多い、特に駅前・本通りのラッシュ時の信号無視

駐車場（無料）が全くないので行きたいと思わない

駐車場がない

駐車場がない上楽しめる場所がない

駐車場が狭い。郊外に統合店がある

駐車場が使いにくい

駐車場が少ない

駐車場が少ない

駐車場が少ない

駐車場が少ない

駐車場が少ない

駐車場が少ない。ゆっくりする場所が少ない（高齢者に）

駐車場が少ない。大型店舗に行ってしまう（何でもそろうから）

駐車場が少ない。不便である

駐車場が少ない為、かなり歩かなくては目的地には行けない事が多い

駐車場が少なく、あっても有料

駐車場が少なく休める場所も少ない

駐車場が少なく便利が悪い

駐車場が店から遠い。階上が店、階下を駐車場にすべき

駐車場が有料なので用事がある時しか行かない

駐車場の事を考えると出かけたくない

駐車場少ない

駐車場不足

駐車場不足。パーキングがないと店が育たない

駐車場便利が悪いので

駐車場ない

店の近くにパーキングが無い

買物の駐車場に困る。駐車場の広い市街地周辺の施設を利用している
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文化施設やイベント等に魅力を感じるが、実際には子供がいるとやはり自家用車で出かけるのが現実的で
あるのに、駐車場が利用しにくいことが多い為に出かけにくくなってしまう。特に冬場など子どもの車の乗せ
おろしが大変なので、一度に遊びや買い物を済ませてしまうことができる郊外型のセンター等を選んでしま
う

訪れる人が車を停める駐車場が少なくたくさんの人が訪れる時にはあえて行くのをやめる

無料の駐車場がない

無料の駐車場が少なく利用しにくい。店が少ない

無料駐車場が少ない

無料駐車場が欲しい

【人通りがない 】

（再掲）シャッターの下りている店ばかりで人の数が少ない。活気を感じない

（再掲）空店舗が増えた。人が少ない（歩行者）

（再掲）街中を人が歩いていない。店が閉まっている所がある

（再掲）人出が少なくシャッターが閉まっている

（再掲）人が少ない。夜の店閉めが早い

（再掲）商店の休業が多い。人が歩かない

（再掲）空き店舗が多く人通りも少ない。少し殺風景のような気がする

（再掲）閉まっている店が多く、人が少なく感じる

（再掲）人通りがない。店舗の閉店時間が早い

（再掲）活気がない、人が居ないので暗い

（再掲）開いている店舗が少ない。人通りが少ない

（再掲）夜６時を過ぎたら人通りがすくないし、商店街も閉店が多い

（再掲）人が少ないし今のところ行きたい場所がない

（再掲）店が少ない。おしゃれな感じが全くない。人がいない

（再掲）魅力的な店もないし、休日に車で通っても人通りが少ない

（再掲）商店街が活気が無い。人通りが少ない

（再掲）全体的に暗い印象、人気がない

（再掲）活気がない。人が居ない

（再掲）人が居ない。活気がない

（再掲）歩行者が少なく寂しい感じがする

（再掲）人の少ないさみしい街になっている

（再掲）人の流れが少なく、少し寂しい感じがする

（再掲）商店街に活気が無く人通りが少ない

（再掲）人も少なく活気が感じられないため

（再掲）街に人が居ない。街がさみしい。

（再掲）景気が悪くなり商店に活気が無くなり人が歩いていない。空いている店がたくさんあってもっといろん
な事で利用できるようにして人を集めて欲しい

（再掲）暗い。人が少ない。活気がない

（再掲）さびしくなった。あまり人通りがない

（再掲）人通りがそんなに多いと思えない。店自体に活気が無い

「人」が居ない

いろいろな取り組みは見えるが若桜街道の街の人通りの少なさに若い人の息吹を感じにくい

とにかく人が少ない

閑散でつまらない。人がいない

行く人が少ないから

市内を歩いていても人が少ない。ほとんど病院に行く人が多い。市内に日赤病院があるので人が多いと思
います。日赤病院が市外に出たら人影は市内から消えると思います

車社会で中心市街地での人の数が少なく寂しい

商店街他全体的に人通りが少ないです

人が少ない
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人が少ない

人が少ない

人が少ない

人が少ない

人が歩いていない

人が歩いていない

人が歩いていない

人が歩いていない完全なるドーナツ現象である

人が歩いていなくて寂しい

人の流れがなく、暗く感じる

人通りが寂しい

人通りが少ない

人通りが少ない

人通りが少ない

人通りが少ない

人通りが少ない印象。お店のアピール不足

静かだが人が見えない通りが多い

歩いている人が少ない

歩く気がしない。人がいない

【その他 】

（再掲）さびれた感じで魅力的な店もないし、人がいない感じがする

あまり行かないから

あまり出かけない（郡部の方）のでよく分からない

イベントや催事が少ない

からまれそう（駅周辺）

ジャスコ北店に行きほとんどの買物を済ませるので中心市街地は不便（車もパーキングに停めなくてはなら
ない）

そこに住んでいる人たちの考えがあまい。工夫が無い。何かして活性化しようとする意欲が全く見られない

バラバラな感がある。町全体（市全体）の連携、連帯感等が見られない

ファミレスが欲しい

ホームセンター・スーパーストアを利用するから用事無い

マンション（高層）が景観を損なっている

ゆっくりと過ごせる空間・場所が少ないと思われる

ループバス、バス停がごみ収集所になっている所がある。収集場所がないのは（中心市街地）理解できる
が、バスを待つのは地元の方ばかりではなく観光で来られる方もいる。「当たり前」になっている事が他から
見ればNGの事が多々ある

悪くないけど良くない

一部の人だけが盛り上がっていて近づけない。利益に関係があるひとだけが何かを企画してやっているだ
け。自然に人が集まるような物がない

飲み屋が中心になっているため

通勤や図書館以外ほとんど行かない。行く気もあまりない

駅とコンビニ１軒あれば困らないから

駅前をはずれると枝道のアーケード商店街など昼間でもライトをつけなければならない所が数か所ある。
通った時不安になった

駅南口、北口とも、若い人がたむろして近付きづらいときが多い(春、夏、秋）、出張から帰って駅に降り立つ
と、がっかりしたり、怖さを感じたりする

遠い（自転車かバス。しかも本数が少ない）、ショッピングには魅力を感じない

何もない。県外から来ても交通が不便

何もなさすぎ。別に中心でもない
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家から遠い

過疎化している様に思う

街のつくりに「物語性」を感じない。観光客へのアピールが弱い

街全体にまとまりがない。イベント、催事などがあっても情報不足で知らない人も沢山あったりする。買い物
も、中心市街地に出て、買いまわりして済ませたいが、商店街自体、個々の商売に対しての温度差があり
すぎる

街中にマンションを建てるより109みたいなファッションビルとか建てた方が良かったと思う

街並みが半世紀前とほぼ同じ。（ただ建物が古いだけ）一新するべきである

楽しくない

休息の場がない。トスク本店、駅裏ダイエイは利用しやすい、助かる場所です

経営者に進歩がない

計画的再開発が出来ない

県外から友人等がきても、市街地に案内しようと思わない、行くところが無い。砂丘からジオパークのあたり
に行くことが多い

古い、狭い、不便

交通機関が少なく病院に行く等不便

公共施設は充実しているが、買い物や娯楽の場所が少ない為に用事が無いと行かない

行かないのでわかりません

行きたい所が老齢者には遠い

郊外へ出かけなくても間に合う暮らしやすい街だとありがたいです。商品の内容、外食の場、駐車場など

高齢者には生活しにくい

山間部に暮らしているので便利が悪い

市の中心街に核になるものがない

市街地にそれほど行かない

市街地に行きたい、足を運びたいと思わない印象だし感想

市行政の考えに元から住民が賛同していない

自動車で行きにくい湖山に店がある

自動車の便が非常に悪い

自動車優先で歩いても自動車に気を遣う（歩行者に優しくない）例えばベビーカーをひくママや車いす、杖を
つく、障害者は行動しにくいと思う

車を停めるにはお金がかかかるし、子どもと一緒に行くには不便な所が多い

車社会である今、中心街は適忚していない

若い人が楽しくなる様にしてほしい

若桜街道のメイン通り特に駅から若桜橋までが県外の飲食チェーン店ばかりに乗っ取られて昔の街の面影
が無くなっている

若桜橋の所は店が開いているのか開いていないのか分からないくらい暗い

若者が残っていける街ではないと思う

若者の行くところではない

住みやすさに欠けている（交通手段が不便）

住むことを考えると多少不便だし、ゆっくり楽しむことを考えても不十分

商店街の空洞化

商店主のやる気が無いように思う。地の理が自慢で待っているだけの商売をしてきた

昭和ぽくて嫌い

植物が無さすぎる。もっと沢山の花を飾って欲しいです

色々な施設がバラバラで施設が少ない

身体的に弱い人には商店がバラバラで訪ねにくい。定期バス発着場近くに大規模なスーパーが欲しい。鳥
取駅近くに

人がたくさん集まれる施設が少ない。大型スーパー、百貨店など充実していない

人が集まる所はやはりゴミが多いと感じる

人の集まる場所がない

人の流れは千代川以東の街に移っている。無理に旧市街地を活性化するのはおかしいと思う
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人口が減っている

雪の日は車で出ることがない。雪をかいてない

専門店が少なくまとまった所（名所）がない。地区町名はなんなのか

全体という質問の目的があまりにもぼやけていて解答に困りました。まず市街地の「中心」が人によって違
う為、このアンケートの意味があるのか聞きたいです。私は一時鳥取を離れいていましたが帰ってきた際に
これといって変わっている様子もなく、むしろ閉店している店が多くあり残念でした。活性化の柱が決まって
いない印象を受けました。平成19年から行っているのですよね？いまだにこんな設問があるのですね

大型店に遅れをとっている

大型店をもっと増やして欲しい

誰でも利用しやすい文化・福祉・スポーツ施設が少ない

中心市街地という考え方が当てはまらなくなっている様に思います

中心市街地に広場が無い

中心市街地の区域内に大型店舗がないので、人の集まりが無く寂しい

中心市街地を良くしようとしているアンケートだが旧鳥取市をどうしようとお思いでしょうか。道路が傷んでい
ても何か月経っても放置してある。市報にでも回答を載せて下さい

中心地はビジネスの街でなければならない

鳥取は車社会なので駐車場が少ないと、中心市街地より無料大型駐車場のあるスーパーなどで買物をす
るので、中心市街地の空洞化は深刻に思えます

鳥取城跡周辺は良いが、二軸と鳥取駅周辺が悪い

店に入りにくく入ったら出にくい。人の感じが悪い

店員の第一印象が悪くくどい。ベンチ等休むところが無い

店舗が郊外ばかりに集中しており自動車がないと不便

殿様商売商店街とよく耳にします。雰囲気は悪いでしょう

冬の時歩道も雪をかいて欲しい

冬期の歩道及び横断道の除雪が非常に良くない

道が狭い。又これといって印象に残ることが思いつかない

道路の凹凸が整備されていない歩道も歩きにくい

特徴がなく利便性に欠けるため

賑やかな場所が無い。公園・広場に特色、魅力が乏しい

日交に近いところなのに100円バスが通らない

日常生活において絶対的な必要性が少なく、不便である

買い物、飲食、催事目玉がない

不便である（交通）

分散していて慣れないと行きたい所が理解しにくい

文化施設と福祉施設あるいは公園、子どもの施設とのつながりをもっと工夫する

米子・倉吉に比べてイベント催しが少ないと思う

偏りすぎている

魅力ある場所もあるが散在しすぎ

面白くない

面白みがまったくない

夜行バスを待つところが暗くて恐いと県外の人が言っていた

役所が分散しないで一か所にして欲しい

来客を歓迎する地域とは思えない。わがまま集団

利便性がない

利便性がなく、行く目的もないから

利用したいと思うが場所が無い。不便
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問2-2　現在の中心市街地全体の印象について、どう思われますか。

◇ 「変わらない」の主な理由◇

“中心市街地全体印象”とは何か？

「静かでいいなぁ」と思う時もあれば、お店が少なく不便に思う時もあり複雑

30年前の市街地と街並みが変わっていない

アーケードに活気が無い。人口が少ない

あまり魅力をを感じない

あまり印象がない

あまり印象がないため、どうとも言えない

あまり活気がない

あまり感心がない

あまり関心がないです

あまり行かないからよく分からない

あまり行かないので

あまり行かないのであまり分からない

あまり行かないのでよく分からない。用事がある時その場所に行って帰るだけ

あまり行かないので判断できない

あまり行かなのでわかりません

あまり行く事がない

あまり出かけない

あまり出かけないから分からない

あまり出ていかない

あまり出ないから

あまり生活が関係ない

あまり中心市街地を見て回らないから

これといった物や店がない

コンパクトで自動車で行きやすい。人通りが少なく思う

さびれているがそのおかげで家賃も安く人ごみにもまれることもなく過ごせる

さびれて魅力が無い

シャッターが閉まっている所があると半減します。人通りを確保する

シャッター街が多すぎる

ショッピングモールや飲食ビルがないから

そういうことで見たことない

たまに街中を歩いてみますが、寂しい雰囲気がし活気がないです

はっきり言って分からない

パッとしない

もっと魅力あるもの（店）があると活性化すると思う

もっと活気のある街に

もっと地場の企業が頑張ってPRして欲しいです

もっと買物（商品）に魅力的な品物が欲しい

もっと無料駐車場があればと思います

やや活気はないが、混み入ってない分はゆったり出かけられる。駐車場が有料なので、止めて出歩けない
のが不便

よくわからないのですが、項目がないので③にしました。主に仕事で行く程度で、ゆっくり見ることもありませ
ん。興味がないという感じです

よくわかりません

レコード店が欲しい

暗いイメージがある
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以前よりは良くなったことが多いと思うが、満足感はまだもうちょっと

意識したことがない

意識の問題

印象が薄い

印象について考えたことがない。昔に比べたらキレイになっていると思う

雤や雪の時に子どもたちが遊べる所がない。無料で施設を開放してくれるところを作って欲しい。布勢とか
出会いの森は遠いから中心街にも作って欲しい

駅で切符購入の時ちょっとした用の時に利用できる無料（20～30分程度）駐車場があれば便利

駅や郵便局は便利だがそれ以外ではあまり来ようと思わない

駅以外出ないし行かない

駅前の商店街はシャッターが下りている店が目につき景観が良くないと思う

駅前は食事をするところが少ない

壊れたモニュメントがある

街の雰囲気はいいが、見た目があまりよくないと思う

街中がやや寂しい

街道筋をたまに歩くときあまり人通りもなく活気を感じない

活気があるとも思わないが、のんびりしていて落ち着く

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない

活気がない。楽しい場所、店が少ない

活気がないと思います。買物をするところが中心地にあればよい。無料パーキングが少ない。デパートが中
心部にあったらどうですか

活気がなくて寂しい

活気がなく暗いイメージがある

活気が無い。駐車場少ない

活気が無いように見える。シャッターが閉まっている店が多い

活気はないように思う

活気無し

活性化していない。人に元気がない

活性化しているとは思えない

活性化など頑張っている人もいるが全体的に活気が無い

活性化に向けて頑張っている所（川端通り等）とそうでない所の落差が激しい

活性化は無理、無駄

活力がない

幹線道路から路地に入ると道が狭く、一方通行多く車移動に不便

簡素なイメージがある

閑散としている

気軽に入り込めない（駐車場等）

気軽に立ち寄れる所があればよい

久松山付近は好き。商店街はシャッターも多いし人も少ないし嫌い

休日でもあまり人がいない

休日商店が休みの所が多い（特に飲食）

興味がわく物が無い

空き店舗も多く、寂しい気がする

空店舗が多く、活気があまり見られないように思う

空店舗が目立つ

喧騒がなく落ち着いているが個性統一感に乏しい。どこにでもあるようなそんな街では発信力も弱い

県庁所在地なのに人通りが少ない
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現在の生活レベルで満足しているから

現在職業に就いていてあまり利用しないし休日もあまり出かけない。地区の行事等がある。たまに出かけ
ても自分の用事のみをして帰る。市報を見て出かけることもあるが時間が合わないときの方が多い

現在地に住んでいないので実感がわかない

現状に満足

娯楽施設・店が少ない。交通機関が不便

公共交通機関の時間があまりにも空きすぎて使えない

公共施設は充実しているが駅前周辺にショッピングセンター等がやや少ない

公共施設は充実していると思うがどこへ行くにも駐車場が有るか車が置くことが出来るか考える

公共施設街

好きな店もあるけど、もっと中心市街地らしくなって欲しいから

考えたことが無い

考え方が偏りすぎ

行かないからよくわからない

行かないから分からない

行かないのでわからない

行きたいお店や施設があまりない

行きたいと思う所がない。食料を買うためだけに出かける

行きたい店舗に駐車場があれば行くけど、路上駐車になってしまうような店舗には躊躇する

行くところは決まっているので特に・・・

行く範囲が限られている

郊外で用事は足りるし店・娯楽施設・病院・金融機関に至るまで自動車で行きやすく無料駐車場があるから
便利である

高齢と身体に不自由があり市内に車で出ないようにしています

今も昔もあまり変わらない

仕方がない。ないものねだり出来ない

子育て支援ができて良くなった。駐車場で金がかかるのでジャスコ（北）の方が便利

市街地でも中心部を歩く事がほとんどなく、市役所、図書館など車で行くだけ

市街地に活気がない

市街地に出かけなくても近くで用が足りる

市街地に駐車場が少ない。大型店が市外地にある

市街地に魅力ある施設が無い。運転しない為移動が億劫

市街地よりも湖山周辺に出かける方が便利です

市街地利用は役所関係のみ

市内に出ないからよくわからない

施設があっても駐車場が少ない為利用しにくい

施設はまあ有るがそれほど魅力的とは思えない

施設等はあるが、車で行きにくい

治安が悪く近づけない感じ

治安は良いが出かける魅力がない

治安は良さそうで平和だが、商店街はさびれていて若者が好んで行かないと思う

自家用車が止めにくい

自家用車の場合

自転車で行く時はいいのですが、バスの場合不便である

自動車で行きにくい

自動車で出るため駐車場所がない

自分が高齢、病弱と認識不足の為、他の人の話ではよく出かけられている人も多い

車があれば出かけるがなければ出かける気にならない。魅力が無い

車での移動が多いので、そんなに中心市街地だけ充実してなくて良い

車で走ってみますが駐車場が少ない為散策でもという気分になれない
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車に乗せてもらっても駐車場に困っている

車を止める場所がない

車を停める場所があまりないような気がする

車中心の現状に対忚した街づくりが急務

若者が少ないので、少々活気がないのはいたしかたない

住むだけなら問題ない

住んでいる方にはとっても便利なのかもしれないが、離れている分には用事が無い限り行くことが無いため

住所地よりにぎやかさがあるが都会ほどでない

出かけるには自動車主なので駐車場に困る時がある

出かける事が少ないから

出かける事が無いのでわからない

商店街がさびれて不便を感じる反面、喧騒でかき消されていた風の音が聞こえたりしてこの地の風土に愛
着を感じる

商店街の活気が無い

少々寂しい

照明も含め暗い。所々では頑張っているとは思うが一体感がない

職場の飲み会、送別会にのみ利用しているが駐車スペースを考えると市街地以外をなるべく利用してしま
う事がある

色々工夫されて少し元気が出てきているように感じるが駅周辺に賑やかさが移り県庁方面が寂しくなってき
ている感じがする。何より産業を興して人を増やすことだと思う

人が集まりやすい

人が少ないから

人間の出入りが少ない

人出が少ないように思う

人通りの多い所と少ない所があるから

人通りもなく歩く人も少ないさみしい様子ですのでもっと賑やかになって欲しい

整っていると思うが、人のとおりとしては寂しい

正直どうでもいいという印象

生活するのに困ることはないが、満足して欲しいものが全て手に入れるということはない

生活に欠かせない事には便利。それ以外にはあまり魅力を感じない

静かだが活気が無い

静かでいいと思うが、若い人には余り魅力が無いのでは？

昔にくらべて人が歩いていない気がする

全体の把握ができていないから

全体的に活気がないように思う

全体的に活気が少ない、人通りが少ないように思う

足腰が悪い為又杖をついて何処にでも行けないから、出かけるのにも乗り物が無く不便であるからです

他との比較できないのでよく分からない

他の地域に大型店舗ができそちらに人が移動

他県も同じだと思いますが、シャッターの通りになっている気がする

地味です。それが良でも有り悪でも有る

智頭街道北西側は寂しい

中心市街地とは思えない静けさ

中心市街地にすべてを求めていない

中心市街地にはあまり行かない

中心市街地に住んだことがないから

中心市街地の活性化がなかなか進んでいない

中心市街地の必要性を感じない
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駐車（商店）場が明確でない

駐車するのに不便

駐車に困ることがある

駐車場が少ない

駐車場が少ない

駐車場が少ない

駐車場が少ない

駐車場が少ない。イベントの時など確保してほしい

駐車場が少ない。お店がにぎやかではない

駐車場が少ないため、気軽に行動しにくいです

駐車場が少ないので便利とは思わない

駐車場が不足している

駐車場不足、空店舗が多い

鳥取らしいといえば鳥取らしいが、少しさみしい気がする

店がどんどん入れ替わる。人が少ない

店の前に車がとめられない

田舎らしいといえば田舎らしく良いが、さびれすぎている。デパートとはいえない外観や内装・・・（大丸）

冬に雪が降ると買物くらいしかない

特になし

特になし

特になし

特になし

特に何とも思わない

特に可もなく不可もなくという印象があります

特に不便さを感じるわけではないが魅力もない

特に便利でもなく普通。特色を感じない

特に利用してないから

特に理由はない

日曜日は店も閉まっている事が多い

入ってみようと思う店舗が無い

年令からして近くで用足しが出来ていて中心街へはあまり出ないです

買物（日用品販売店、高齢者向けの店が少ない）に不便

買物がし易い。人が良いと思います

買物が遠い

買物をする商店及び駐車場がない

買物等については良くない

普通の町、要するに平凡

変わっていない

歩いて買物、家族でブラブラ歩いている人が少なく思える

本が好きなのでジュンク堂のような本のデパートがあれば嬉しい

本通は昔のような賑わいもなく飲食店が多くなったように思う

魅力あるお店もあるが、駐車場が少ないから

魅力をあまり感じない

魅力的なお店が少ない。車で行きにくい

魅力的な施設が少ない

魅力的な所が少ない

魅力的な場所、物がない

魅力的な店がない（子供を持つ親にとって）

魅力的に感じる場所もある一方、もう少しどうにか・・・と思うところもある

無料駐車場が駅近くにあれば商店街にも行きやすいがない
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無料駐車場が欲しい。街全体寂しい感じがする。

明るいイメージでもなく暗いイメージでもないです

明るさが無い

目的地（施設・飲食店など）にしか出かけないのでどちらとも言えない

夜間や休日にお店が開いていないので魅力に欠ける

唯心に×

欲しいものがない場合、他の場所へ行くから

利便性を考えた時現在居住している所に満足している

利用しないので分からない

良いとも悪いとも思えない

良くも悪くのない

緑が少ないと思う。きれいなのは桜土手位
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問2-3　今後、中心市街地を活性化するために重要だと思われるものは何ですか。

◇ 「⑱その他」の自由意見◇

⑪のためなら全て必要

⑰は中心市街地をだすのはおかしいと思う

⑰は中心市街地以外に誘致する

ＧＷだというのに街中が閑散としたイメージ。県外の人から言われました

JRとバスの接続が悪すぎる。時間が無視されている

アイススケートリンク建設。絶対に必要

イベントや景観よりもまず生きるために必須の機能を充実させること

イベント等の一時期の集客などではなく、いつ行っても人通りがある、人が行きかう町づくり。街中に住みた
く思っていても、魅力が感じられない

エリアごとでターゲットを明確にした町づくりをしたらどうですか。各オーナーごとで判断するのではなく町
（鳥取市全体）として

お店があまりきれいではない

このままではゴーストタウンのようだ

これ以上マンションを建てさせない

さざんか・さわやか等箱物は無駄だと思います

シャッター店の活用

そのままでよいと思う。企業が少ないので仕方がない。限界がある

タワーレコードのような大きなCDショップやモールも必要だと思う。映画館も

とにかく交通ルールを守る

とにかく人が集まることをやる。例えば毎週ずっと1年中土曜夜市をやる。大物アーティストや芸能人を呼ぶ
よかスタンプカードをやったり、ビンゴ大会をやったりして盛り上げる

とりあえず車がタダ。もしくは安く駐車できれば皆が行きます

マナーの向上

もっとみんなが出かけたくなるような工夫

安全安心の確保の為、後継者の育成強化必要

違法駐車の取り締まり

医食住については家の周辺にあるのがよい。中心市街はその他のことが充実していればよい

街づくりの核になるものが無い

街と公園が一体となってない

街中にショッピングモール的が欲しい。昔のダイエーあたりに欲しい。中心市街地より他に行かないと用事
がすませられない為（食料品、衣類、日用品、買い物」何でも揃うところに行ってしまうから。おまけに駐車
料金いるから

街中に四車線は不要であり駐車スペースにすべきだ

街並みに市民外を呼べるような人を引きつけるようなものを作る。（境港市の様な取り組み）例えば八頭町
のような人形かかし

街路灯の塗装を明るい色にしてはどうか（茶色は重苦しい）

各店舗に無料駐車場が欲しい

核となるイメージの確立

活性化の為には人が集まる様々なく

観光客が駅からどこに行こうかと思われた時（土産）県全体の品物が１ヶ所で買える店があればと思う。温
泉地なのだから駅近くに温泉にすぐ入れる場所があればと思う。

企業、学校等の誘致

企業誘致をして人を増やす

気象は変わって豪雪になっていかないか心配。今の除雪も歩道に雪がもり上がり年寄りの多い市内ではと
ても溶かすのに大変。水を流して溶かす方法はないでしょうか

休日シャッターの下りた店が多い。これは大変寂しい
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空き店舗がないようにして欲しい

警備員を増やして欲しい

健康問題にかかわる商品、食べ物の展示店舗があると良いと思う

県庁、市役所等、公務員は通勤に公共交通を使う。まず、見本を見せよ。歩けば活性化けん引

公園とかをもっと人が多く集まれるようにしないとダメ

広い屋内駐車場、地下街、商店のやる気、若者人口増加（働く場）

洪水のあったタイにあれだけの企業が進出しているのに我日本の鳥取には如何ほどの企業が？市、県庁
は猛省して欲しいです。あきれました。東北大震災で知りましたが、東北地方の恵まれた道路、鉄道、企業
数にも驚きました。比べて鳥取の現状は何ですか？（県選出の国会議員は無能です）

行政機関が分散しているのは良くない

郊外に店が移転し街中で生活しづらくなっている。店はシャッターが下り駅前でさえ人がまばらで活き活き
感が無い

郊外の学校、役所、商業所を市街地へ再編させる事

高齢者が必要な物が中心市街地では購入しにくい

高齢者を支える家族に優しい街づくり

市の人口が減っていく中どうすれば歯止めができるか

市街地しかない。魅力ある店やイベント等工夫すること。都会は電車がすぐ来る。とても便利。鳥取は30分
に1本か60分に1本。これではいかがかと思う。くる梨のバスをもっと走らせて乗りやすくするのもよいのでは
ないかと思う。少々税金がかかっても皆が利用できるようにすればよいと思う

市内に出てバスなどで出ても自分の行くところは遠いのでもう少し近くの所にあれば少し年をとっても出か
けることもある。大きな病院に行っても１日かかる

市内のあちこちに高いマンション（８階～10階建てのマンション）が出来てあまりよくないと思う

市民全員の一丸となった賑わいを取り戻そう。という気持ち・心意気

市役所移転の跡地にはスーパーなどの誘致をし昔のトポスのような利用をすればいいと思う

市役所集中化反対、分散が良い

思い切って各店で共有する駐車場を作る等

私個人の意見だと小さい子供を連れて外出となると市内だと面白くない。子供も大人も楽しめる施設があっ
て欲しい。特に雤の日など子供が体を使って遊べる施設があるとありがたい。（土日も）

自由に車を置いて「くる梨」バスで移動して買物や目的を済ませられる市街地にしてほしい

室内で体も動かせて遊べる所が欲しい

実際はあるが場所が分からない（トイレ・駐車場・交番）案内マップ

車社会のため、無料駐車場をもっと増やしたほうが良い

若い方が働く場の確保が一番大切だ。現状ではダメ

若者がお互いの子供の面倒を見合う場所と教育

若者が必要とする店、場所がない

若者の働く場所が一番。老人が生活しにくいです。

集合店の充実と駐車場があればブラリと行ってみたい

住宅を中心とした方向で

住民の意識づくり

諸々の施設、店舗が充実しても駐車場が整備されていなければ意味が無い

除雪作業をもっと多くして欲しい

商店街に個性が欲しい。プロのこだわりが欲しい。対忚が悪い

商店街の活性化

小さい子供連れで行きやすいように所々授乳やおむつ交換ができる建物があるといいです。どの駐車場に
おいても店を利用すれば無料にして欲しい

植栽の管理等清潔感に欠ける事が多々あり。税金は目に見える所にも使って欲しい

食に関する特異性のある店の出店

食料品、日常品のお店欲しい。らっちゃんバスの回数がもっと欲しい

新市庁舎不要です。いまのままでいい
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申し訳ありませんが用事が済んだらさっと帰るのであまりよく分かりません。中心市街地に行かなくて食事
も買い物も出来るし駐車場も広い

世代を問わず行ってみたいと思える場所があって欲しい

生活用品が近くで求められること

雪国鳥取。もう少し雪を利用し（冬場に雪を集めて夏の冷房にする）とかを考えたはどうか。布勢運動公園
の駐車場の雪を集めて冬場に貯蔵し布勢の施設の冷房に使う

雪対策、「除雪」だと歩行者や自転車に対して迷惑。雪はトラックに積んで移動しないと…

宣伝、広告、店舗リスト、紹介、マップ等の充実。街コン

専門的な店舗が集中する街づくり

全てのものが中心市街地に集中することが重要かどうか疑問です

待ち合わせ場所になるようなシンボル

大きくて駐車場付の新しい映画館が鳥取市にも欲しい。わざわざ米子市や他のところまででかけています

大丸以上に良い品物をおくデパートがあってよい。シャッター街の活用

大規模な改革。範囲を狭めて、駅周辺を一つの町にする

大型ショッピングモール・地下街の整備

大型商業施設等集客が見込める施設の誘致

大型駐車場が必要

大型店、複合施設等の誘致

誰でもくつろげる公共空間（オープンスペース）

地域ならではのお店を増やす

地域の人たちの考え方を変えること。何かしようとする意欲を持たないと他力（行政）に頼っても何も解決し
ない

中心市街地という旧概念から抜け出ることが重要である

中心市街地には高齢者世帯が多いように感じるので、そのような世帯向けの店舗等があれば良い

中心市街地に出かけることが少ないのでよく分からない

中心市街地のみに重要性を求めず、街外にも公共施設必要。高齢者はあまり市街地の方へは出かけるの
は難しい

中心市街地の位置づけが明確ではないので回答が困難。私見では住居一帯の中で活性化がはかれると
考えている

中心市街地の活性化の方向性が全くみえてない。方向を決めることが重要

中心市街地の店舗が早く閉店しすぎ

中心市街地内の企業の協力

中心地点に無料駐車場があればもっと中心地に出ると思う

駐車違反車両を取り締まって欲しい。自動車で走りにくい

駐車場・地下街等の整備と充実を図る？

駐車場とういうより各店の前に路上に車が置けて買物が出来たら便利。駐車場を探してわざわざ歩いてま
で買い物にはだれも行かないだろうと思う

駐車場の確保。（若桜街道斜め駐車等）が第一

駐車料金をもっと安くしてほしい

超大型ショッピングモールの充実

長期視点で厳しい現実と将来の見込みを踏まえ戦略的に再配置するほかないと考えます

鳥取にはジャスコしか行くところがない

鳥取のＰＲポスターを大きく掲示する。鳥取の特産品を活用した商品を多く開発する

鳥取の資元を生かして、歩ってみたくなる街をつくる。楽しめる街づくりのビジョンを持って考えてもらいたい

鳥取は自動車での行動が多いので、歩行者にとっては利用しやすいと思うが車の人からとっては不便

鳥取は車がなければ生活できない地方都市である事を踏まえ、商業地・住宅地の整備、集約は不可欠。３
～５区画を１つに集約する

鳥取駅に着いてパッと見える景色をもっと華やかで新しくした方がいい

鳥取市の素晴らしい自然をいかした街づくりを望む。やまびこ館等何故あんなせせこましい所に造ったのか
理解に苦しむ
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鳥取独自を模索し他と横並びのつまらない街にしない

店舗・施設等を分散化しないで年令別（男女別含む）に区分けしてみてはどうか

冬期の雪の除雪、運搬も含めて

東京のようなランニングコース

特色・計画性・取捨選択。中心市街地と位置付ける範囲が広くないか。鳥取市の規模に比べ３つの街道
（智頭・若桜・鹿野」全てを活性化等は無理が無いか。重点を絞り確実に「賑わい」を演出して欲しい

特別な用事があるわけでもなく、町を歩くと新しい発見があるような時間の潰せる街が必要。公共施設や文
化、福祉施設等が必要であれば少々遠方でも必要とする者が自ら出向くのでは

難しい事と思いますが市立美術館

年寄りですのであまり思わないです

売る気のない店を消して広い公園にした方が良い。お店を続けている様がとても痛々しい

博物館の場所または駐車場が少なすぎる

飛行機→東京便のみ？せめて北海道まで直行があれば。鳥取飛行場さびれています

百円バスの範囲を広げて欲しい

病院、役所は駅の近くが便利、施設の充実を望む

幅広くではなく、一つ一つ増やしていくほうがいい

複合型再開発事業

文化レベルが低いと県外の方から言われることがあります。文化レベルを上げて欲しい

閉店時間などが早すぎる

便所がない

歩きたばこ禁止にすればいいと思う

歩道沿に今も植えてありますが美しい季節の花を咲かせる。街を美しく行ってみたい所にする

歩道上（横）のプランター等による緑化は必要以上に置かないようにして欲しい。（歩行の邪魔になるため）
代わりにバス停には木製ベンチの設置を考えてもらいたいです

魅力的な街中になれば観光客は増える。中途半端は駄目

魅力的な商品を置く店と無料の駐車場

無料で駐車できる場所があれば出かけやすい

無料の駐車場を増やすこと

無料駐車場スペースの確保

無料駐車場の整備

無料駐車場の増設。イオンが何故賑わっているか教わった方がいいですよ

無料駐車場をつくる。映画館をつくる

弥生町、飲食店街のカラー舗装、車の乗り入れ禁止、温泉の有効活用、駅前に温泉を利用した保養施設
の建設

役所が２ヵ所あるので便利が悪い。１ヶ所集中がよい

役所は１か所だけでいい

利用したい店舗が少なく、観光客も見て歩きたくならない（飲食店も含めて）

路線バスをもう少し利用しやすいように（市外地でも）
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自由記述

　アンケートに回答していただいた、全ての自由記述を以下に掲載する。

質問4　フェイスシート（職業）

マンション建設

委託業務員

医療関係

介護

看護師

看護師

看護師

契約社員

県非常勤職員

塾教師

年金生活者

年金生活者

年金生活者

福祉センター作業

療養中

臨職
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