第 2 次久米島町総合計画 後期基本計画
第 2 次まち・ひと・しごと創生総合戦略
―

中高生アンケート結果

―

■概要
実施期間

2020 年 10 月１日～23 日

対象

久米島町内の全中学生、高校生

配布・回収方法

各学校の協力を得て実施

回収数

394 件（中学生 200 件、高校生 194 件）

アンケート結果
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・中学卒業後の進路について（中学生のみ）
・久米島高校に進学を決めた理由（高校生のみ）
４.将来の仕事について・・・・・・・・・・・・・・・・・5
５.学びを支援するために特に重要だと思うこと・・・・・・7
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・将来、久米島でくらしていきたいですか？
・将来、久米島で暮らしたいと思うために必要なこと
７.これからの久米島はこうあってほしい（キャッチコピー）9
８.今の久米島の問題だと思うこと、あなたの考えたキャッチ
コピーを実現するための提案や要望（自由記述）…………17

―中高生が思い描く久米島―
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１.回答者の属性

その他
2%

①性別（N＝394）
男性
193 名
女性
189 名
その他
9名
無回答
3名

男性

女性

50%

48%

②出身地（N=394）
久米島町
279 名
県内他市町村
48 名
県外
62 名
無回答
5名

久米島町

279

県内他市町村

48

県外

62

無回答
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２.「久米島」が好きですか？
出身地別にみる「久米島」の好感度（N＝394）
どちらか
好き
といえば
好き
全体（N=394）
212 名
105 名
久米島町（N=279）
144 名
77 名
県内他市町村（N=48）
27 名
10 名
県外（N=62）
39 名
17 名
好き

どちらかといえば好き

全体(N=394)

どちらと
もいえな
い
59 名
46 名
10 名
3名

とちらともいえない

無回答

21%

63%
0%

3名
0名
1名
0名

28%

56%

県外(N=62)

15 名
12 名
0名
3名

27%

52%

県内他市町村(N=48)

無回答

好きではない

54%

久米島町(N=279)

好きでは
ない

40%

2

60%

4%

16%

4%

21%
27%

20%

15%

80%

2%
5% 5%
100%

３.進学について
①学年別にみる中学卒業後の進路について（N=200〈中学生のみ〉
）
久米島高校へ
島外の高校へ
わからない
進学
進学

その他・無回
答

全体（N=200）

97 名

50 名

49 名

4名

1 年生（N=68）

31 名

15 名

20 名

2名

2 年生（N=55）

24 名

18 名

13 名

0名

3 年生（N=77）

42 名

17 名

16 名

2名

学年別にみる中学卒業後の進路について
全体（N=200）

49%

1年生（N=68）

25%

46%

2年生（N=55）

22%

44%

3年生（N=77）

久米島高校に進学

20%

33%

島外の高校に進学

②久米島高校に進学を決めた理由
（ｎ=207〈高校生のみ,複数回答者含む〉
）
島内に進学したかったから
69 名
専門技術・知識を習得したかったから
10 名
高校魅力化プロジェクトへの取組み
9名
家族に進められたから
31 名
オープンスクールでの校風
9名
やりたい部活動があったから
4名
寮生活がしたかったから
7名
高校や周囲の環境がよいと感じた
41 名
学びたいカリキュラムがあった
1名
その他
25 名
無回答
1名

21%

60%

3%

80%

わからない

0

100%

その他・無回答

20

40

60

80

69
10
9

31
9
4
7
41
1
25
1

「その他」の意見（原文まま）
●久米島の久米島高校でしかできない思い出も作れそうだったから
●海が近いから。県外に行ってみたかったから。
●本島の高校受験を反対されたから
●ここしか島にはないから
●島外に行きたかったけど島外の寮が空いていなかったから
3

3%
24%

22%
40%

2%

29%

55%
0%

25%

③学年別久米島高校に進学を決めた理由（ｎ=207〈高校生のみ
,複数回答者含む〉
）
全体
(N=207)
69 名
10 名
9名
31 名
9名
4名
7名
41 名
1名
25 名
1名

島内に進学したかったから
専門技術・知識を習得したかった
高校魅力化プロジェクトへの取組
家族に進められたから
オープンスクールでの校風
やりたい部活動があったから
寮生活がしたかったから
高校や周囲の環境がよいと感じた
学びたいカリキュラムがあった
その他
無回答

1 年生
(N=80)
26 名
4名
5名
13 名
5名
1名
3名
17 名
1名
4名
1名

2 年生
(N=60)
19 名
0名
3名
8名
4名
2名
4名
10 名
0名
10 名
0名

3 年生
(N=58)
20 名
6名
1名
8名
0名
1名
0名
14 名
0名
8名
0名

分教室
(N=9)
4名
0名
0名
2名
0名
0名
0名
0名
0名
3名
0名

学年別にみる久米島高校に進学を決めた理由
全体

33%

5% 4%

1年生(N=80)

33%

5% 6%

2年生(N=60)

32%

3年生(N=58)

5%

34%
0%

10%

20%

15%

16%

13%
10% 2%

30%

40%

7%

4% 3%

20%

6% 4%
7%

21%
17%

14%
50%

12%

17%

24%
60%

70%

14%
80%

島内に進学したかったから

専門技術・知識を習得したかったから

高校魅力化プロジェクトに取り組んでいるから

家族に進められたから

オープンスクールで校風がよいと感じたから

やりたい部活動があったから

寮生活がしたかったから

高校や周囲の環境がよいと感じたから

学びたいカリキュラムがあったから

その他

4

5%

90%

100%

４.将来の仕事について
①将来の仕事（N＝394）
医療・看護・リハビリ系
保育・福祉・教育系
語学・国際・旅行・ホテル・観光系
音楽・アニメ・美術系
芸能・インフルエンサー系
マスコミ・情報通信系
公務員・法律・政治・保安系
栄養・調理・製菓系
デザイン・ファッション系
美容・理容・エステ系
動物・環境・バイオ・自然系
ゲーム・コンピュータ・IT 系
事務・金融系
運輸・輸送・航空系
営業・販売系
企画・調査・イベント系
建築・設計・インテリア系
自動車・機械・電気系
レジャー・スポーツ系
職人・農林水産業系
起業して社長
その他
未定
無回答

0

39 名
43 名
18 名
17 名
9名
1名
21 名
21 名
10 名
11 名
18 名
19 名
5名
15 名
13 名
4名
12 名
13 名
32 名
13 名
4名
8名
24 名
24 名

20

40
39
43

18
17
9
1
21
21
10

11
18
19
5
15
13
4
12
13
32
13
4
8
24
24

なぜその職業に興味を持ったか（原文まま）
 ゲームも好きだし、最近いろいろ調べていて気になっている。
（ｹﾞｰﾑ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・IT 系）
 職場体験みたいなので楽しかったから（建築・設計・ｲﾝﾃﾘｱ系）
 昔からプロバスケット選手になりたいと思っていたから（ﾚｼﾞｬｰ・ｽﾎﾟｰﾂ系）
 皆を元気づけれる曲を作りたい。
（音楽・ｱﾆﾒ・美術系）
 給与が安定していて、仕事内容も自分に向いていると感じたから（事務・金融系）
 三味線をずっと続けているので、得意なことを仕事にしたいと思ったから（芸能・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ系）
 釣をしたり、植物を育てるのが好きだから。
（職人・農林水産業系）
 実際に働いているところを見て凄かったから（運輸・運送・航空系）
 綺麗になりたい。綺麗にしたいと思うから。
（美容・理容・エステ系）
 自分の得意科目を将来の仕事にしたいと思ったから（語学・国際・旅行・ホテル・観光系）
 ケーキ屋さんのバイトを始めたから（栄養・調理・製菓系）
 地域医療に取り組む医師になりたいから（医療・看護・ﾘﾊﾋﾞﾘ系）
 学校生活をする中で教える側になってみたいと思ったから（保育・福祉・教育系）
 親がやっていてやりたいと思ったから（ウエディングプランナー）


収入が安定しているため（公務員・法律・政治・保安系）

5

0

②将来の仕事は久米島で活かせるか（N＝394）
活かせる
122 名
自分次第で活かせると思う
99 名
久米島では活かせないと思う
27 名
わからない
111 名
その他
3名
無回答
32 名

50

100

150
122

99
27
111
3
32

③久米島で将来の仕事は活かせそうか（①で回答数 15 名以上の項目）
自分次第で 久米島では
活かせる
活かせる
活かせない
医療・看護・ﾘﾊﾋﾞﾘ系(N=39)
23 名
11 名
2名

わからない
2名

保育・福祉・教育系(N=43)

24 名

9名

0名

10 名

語学・国際・旅行・ﾎﾃﾙ・観
光系(N=18)
音楽・ｱﾆﾒ・美術系(N=17)

7名

6名

0名

4名

1名

7名

1名

8名

公務員・法律・政治・保安系
(N=21)
栄養・調理・製菓系(N=21)

8名

7名

0名

6名

8名

9名

1名

3名

動物・環境・ﾊﾞｲｵ・自然系
(N=18)
ｹﾞｰﾑ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・IT 系(N=19)

6名

7名

2名

3名

2名

5名

2名

10 名

運輸・輸送・航空系(N=15)

5名

3名

1名

6名

ﾚｼﾞｬｰ・ｽﾎﾟｰﾂ系(N=32)

3名

7名

9名

13 名

久米島で将来の仕事は活かせそうか
医療・看護・ﾘﾊﾋﾞﾘ系(N=39)

59%

保育・福祉・教育系保育・福祉・教育系(N=43)

56%

語学・国際・旅行・ﾎﾃﾙ・観光系(N=18)
音楽・ｱﾆﾒ・美術系(N=17)

6%

栄養・調理・製菓系(N=21)

38%

動物・環境・ﾊﾞｲｵ・自然系(N=18)

運輸・輸送・航空系(N=15)
ﾚｼﾞｬｰ・ｽﾎﾟｰﾂ系(N=32)

26%
33%

9%
0%

活かせる
わからない

6%

22%
20%

自分次第で活かせると思う
その他

6

22%
47%

33%

29%

43%

33%
11%

23%

33%

41%
38%

5%5%

21%

39%

公務員・法律・政治・保安系(N=21)

ｹﾞｰﾑ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・IT系(N=19)

28%

39%
11%

11%

17%

53%

20%

7%

28%
40%

5% 14%

40%
41%

60%

80%

100%

久米島では活かせないと思う
無回答

５.学びを支援するために特に重要だと思うこと
中学・高校別にみる学びを支援するための取組み（複数回答）
合計
(n=788)

中学生
(n=359)

企業との連携によるキャリア教育の推進

87 名

38 名

49 名

奨学金制度の充実

99 名

55 名

44 名

留学制度の拡充

65 名

32 名

33 名

110 名

64 名

46 名

63 名

27 名

36 名

専門的な資格について情報提供

133 名

79 名

54 名

大学と連携した人材育成の推進

73 名

33 名

40 名

学生のニーズを捉えた講師等による講演会等の開催

37 名

18 名

19 名

その他

27 名

13 名

14 名

学習センター（町営塾）の充実
学生寮の充実

高校生
(n＝335)

中学・高校別にみる学びを支援するための取組み
38

企業との連携によるキャリア教育の推進
奨学金制度の充実

49
44

55

32
33

留学制度の拡充
学習センター（町営塾）の充実

64

46
27

学生寮の充実

36

専門的な資格について情報提供

54
33

大学と連携した人材育成の推進

79

40

18
19

学生ニーズを捉えた講師による講演会等の開催
13
14

その他

41

無回答
0

中学生（N=359）

7

20

40

高校生（N＝335）

53
60

80

６.将来の久米島での居住意向
①将来、久米島で暮らしたいか（N＝394）
暮らしたい

その他
13%

141 名

暮らしたいが難しいと思う

101 名

どちらかというと暮らしたくない

98 名

その他

51 名

無回答

3名

暮らしたい

どちらかというと

36%

暮らしたくない
25%

暮らしたいが
難しいと思う
25%

②将来、久米島で暮らしたいと思えるために大事なこと（複数回答）
男性
女性
合計
(n=358) (n=356)

その他
(n=18)

子育てがしやすい

82 名

40 名

40 名

2名

教育が充実している

41 名

25 名

15 名

1名

201 名

90 名

107 名

2名

交通安全・防犯などの安全性

24 名

12 名

12 名

0名

医療体制・健康づくりが充実している

82 名

30 名

50 名

1名

災害に強い

23 名

15 名

6名

0名

自然が豊か

60 名

40 名

18 名

1名

地域のコミュニケーションが活発

25 名

13 名

11 名

1名

歴史や伝統を大切にする

29 名

13 名

16 名

0名

130 名

60 名

65 名

4名

36 名

20 名

16 名

0名

働く場所が多い

本島との交通が便利
その他

性別にみる、久米島で暮らしたいと思えるために大事なこと
子育てがしやすい

40
40

2

教育が充実している

15

1

働く場所が多い

25

90

2

交通安全・防犯などの安全性

30

医療体制・健康づくりが充実している

1

災害に強い

6

自然が豊か

2

地域のコミュニケーションが活発

1

50

15
40

18

13
11
13
16

歴史や伝統を大切にする

60

本島との交通が便利

4

その他
0

男性(n=358)

107

12
12

65

20
16
20

女性(n=356)

8

40

60

その他(n=18)

80

100

120

7.これからの久米島はこうあってほしい！

あなたの思い描く久米島のキャッチコピー
で

な島
を、考えてもらいました！

※自由記述（原文のまま）を以下のとおり分類し、整理しました。
①自然……………………………10 ⑥元気・笑顔……………………14
②綺麗・美しい…………………11 ⑦便利……………………………15
③楽しい…………………………12 ⑧皆・町民………………………15
④暮らしやすい・住みやすい…13 ⑨医療・教育・産業……………15
⑤安心・安全・平和……………13 ⑩その他…………………………16
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－①自然－
 自然だけど進んだ島

 自然が豊かで元気な島

 自然が豊かで落ち着く島

 自然豊かできれいな島

 自然が豊かで楽しそうな島

 豊かで自然のたくさんな島

 自然がいっぱいで豊かな島

 自然豊かで住みやすくキレイな島

 自然が豊かで健康な島

 自然がたくさんで美しい島

 自然豊かで安心して暮らせる島

 キレイで自然豊かな島

 安全で自然が豊かな島

 自慢できる自然豊かな島

 自然豊かできれいな島

 自然豊かできれいな島

 自然が豊かで賑わっている島

 自然豊かでにぎやかな島

 自然が豊かでキレイな島

 自然豊かで楽しい島

 自然豊かでみんなが楽しいと思える島

 これからもずっと自然豊かで将来就職がしや

 自然が豊かですてきな島

すい島

 島の人が優しくて、自然豊かな島

 自然豊かで平和な島

 自然が豊かで健康な島

 自然豊かできれいな島

 人も自然も美しい島

 自然豊かで清潔な島

 自然豊かできれいな島

 自然がいっぱいで皆が幸せになれるような島

 自然が多くて楽しい島

 便利で自然豊かな島

 自然や伝統文化がいっぱいで活気あふれる賑

 自然が豊かな島
 自然が豊かで楽しい島

やかな島
 自然が豊かで海がきれいな島

 自然豊かで健康な島

 自然が豊かで最先端な島

 自然豊かな楽しい島

 安心安全で自然いっぱいな島

 自然豊かで楽しそうな島

 きれいで自然が豊かな島

 人々が優しく親切で自然豊かな島

 自然がきれいで活気のあるような島

 自然も人も豊かな島

 自然豊かで安全な島

 自然が豊かで楽しく暮らせる島

 自然豊かで地域の生き物などと触れ合える島

 自然豊かで賑やかな島

 自然豊かで賑わいのあるような島

 自然豊かな住む人みんなが明るい島

 自然が豊かでコミュニケーションが活発な島

 自然豊かで安心安全な島

 自然豊かで明るい島

 自然豊かで楽しいと思える島

 地域のコミュニケーションが活発で自然豊か

 自然で平和な島
 自然が豊かでキレイな島

な島
 自然が豊かで便利な島

 自然が豊かでみんなが暮らしやすい島

 自然が豊かで伝統を大切にするような島

 自然豊かで島民みんなが仲良しな島

 自然が豊かで楽しい島

 自然豊かで安全な島

 海がキレイで自然が豊かなみんなが楽しめる

 自然豊かで暮らしやすい島
 自然が豊かで住みやすい島

島
 自然豊かでゲーセンとかあるような島

 きれいで自然豊かな島
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 自然で優しい島

 自然がきれいで人の心もきれいな島

 自然の不思議がいっぱいで豊かな島

 自然を最大限につかった安全で最先端な島

 賑やかで自然がたくさんな島

 自然豊かで笑顔あふれる島

 きれいで自然豊かな島

 自然豊かで進化した島

 自然豊かで海がきれいな島

 自然が豊かで皆が笑顔でいれるような島

 自然豊かで心地良い島

 自然で魅力あふれる島

 自然が豊かで人も温かい島

 人の関わりが活発で自然がキレイな島

 優しくて自然が豊かな島

 自然が豊かで住みやすい島

 自然豊かで綺麗な島

 笑顔で自然が豊かな島

 自然豊かで人が多い島

 自然豊かで安全な島

 自然豊かで安心安全な島

 自然豊かで明るい島

 自然豊かで便利な島

 町のみんなが健康で自然豊かな島

 自然が豊かで暮らしやすい島

 自然豊かで帰りたくなる島

 自然豊かで明るく元気な島

 自然豊かできれいな島

 自然豊かでキレイな島

 自然が豊かで皆が思いやりのある島

 自然豊かできれいな島

 自然が豊かで伝統行事が盛んな島

 人が温かく自然豊かな島

 自然豊かで住みやすい島

 自然豊かでのどかな島

 自然豊かで楽しい島

 自然が豊かで海が綺麗な島

 自然が豊かで住みやすい島

 自然が豊かな島

 自然豊かで移住したいなって思わせるような

 自然豊かできれいな島

島

 自然が豊かでゆったりできる島

 自然が豊かで住みやすい島

 自然豊かで暮らしやすい島

 自然豊かで最高な島

－②綺麗・美しい－
 きれいでみんなから好かれる島

 綺麗で豊かな島

 キレイで最高な島

 このままでキレイな島

 きれいで豊かな島

 海がきれいで子供が多い島

 元気いっぱいな子供達できれいな島

 豊かでキレイな島

 きれいで楽しい島

 綺麗で生き生きとできるような島

 キレイで活発な島

 きれいで賑やかな島

 生活がしやすく豊かできれいな島

 キレイで素晴らしい島

 キレイでかっこいい島

 海がキレイで楽しい島

 綺麗で幸せな島

 綺麗で美しい島
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 きれいな島

 きれいできれいな島

 キレイで面白い島

 安全でキレイな島

 キレイで美しい島

 きれいで豊かな島

 きれいで島外の方との交流が豊かな島

 キレイで住みやすく自慢できる島

 キレイでステキな島

 豊かできれいな島

 綺麗で穏やかな島

 きれいで幸せな島

 田舎で海がきれいな島

 豊かできれいな島

 きれいで最高な島

 人がたくさんいてキレイな島

 住みやすくてキレイな島

 海がキレイで人があたたかい島

－③楽しい－
 もっと楽しくて安全な島

 賑やかで楽しい島

 笑顔で楽しい島

 買物がしやすく楽しい島

 流行りに敏感で楽しそうな島

 若者がたくさんいて若者が楽しめる施設があ

 楽しくて不便ではない島

る島

 楽しい事でいっぱいな島

 楽しくて充実した島

 遊ぶ所がたくさんあって皆が楽しめる島

 楽しくてみんなが住みたくなるような島

 楽しくて平和な島

 ハッピーで楽しい島

 楽しくて充実している島

 沖縄一楽しい小さな島

 豊かで楽しい島

 楽しくて飽きない島

 楽しくて賑やかな島

 離島の中で一番楽しく過ごしやすそうな島

 行く場所がいっぱいで楽しい島

 楽しくて温かい島

 楽しい島で大きな島

 たくさんの人が楽しめて優しさでいっぱいな

 都会で楽しく暮らせる島

島

 安心安全で誰が見ても楽しそうに思える島

 活気が溢れて楽しい島

 楽しくて便利な島
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－④暮らしやすい・住みやすい－
 暮らしやすくて便利な島

 暮らしやすくて活気があふれるような島

 暮らしやすくて明るく賢い島

 安全で暮らしやすい島

 皆が元気で幸せに暮らせるような島

 安心して暮らせる島

 都会で楽しく暮らせる島

 島に住む人がのびのび暮らせる島

 皆平等で暮らしやすい島

 コロナゼロで住みやすいような島

 人の行きかいが盛んで島民の暮らしが快適な

 快適で住みやすそうな島
 住みやすくて充実できるような島

島
 誰もが暮らしやすい島

 皆が元気、健康で住み心地の良い島

 誰もが暮らしやすいような島

 住みやすくて賑やかな島

 暮らしやすそうな島

 平和で住みやすい島

 離島の中で中くらいな島

 人が良く住みやすい島

 にぎやかでくらしやすい島

 最高に住みやすい島

 人々が心温かくのんびり暮らせるような島

 人々が心温かくのんびり暮らせるような島

 自由で暮らしやすい島

 豊かでここち良い島

 暮らしやすくて思いやりが溢れる島

－⑤安心・安全・平和－
 安全で安心な島

 安全で安心な島

 安心安全で子供がたくさんいる島

 安心安全で色々な人が来たくなるような島

 安心安全で活発な島

 島民も島外の人も過ごしやすく安心できる落

 安心で安全な島

ち着く島

 安心安全で人の温かさが生きる島

 安心で伝統的な島

 安心安全で平和な島

 平和で豊かな島

 安心で安全な島

 暇で平和な島

 安全で安心な島

 平和で平和な島

 安心して暮らせる島

 平和で面白い島
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－⑥元気・笑顔など－
 安全で安心な島

 笑顔がいっぱいで健康な島

 元気でいい伝統がある島

 みんなが笑顔で暮らせるような島

 皆が元気、健康で住み心地の良い島

 みんなが健康で笑顔あふれる島

 元気いっぱいな子供達できれいな島

 笑顔であふれる温かい島

 健康で元気な島

 人の行き来が活発で賑やかな島

 皆が元気で幸せに暮らせるような島

 活発で豊かな島

 元気で豊かな島

 人が多く賑やかな島

 明るく元気な島

 イェイでフゥ―な島

 元気で幸せな島

 活気があって豊かな島

 明るくてあたたかい島

 人であふれるような島

 明るい親切な人が多い島

 賑やかで平和な島

 人の心が温かく明るい島

 活発で充実した島

 便利で明るい島

 活気があふれて人当たりが良い島

 笑顔で楽しい島

 活気があって豊かな島

－⑦便利－
 便利で過ごしやすい島

 便利で遊べる島

 便利で誇れるような島

 いろんな事が充実していて心温まる島

 交通が便利で仕事に就きやすいような島

 生活しやすくて品揃えが多い島。交通整備が

 商業施設が多く住民が住んでいて便利な島

整っていて他地域と交流が豊かな島

 本島との交通が便利で災害に強い島

 充実的で生活しやすい島
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－⑧皆・町民－
 皆が元気、健康で住み心地の良い島

 人とのつながりが溢れる豊かな島

 遊ぶ所がたくさんあって皆が楽しめる島

 人が多い島

 皆が元気で幸せに暮らせるような島

 島民全員が誇れる島

 皆平等で暮らしやすい島

 みんなが幸せでのどかな島

 皆で生活しやすい島

 仲良しでコミュニケーションが活発な島

 町民が仲良く暖かい島

 みんなの HAPPY IRAND

 島の人々が優しくて落ち着く島

 みんなが幸せで魅力的な島

 互いに助け合える親切な島

 皆で生活しやすい島

 いろんな人であふれる島

－⑨医療・教育・産業－
 教育が充実し人材育成に積極的な島

 観光 PR で世界中に知られるような島

 仕事が多くて医療体制が整っている島

 子育てと教育が充実して制度がある島

 観光スポットがいっぱいで店がいっぱいな島

 お金持ちで色々豊かな島

 都会で働く場所が多い島

 産業が発達した島

 お店などがたくさんで働く場所がたくさんな

 教育的で学べる島
 ある程度自由で教育にも力を入れる島

島
 医療体制が良い島で子育てしやすそうな島

－⑩その他－
 自転車乗りにとって走りやすい島

 歴史ロマンの詰まった美しい島

 Let it go で Let it be な島

 一人一人自由で穏やかな島

 世界で一番行ってみたい島

 歴史や伝統を守り、美しい島

 今のままで何も変わらない島

 子どもが増えて豊かな島

 でぶでがりな島

 何事にも積極的で理想を実現できるような島

 小さいだけで凄い島

 釣で有名な島

 久米島で挑戦する事が出来るような島

 海で有名な島
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 豊かで平和な島

島

 小さな島で大きな島

 人気で伝統的な島

 無駄な消費をなくしてエコな島

 健康で長寿な島

 ハッピーでラッキーな島

 健康で文化的な島

 のんびりで最高な島

 好きと生きる島

 1 回来ただけで人生を助ける島

 最先端でユーモアあふれる島

 伝統的で変わらない島

 島民も島外の人も過ごしやすく安心できる落

 クリーンで誰でもウェルカムな島

ち着く島

 最高で小さな島

 優しさで包まれた島

 豊かでクールな島

 健康で文化的な島

 革新的で自由な島

 文化的で空が美しい島

 幸せなら OK な島

 健康で元気な島

 色彩豊かで進化し続ける島

 無人島で自由な島

 今のままで帰ってきたくなるような島

 豊かで自由な島

 ゆりかごから墓場までここで過ごせるような

 無人で自由な島
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8.自由記述

今の久米島の問題だと思うこと、あなたの考えた
キャッチコピーを実現するための提案や要望など

※自由記述を以下のとおり分類し、整理しました。（原文のまま）

①自然…………………18 ⑦医療…………………24
②遊び場・施設………20 ⑧生活…………………25
③観光・働く場所……22 ⑨情報発信……………25
④移動・交通…………23 ⑩人口減少……………25
⑤学ぶ環境……………23 ⑪その他………………26
⑥地域交流……………24
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－①自然－


自然を壊さん。

のはなしておくのはダメだと思うし、そんなと



「自然豊かできれいな島」を実現するために、

ころもちゃんとしていて欲しい。あとは、ゲオ

きれいをキープすることが大切だと思います。

やブックオフみたいな店があったら良いと思う。

なぜなら自然はいまでも豊かなので、それをキ

本を買い取っていたり、本を売っていたりして

ープしてゴミなどを拾っていけばいいと思う。

いる所を増やして欲しい。あと、ダイソーみた

働く場所が少ない気がする。自然を減らさない

いな大きい店などもつくって頂きたい。





ように働く所を増やすことが良いと思う。




自然を大切にする。店を増やす。海を管理して

久米島 PR するのもいいけど、流行りにのるの

安全に泳げる海を増やす。

も大事だと思います。もっと色々な人を呼んだ 

自然もたくさんあって欲しいけど、お店も少な

方が良いと思います。もっと最新を取り入れて

いから、ショッピングモールや遊ぶ場所を増や

欲しいです。でも自然はあまり壊さず新しいの

すと楽しい島になると思う。

も取り入れて欲しいです。アスレチックはめち 

今、久米島に必要だと思う事は、仕事が少ない

ゃ欲しい（中学生も遊べるくらい）

ので、もう少し仕事を増やしたり、医療体制を

久米島は、ポイ捨てが多いので、ポイ捨てをし

今よりもう少し充実させること。また、教育を

ている人がいたら注意したり、注意できなけれ

充実させることも必要になると思います。そし

ば後で自分がゴミを拾ったりしたらいいと思い

て、今後もずっと久米島にありつづけて欲しい

ます。きれいな自然がたくさんあるので、ゴミ

のは、人々の優しい心と自然ゆたかな所。歴史

で汚したりはしないで自慢できるほど自然をい

を大切にする。素敵な所はなくなって欲しくな

かしていきたいです。

いと私は思っています。



自然が豊かな島？





少し大きめのスーパーが具志川の方にもあった

れを汚してしまう人たちと、ゴミを捨てる人た

ら便利だと思います。また、この自然を守って

ちがいる為、自然がどんどんなくなってくるの

いて欲しいです。

で、みんなで掃除や久米島をキレイにしていき



自然環境を守ればもっと自然豊かになると思う。

たい。また、キレイにする事によって気持ちが



私は海から流れてくるゴミやポイ捨てなどが、

明るくなるので、自然が豊かで住む人みんなが

多い事が問題だと思います。なので、ゴミを集

明るい島を実現するには掃除をした方がいいと

める週間を久米島独自でつくってゴミをなくし

思いました。

ていけば自然を豊かにすることが出来ると思い 

自然豊かのするために、ゴミのポイ捨てを減ら

ます。

す取り組みをした方がいいと思う。


まず、久米島には自然がたくさんあるけど、そ



自然を壊さずみんなが楽しめる場をつくる。



自然も豊かできれいなので特になし。

れなくて良いから、この貴重で素晴らしい久米



自然を大切にしていく

島にある数々の自然のキセキをもっとたくさん



やっぱりもう少し、自然を活かせるところも欲

の人々に知ってもらうためにも”久米島”という

しいし、久米島の海を最大に使った場所が欲し

島の認知度を上げれば良いと思う。その時に、

いし、もっと本島との交通を便利にしたら久米

自然はもちろんご飯（車えびが日本一なんて全

島の人口も増えると思う。台風が来た時に、物

く知らなかった）も美味しく、ホタル（蛍がいる

がなくなるのもどうにかして欲しい。後は、犬

島なんて初めて聞くし、必ずこのことを知った
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石垣島や宮古島のように、観光地化には力を入





観光者は久米島に来る人数も増えると思う。）も 

伝統⇒久米島紬の織りこさんが減っている。

いる。ということをもっと広めるべきだと思い 

歴史⇒その独自の歴史をもっと伝えるべき。"

ます。また、こんなたくさんの魅力があるのに、 

海とかのゴミをとってそうすればキレイになる。

観光にあまり力を入れていない島もとっても珍 

はての浜などに行った時、ペットボトルなどの

しいと思うから、逆にこの手つかずな感じが良

ゴミがたくさんあるのを見たので、みんなでポ

くて観光客には良いと思うから本当に取り組む

イ捨てなどについてちゃんと考えることが大切

べきだと感じます。よりよい久米島づくりの為

だと思います。また、お母さんと校区外に住ん

にも私の意見を拝見してもらえると嬉しいです。

でいるおばあちゃんたちが、一人暮らしをして

久米島大好きです。応援してます。

いる所を見た事があるのでもっとヘルパーや介

ゴミがビーチに落ちていたりするので、積極的

護士などを増やしてお年寄りが安心して暮らせ

に清掃をし、自然を守りつつ、住む人を募集し

る島をつくっていく事も大切だと思いました。

て人を多くする。

そして、私も医療関係の仕事に就き、みんなが

飛び込みしたら怒られるんでその飛び込みが出

安心して暮らせる久米島町にしていきたいと思

来る場所を設けるか注意しないかどっちかして

います。

欲しい。久米島は海と山の自然が豊かで自分達 

ゴミのポイ捨てや道の整備だと思う。



はそこで泳ぎたいから










町にあるゴミや山のゴミをなくしていき、自然 

海のゴミ（食べ物やお薬、文房具などいろんな

と関わる事の出来る行事や施設をつくる。

物が少ない）服を買えるお店が少なすぎる。

「昔ながら」とか「自然」にとらわれすぎて、万 

ゴミを海や道に捨てたりしない。勝手に植物を

人受けしていない。

伐採したりしない。

久米島の魅力、自然をもっといかした観光プラ 

海外とかのゴミが増えてきているので、ゴミ拾

ンが必要。久米島高校における”まちづくりプロ

いのボランティアを毎年 1 回～2 回あると、海

ジェクト”の取り組みの活性化。（町としてバッ

外からきたゴミや島に居る人が捨てるゴミが減

クアップする。発表だけで終わらせない。）

ると思うし、ペットボトルやカンカンのゴミを

自然を大切に守っていくことと、観光客のニー

そのまま置いていったり、捨てていったりする

ズだけでなく、町民のニーズも、受け入れたら

人がいるので、販売機の近くにカンカンとペッ

幸せと思えるようになる。

トボトルを捨てるゴミ箱を設置すると、島の人

子育てや、働く場所に関して不安の多い久米島

が道にゴミを捨てたりそのまま置いていく人を

だと思います。自然や地域の人との関わりの面

少しでも減らすことができると思いました。

では、逆に魅力的な所だと感じるので、それを 

海などに捨てられたゴミをなくす。人口を減ら

活かせればいいなと思います。また、島に眠る

さないようにする。

伝統文化は、どれも素晴らしい物だと思うので、 

ショッピングセンターや観光施設を増やして欲

残して更に発展させていって欲しいと思います。

しい。ゴミ箱の設置場所を増やして欲しい。道

久米島は自然が豊かな島なので、それを保って

の整備をして欲しい。


いけたらいい。


海などにゴミを見かける。

台風が来た時になど、起こる赤土問題。海のゴ

"自然⇒赤土流出問題とそれに関連するサトウ

ミ。

キビ畑の収益問題。良質な水源を中心とした自 

久米島の問題は…海のゴミだが大量に増えてい

然環境は世界でここだけしかない。

ること。
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ビーチなどのゴミを回収する

信号機をつけた方が良いと思う。



クリーン活動をもっと増やして島にあるゴミを 

ポイ捨てをなくす。ボランティア活動の回数を

減らすこと。もっと島外から来た人と話したり、

増やすなど。

ふれあえる場や行事などを増やして、島の事を 

ポイ捨てやめる



道の邪魔な草を刈る。毎朝ラジオ体操をする。

海への赤土流出を防いだり、珊瑚礁を守ったり、 

学校の授業で、クラスみんなで海に行って綺麗

海周辺のプラスチックゴミ回収などの活動を、

にする。

積極的に取り組んだ方がいいと思う。医療機関 

草がたくさん生えている場所をキレイにしたり、

を充実させて欲しい。

道路をまっすぐキレイに整備した方がいいと思



ゴミが多いのでゴミを減らすべき

いました。



ゴミを捨てない



海にはゴミが溢れ、だんだんと汚れていってい 

環境問題や人口減少など、さまざまな課題があ

るので、ビーチクリーンを頻繁に行った方がい

る中、海がきれいなどの良い点を活かしてもっ

い。そして、建物が古くなっているので、とり壊

と久米島を知ってもらえるといいと思う。

しかペンキ塗りをした方が活気があふれると思 

海はきれいだけど、城跡などの雑草はどうにか

う。そして、海の家など、観光にもっと力を入れ

した方が良いし、とりあえず久米島の魅力がわ

るべき。

からない。何がしたいのかわからない。

知る機会を与えること。






海が汚い。



海とかに落ちているゴミとかを減らすこと



ポイ捨てが多かったり、車が少ない。あまり通

とが大切。

らないからと言ってちゃんと横断歩道を歩く人 

きれいな場所とそうでない所がある。

赤土の流出問題を島全体で意識して取り組むこ

が少なかったりする所。球美中学校前の歩道に
－②遊び場・施設－


海上アスレチックなどのイベントなどを作って

トを増やす。土地、面積を広くする。


欲しい。

お店がない、土地がない、車で本島まで行ける、



少し大きいお店が欲しい。

無理なお願いかもしれませんが期待してます。



人数が少ない地域と人数が多い地域の差がある。

もう少しいろんな物が売っているお店が増えて

もっと大きいお店が欲しい。

欲しい。

沖縄本島に行くお金ももったいないし、あと、 

教育にもっと今の時代発達している端末機器を

デパートとかないから久米島は不便だと思って、

活用するべきだと思います。今、この状況がど

出て行く人が多いのではないかなと思います。

れくらい続くのかは分からないけど、何かあっ

なので、セブンイレブンや皆が一番便利なお店

てもオンラインで出席できたり、テスト勉強期

を作って欲しい。あと本屋が欲しい。

間の何冊も教材を持ち運ぶ負担の軽減にもなる



お店を増やす。

からです。また、中学校や高校の制服の廃止、も



危ない場所を壊す。小、中が遊べる所を増やす。

しくはその必要性を納得できるような理由を提

店を増やす（ショッピングモールとか）
。土地を

示して欲しいです。図書館はほぼ出来つつある

有効に使う。コンビニを増やす。バスケができ

ようですが、いつから利用可能なのか、はっき

る所やスポーツができる所を作る。観光スポッ

りとは分かりません。中の面に書いた「商業施
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設」は土地やお金や行く人がいないかも知れま 

バーデハウスがなくなることが問題。泳ぐ場所

せんが、もし小さかったとしても少しの有名店

が少ない。もっと島の人とかにサービスとかも

や娯楽施設のようなものがあれば、町民ももっ

っとあったらいいと思う。ファストフード店と

と楽しめて、観光客も楽しみやすいのではない

かあったらいいと思う。ふれあい公園の空いて

でしょうか。最期にいちばん進めるべきだと思

いるスペースとか、どこも使ってない空地とか

うことはやはり、端末の一人一台配布です。検

にバスケットコートや、テニスコートなどもっ

討を宜しくお願いします。

と体を動かす環境をつくった方がいいと思う。

もっとお店や遊ぶ場所を作って欲しい。今は厳 

飲食店が少ない

しいけど、本島との行き来がもっと簡単になっ 

久米島はぜんぜんお店がないのにどんどん店が

て欲しい。

閉まっていて、お客様が少なくなってると思い

私からしたら、今の久米島は中学生のための遊

ます。また、海とかキレイとか言われますが、宮

び場がありません。なので、勉強場所だけでは

古島とか石垣島とかよりかは汚れてるし、町も

なく、オシャレな店やショッピングモールなど

もっと汚れてると思います。また、他の島より

を設けて誰が見ても楽しそうな島にして欲しい。

かも沖縄感がしないと思います。あと、スーパ



お店を増やしたりして欲しい。

ーの商品が他の所に比べて高いので、そこがデ



お店を増やして欲しい。ショッピングモールが

メリットです。あと、宮古島と石垣島があるの

欲しい。

で観光客が久米島を選ばないと思います。







お店を建設して欲しいです。





久米島の観光業が衰退していっていること。も 

遊ぶ場所が少ない

っと観光業に力を入れないといけないと思う。 

問題だと思う所は遊ぶ所が少ないことだと思う。

また、久米島から本島や内地に行っても将来ま

遊ぶ所を増やす。

た島に帰ってきてもらうようにしないと人口の 

遊ぶ場所がない。勉強できる施設が少ない（土

流出が止まらなくなると思う。そのために、商

日でもあいている所）。

店街（じんじんロード）を復活させるべきだと 

スケートリンクとかボーリングとか映画館をつ

思う。島外出身の人を中心に空いてきている場

くって欲しい。

所を貸し出したり、改装費用を補助したりして、 

ショッピングモールを増やす。

活気がある島になったらいいと思う。また、子 

ショッピングセンターを作ること

育てがしやすいように交流も盛んにしたら人口 

遊べる場所が少ない。島内での子供たちの移動

が戻ってくると思う。このようなことをしてい

手段が少ない（バスなど）
。ショッピングモール

けば経済的にも人口も”豊か”になっていくと思

を作って欲しい。


う。


公共の場を増やして欲しい。道路の整備。

ショッピングモールの建設。塾の建設。

ペットボトルをたくさんつかったり、レジ袋を 

ショッピングモールを作って欲しい。映画館を

有料化したのに、店員さんが透明な袋に入れよ

作って欲しい。

うとしたり、必要のないところで沢山資源を使 

ショッピングモールや映画館を作って欲しい。

っていると感じている。自分が欲しい商品の中 

ショッピングモールを作って欲しい。

身だけを買えるシステムをつくりたい。自販機 

ショッピングセンターがない

を飲み物（量り売り的な）だけでつくるように 

子供達が遊ぶ公園をもう少し多くした方がいい

するなど、エコな島を目指したい！！

と思います。
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遊ぶ場所がない

べる所が欲しい。



遊ぶところが欲しいです。防弾少年団を呼んで 

商業施設などを増やすと良いと思います。



下さい。ライブ会場作って下さい。

バリアフリーを強化した方がいいと思う。子ど



遊ぶ場所を増やして欲しい。



遊ぶ所がない



遊ぶ場所が少ない



子供達の遊ぶ所少ない。



ゲーセンとか映画館とか建てて欲しい。

ケットコートを増やして欲しい。飛び込みする



インターネットがどこでも使える。賑やかで活

とこ増やして欲しい。

気のあふれる島。子供の遊べる所が欲しい。町 

久米島にテーマパークをつくる。ガーデンヒル

民体育館を作って欲しい。無料で何時間でも遊

ズを銭湯にする。

も向けの施設を作った方がいい。


大きな買い物が出来ない。子どもが遊べる場所
が少ない。



市民体育館とか動く場所つくって欲しい。バス

－③観光・働く場所－


働く場所をつくって欲しい。

した方がいいと思いました。



今の久米島で問題だと思うことは、前より人口 

仕事が少ない。本島に行くのがだるい。もう一

が減っているということです。なぜ人口が減っ

度声優のイベント無料でやって欲しい。

ているかを考えたら、働く場所が少ない事や、 

今の久米島は人口減少を重視した方が良いのか

働きたい場所がないなど、ということが関わっ

なと思います。そこで、久米島町外に出る人に

ていると思いました。

なぜ出たいと思ったのか質問したり、空地がた

進路を決める時に、できるだけ島内に居たいけ

くさんあるので、そこを自ら起業したいと思っ

ど自分の行きたい学科がなかったり、働く場所

ている人に安く売って仕事場を増やして人口増

の選択肢が少ないと思う。学校内では、もっと

加を目指す！





進路について考える時間を増やして欲しい。







観光に来てもらうだけでなく、ぜひ「ここに住

を増やせば、久米島にとどまる人も増えると思

みたい」と思わせるような工夫が、必要だと思

う。

う。そのために誰でも働きやすい仕事や、働く 

観光地の整備が必要だと思います。そうすれば

場所を充実させていった方がいいと思う。

観光客が増えると思います。

空き家を暮らせるようにする。働く場所を増や 

人口が減ってきているので、観光客に久米島の

す。

良さを伝えて興味を持たせる

今の久米島は働く場所が少なく、海にゴミがた 

もっと一人ひとりが、久米島について知るべき

くさん落ちているので、それが改善されたらい

だと思う。歴史や文化を広めて、行事などを盛

いと思います。

り上げるべきだと思う。観光地をアピールして、

仕事が本当に少ないので、もっと種類を増やし

島外や県外、海外の人達にも知ってもらえるよ

た方がいいと思います。第二次産業がもっと増

うにするべきだと思う。


えた方がいいと思います。


伝統を受け継ぐ若者が減っているから仕事など

観光業を更に発展させ、「沖縄と言えば久米島」

稼げる仕事をつくることや教育施設、支援を増

といえるような島づくりが大切だと思います。

やし、子育てがしやすい環境にし、一回久米島 

今ある久米島をマイナスの方向ではなくプラス

から出たときに戻りたいと思われるような島に

の方向へ伸ばしていけるような企画などをする。
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観光客をたくさん増やす。

役所で移住の話をすると制度が多く、より来た

観光地をもっとキレイに。道路をもっとキレイ

いと思えるようにしたいです。


に。


久米島出身の人がなるべく久米島で働ける環境

観光客が多く来島して、活性化されると共に移

を作って欲しい。

住者が増えるように環境作りと観光客が見て住 

雇用問題

んでみたいと思えるような環境にする。また、
－④移動・交通－


離島という事もあり、台風などの影響で船が出

バスがないなど、不便なところがあります。改

なかったり、飛行機が飛ばないということを解

善して頂けるとありがたいです。


決する。


島の人がもっと本島に行きやすくして欲しい

飛行機で本島に行く時、離島カードで安く出来 

道がガタガタな所があり、自転車で走っている

るけど、もっと安くして欲しい。

ときに吹っ飛んでけがをした事があるので、道

久米島から出たり、外から来たり出来る（今よ

を整備して欲しいです。また、ホテルにあるよ

りやりやすい）ように航空運賃をもう少し安く。

うな自転車かけをもっと様々な場所に作って欲



店をもう少し増やす。

しいです。また、シュガーライドのような大会



飛行機代を安くする。

をもう少し頻繁に、行ってもらえると嬉しいで



本島と久米島をつなげる橋をつくる。

す。あと、
「未来のライダー育成制度」みたいな



子供が学ぶ場所が少ないから本島との橋！

のを作って、自転車の練習場所を作ってもらえ



久米島と本島をつなぐ橋を作って欲しい。

るととても嬉しいです。ぜひ自転車に乗ってい



交通を便利にする

る人が久米島に来たくなるような島にして欲し



本島との交通が便利

いです。



久米島のバスは、本数が少ないうえにバスが来 

通学路などで危ない場所があったらすぐに直す

る時間がよくないと思います。久米島高校前に

などして安心で安全な島をつくる。

止まる時間も、5 時前を逃すと 7 時前まで次の 

仲里だけ道きれいにつくり直されているところ



－⑤学ぶ環境－




学校の学習レベルを上げる。→うちのクラスの 

久米島は体験施設がないのでリモートで出来る

友達はみんな少し気が緩んでしまっている。だ

ようにしたり、子ども 1 人に 1 台タブレットと

から、気が緩まないような学習レベルにするこ

Wi－Fi を配って、授業中は黒板を見なくてタブ

とが良いと思う。

レットを見て勉強だったら、一人一人わざわざ

「久米島だから学べない」ではなく、久米島で

黒板の字を書かなくていいからタブレットが欲

しか出来ない学びを取り入れて欲しい。これか

しい。

らの島を支えていく学生の人材育成をもっと積 

一人一人のパソコンがあって塾があって、学び

極的に取り入れて欲しいと感じた。インターネ

やすい。

ット教材を使い生徒が自主的に学べるようにす 

勉強が出来る所が少ない

る。建設中の図書館に公共の PC を設置するな 

私は何事にも積極的ということは、誰でも意見

ど…（あるかも知れませんが…）

が言えるということだと思っています。だから、
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学校で例えたら先生、生徒関係なく意見できる

傾けて欲しい。

のが理想ですが、実現は正直できてません。そ 

学校以外にも無料で勉強できる場所が欲しかっ

のためにも久米島町から、平等に意見を言い合

た。

えるようなことが実現できたのなら、みんなが 

もっと本が欲しい。色々な本を読んでみたい。

積極的に何事にも取り組むはずです。例えば、

家以外で勉強できる場も少ないし。
（一人で）

伝統文化やそれこそ今の久米島の見えない問題、

離島留学生と地域の人を繋げて、島を活性化さ

みんなが話せる事で見えてくると思います。そ

せたい。学校、地域、寮の連携をつくりたい。

のためにも、中学校を訪問し、いろいろな意見 

人のために行動し、理解し合う。学生にももっ

を聞いたり、島のおじい、おばあでユンタクし

と耳を傾けて下さい。学生なりにも考えを持ち、

たりすれば少しはいいのかなと思います。

ビジョンを持っています。そこを大人が支えて

今の久米島は中学校卒業した後に、部活とかで

下さい。

島を離れる人が多い。高校がもっと部活、勉強 

塾をもう少し充実して欲しい。

に力を入れれば島内でもやりたい事が出来ると 

もっと塾を設立した方が良いと思う。

思うから、もっと高校とかも生徒の意見に耳を
－⑥地域交流－


もっとイベントや島内の交流を増やすと良いと


思う。


地域などでのボランティアを増やすといいと思

人との輪を広げるためにいろいろな交流会があ
ってもいいと思います。



います。


大切にする。

島外から来た人や初めて地域活動をする人でも

物理的なものではなく、人間関係やそういった

簡単に地域のコミュニケーションが取れると良

ものに関する教育を根本的な部分から変える

い。

（一人一人の個性を大事にすることなど）。今の 

久米島を活性化する為には、島民からの熱がな

運動中心の部活動や教育行事など島の学力を落

いと、島外の人は魅力を感じません。島に戻っ

とさないようにする。

てきたいと思う人が少なければ少ないほど、活

実現するためにコミュニケーションをもっと取

性化は難しいと思います。高校生もちゃんと意

るべき。

見を持っている人はいるので、ぜひ耳を傾けて

島外の人々が来て、楽しいのはもちろんだが、

欲しいです。自分の意見としては久米島が今、

島民が住んでいて、便利だと思う島がいいと思

どんな状況でこれからどうしたいのか、役場の

う。

方々が一番知っている情報を知りません。表面



積極的に地域清掃に参加する。

でしか知らないなか、まちづくりプロジェクト



交流の場を設けたり、地域活動（伝統分野）を活

をしてると言われても、難しいと感じました。

発にすることが必要だと思う。

ぜひ講演会などで説明をして頂けると考えもで

地域のコミュニケーションと今ある伝統文化を

てきて、取り組みやすいです。






－⑦医療－


病院など増やして欲しいです。

があまり整っていないことだと思います。私が



今の久米島の問題は、仕事が少なく、医療体制

考えたキャッチコピーを実現するためには、久
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米島で盛んなものをブランド化したり、久米島

って欲しいです。

で子どもが産めるようにしたらいいと思います。

産婦人科がない。

また、役場や病院などの人に接客の仕方を教え 

医療体制が完璧じゃない。



た方がいいと思います。



医療の充実

島でも子どもが産めるような病院の設備を整え 

もっと医療環境を充実されて、安心安全で暮ら

て欲しい。

せる町にして欲しいです。

物価が本島より少し高いから安くなって欲しい 

久米島は医療が全然発達してないから、もっと

です。品揃えを良くして欲しいです。大原付近

発達させたらお年寄りでも子供のいる家庭でも

の街灯をつけて欲しいです。病院ももう少し充

過ごしやすくなると思う。

実して欲しいです。高校生が遊びやすい所を作 

医療体制が整っている

－⑧生活－


儀間らへんは買物が大変





物が高い。

暗い場所が多いところ。その改善としては暗い



家の近くにスーパーがあると良い。DAISO があ

所にも灯りをつけ、島全体をもっと広く使う。

今の久米島の問題点は、町全体に電気が少なく、

ると良い。



色々な所を整備する。



具志川方面に大きなスーパーが欲しい。



環境整備をやる



ドラッグストアの駐車場が広すぎること。台風 

街灯などがない所があるため一周線の道は全部

の時の停電なくす。

街灯設置して欲しい。

－⑨情報発信－


島の情報を良い所も悪い所もたくさん発信する



久米島の魅力をもっと PR する



未使用資源が多い。島のアピールが少ない。町

たのをテレビや新聞とか色々な方法で伝えてい

が販売のルートの手助けをする。島自体をブラ

って、それに興味をもった人が角力大会に来れ

ンドにする。

たり、参加できたりするような方法を考えると





自分は、沖縄角力をしているけれど、そういっ

色々なシステムや技術を導入する。久米島の PR、 いいと思う。


ブランド化。


多くある気がします。

島外に対してアピールが上手くない。島内の人

情報発信力、アピール力が少し弱い。島外の人

にイベント当日など情報が行き渡ってない。
（受

はもちろん島内の人にも知られていないことが、

け取り側の問題もある。
）

－⑩人口減少－


今の久米島は若者の定住が少なくて、人口減少

ことも出来ないと思うから、今出来る事をその

が進んでいると思う。久米島の魅力をもっと発

ままの久米島をアピールしたらいいと思いまし

揮していって欲しい。

た。



人口が少ない。





人口減少

れる。



人口減少が一番に考えられるが、もうどうする 

もっと人が増えてくれれば良くなると思う
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人口が少ない傾向があるから人をもっと多く入

－⑪その他－


犯罪者を出さない島がいい



今の久米島の問題はコロナだと思います。なぜ 

考えや発想を頭の中で終わらせるのでなく、行

なら東京直行便が出来たので危ない。

動できるような支援や、島の中高生が活動の幅、

ハロウィンとかで、近所の人にお菓子をもらい

将来のためへの選択肢がよりあるといいなと思

に行く。

います。







新しい事や、現代に似合う事を挑戦する。



独自な考え方が無い事



全てが問題

受け入れられるキャパを増やした方がいい。今



ゲームの回線が悪い。

やられている久米島紬やエイサーなどを受け継



海の上で遊べる施設をつくる。バイクサーキッ

いで行く事。


トを作る。


ポスターをつくる

今も増えてきているけど、島外からの移住者を

生活習慣病が多い。島の人が自分の健康を意識
して気をつける。
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