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２ 市外調査の意見整理                         
 ※回答された意見を項目別に抽出整理しています。記載事項は、原文のままとしています。 

回答は P28に記載しています。 

提案 ・食材を広める 
  魚、地元産品、食べもの、物産、おいしいもの、お取り寄せの展開、名産品や特産品、

海鮮、美味しい食べ物、水産物、柑橘類、戸島ブリ、海の資源が豊富、みかん、 
地元の海の幸、ポンジュース、鯛やハマチの養殖 

・料理でアピール 
郷土料理、鯛めし、宇和島のじゃこ天、グルメ 

・ブランドイメージをつくりあげる 
ブランド名をつけた産地品 
外国人を引き寄せるようにリゾートとしてイメージをつくる 
みかん、みかん栽培が盛んな土地、みかんが美味しいし段々畑がきれい 

・広報活動（メディアでの情報発信） 
ラジオでの特集、インターネットの活用、ＳＮＳの活用、テレビ、テレビＣＭ、 
アンテナショップの活用、若い世代中心に広報、若い人を使ってアピール、駅、 
電車内の広告 

・景観 
  瀬戸内海、段々畑、自然の美しさ、宇和海がきれい、 

ライブカメラの設置（宇和島の風景） 
・首都圏でのアンテナショップやイベントを開催する 

宇和島の美味しいものを首都圏でも気軽に買えるように工夫してほしい 
・交通 

大分空港のホバージェットを宇和島まで乗り入れるなどしたら松山空港経由より早く着
けないか 
遠さを売りにする 
宇和島だけでなく松山から宇和島までの途中町の魅力をアピール 
高速道路や特急列車でも意外に便利で近いことをＰＲ 

・観光業に力を入れる（コロナ禍の後） 
物産展やお祭りをメインとしたパッケージプラン 
飲食も美味しいものが多いので観光地としてもっと広告を出すべき 
観光循環バスのようなものがあれば、もっと巡りやすい 
お試しで１週間くらい滞在できるようなプランがあれば土地柄や住民のことなどがわか
ると思う 
レジャー施設などを多くしてほしい 
宇和島市の出身の有名な方を観光大使としてアピール 

・アニメや漫画の聖地 
牛鬼と「鬼滅の刃」のコラボ 

・幕末の活躍など歴史を全国にアピール 
宇和島城、天赦園、穂積陳重、伊達宗城、伊達藩 
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提案 ・その他 

メインストリートの商店街から宇和島駅辺りがもっと賑わい素敵なお店が増えるといい
ほかにないユニークな特徴や生活上のメリットの訴求 
身近に商品の情報提供 
人の温かさのアピール 
カラーマンホールや新規デザインしたマンホールの設置 
安全・安心の街をアピール 

評価 ・もーに君の着ぐるみは中途半端でかわいくない 
・時代に媚びると失敗するかも 
・宇和島産の食品はよく見かけるので、美味しいイメージはすでに付いていると思う 
・選抜で優勝した宇和島東高校が懐かしい 
・自然を大事に 
・高校野球でよく代表が甲子園に出場しているので認知度は高いと思う 
・商店街に観光客向けの施設が乏しい 
・地域の特色がもっとわかるといい 
・アンテナショップや物産展があれば必ず行くと思う 
・交通の便が不便という印象 
・高校野球 
・東京や大阪からの具体的なアクセス方法やアクセス時間などをわかりやすく示してほしい
・野球が強い地域 
・サッカーが盛ん 
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３ 市内調査の意見整理                         
 ※回答された意見を項目別に抽出整理しています。記載事項は、原文のままとしています。 

回答は P68に記載しています。 
 

特産品、 
郷土料理 

・宇和海の魚の料理や料理店、釣りや釣りのポイント等、魚に関する記事を特集したりアピ
ールする（50代男性・宇和島市出身） 

・みかんについての詳しい情報（みかんやみかん山、みかん狩り、美味しいみかんの選び方、
みかんの流通やみかん農家の１年等）を広める（50代男性・宇和島市出身） 

・宇和島市場（ＷＥＢ）をつくって、各水産、農産、手芸等を仮想商店街で販売する（50代
男性・宇和島市出身） 

・いかだ屋さんのような海を感じるところで食事ができたら良い（30代男性・宇和島市外出
身） 

・鯛も真珠も宇和島の名産であることが改めて市内外の人にインプットされたと思う（20代
女性・宇和島市出身） 

・真珠を女優さんや俳優さんに着用してもらい、ＳＮＳに載せることで知名度を上げる（20
代女性・宇和島市出身） 

・宇和島の美味しいものをもっとＰＲするといいと思う（20代女性・宇和島市出身） 
・#WithPearl はとても魅力的で、身近に感じることができ、普段使いとしてパールを使っ
ていこうと思える取組（30代女性・宇和島市出身） 

・宇和島の名菓がバラバラに売られているので、どれかわかりにくい。買いにくい（30代
女性・宇和島市出身） 

・宇和島特産品を使用し、近隣高校とのコラボ商品を開発する（40代女性・宇和島市出身）
・みかん、魚、真珠もいろいろブランド名がありますが、宇和島と分かりやすい一本にした
らいいと思う（50代女性・宇和島市出身） 

・真珠とみかん、鯛、じゃこ天。もっともっとＰＲしていくべきだと思う（50代女性・宇
和島市出身） 

・宇和島と言えば真珠。真珠を活用した化粧品などを作成、製造販売してはどうか（60代
女性・宇和島市出身） 

・宇和島の鯛に関する話題をテレビで目にする機会が増え、刺身や鯛めしにとどまらず、他
の活用方法もいろいろと可能性があると感じた（30代女性・宇和島市外出身） 

・南予地方はみかんの種類も豊富だと感じている。ただ、新品種の名前や特徴が覚えにくい
ので、道の駅やスーパーにＰＯＰなどでアピールすると、南予のみかんの認知度が上がる
かもしれない（30代女性・宇和島市外出身） 

・宇和島と言えばこれ！とわかるようなキャッチフレーズや商品（じゃこ天食べ比べセット
など）があれば、さらにブランドイメージの向上につながるかもしれない（30代女性・
宇和島市外出身） 

・鯛めし、じゃこ天、みかん、ブリ等、宇和島市と結びつけられたキーワードをテレビなど
でもよく目にするようになった（40代女性・宇和島市外出身） 

・じゃこ天や鯛めしなど、いろいろいい物があるので、高知のおひろめ市のような賑やかで
宇和島の物が食べられる市場があればいい（50代女性・宇和島市外出身） 
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特産品、 
郷土料理 

・特産品のＰＲに工夫があればと感じることがある。その品１つをＰＲするのではなく、食
べるものであれば、それを使った料理やアレンジ（創作）を一緒にＰＲしてほしい（50
代女性・宇和島市外出身） 

・真珠や鮮魚の品質は素晴らしいと思う。ただ、真珠のプロモーションに市民を活用するの
は頭打ちのような気がする（50代女性・宇和島市外出身） 

広報、 
情報発信 

・全国のメディアに取り上げてもらう（30代男性・宇和島市出身） 
・ラッピングトラックをつくって、宇和島のみかんや魚、観光をアピールする（30代男性・
宇和島市出身） 

・「#鯛食べよう」などのイベントは、コロナが収束しても続けていってもらいたい（40代
男性・宇和島市出身） 

・市長が先陣を切って、真珠や魚などをもっと県外にＰＲしていくべき（40代男性・宇和
島市出身） 

・ＳＮＳで行政がイメージアップの活動をすることは反対。結局は魅力ある就職先やお金に
なる産業があるところに人が集まり、行政が行わなくても企業や個人が自ら情報発信する
と思う（40代男性・宇和島市出身） 

・アンテナショップをつくる（50代男性・宇和島市出身） 
・宇和島が舞台の小説や映画作品を広報する（50代男性・宇和島市出身） 
・ここ最近、ＳＮＳなどの影響もあり、宇和島市の広報活動が変化してきたと思う（50代
男性・宇和島市出身） 

・ＳＮＳで発信する（60代男性・宇和島市出身） 
・テレビで芸能人に体験してもらう番組を放送する（60代男性・宇和島市出身） 
・ここ数年、広報活動がとても良くなっていると感じる（20代女性・宇和島市出身） 
・「連れていきたくなる街」に関しては、最近のＰＲ活動により向上していると思う（20代
女性・宇和島市出身） 

・ＳＮＳなどの発信の仕方次第で認知度は増やせるのでは（30代女性・宇和島市出身） 
・広報に関しては、得意な若者の力を借りてはと思う（30代女性・宇和島市出身） 
・以前の広報より、宇和島の魅力が伝わってきます（30代女性・宇和島市出身） 
・ＳＮＳの更新を活発にすることが、若者や世界からの宇和島の認知度につながる。女子旅
や百景、観光物産協会のとても素敵な写真がたくさんあり、もったいないと思う（30代
女性・宇和島市出身） 

・ホームページが見にくくなったように思う。市内に住んでいてもホームページで調べにく
いので、市外の方はもっと見る気にならないのではと思う（40代女性・宇和島市出身） 

・ＰＲ活動を学生にしてもらう。特色のある学校がたくさんあるので、横のパイプで各校が
いろいろな関わりをもち、楽しいものをつくってくれそうな気がする（40代女性・宇和
島市出身） 

・「広報うわじま」の無料配布量が多すぎると思う。「広報うわじま」は好きですが、無駄に
しているのが少し多いと思います（40代女性・宇和島市出身） 

・「広報うわじま」が、たくさん読まれずに余っている様子を見たことがある。今の時代は
ペーパーレス。「広報うわじま」にかかる費用をＳＮＳや Instagram、または何かのイベ
ントにかけた方がいいのではないか（40代女性・宇和島市出身） 
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広報、 
情報発信 

・広報は、センス良く、素敵になったと思う（40代女性・宇和島市出身） 
・宇和島のいいところを発信すべきだと思う。アピールが足りないと思う（50代女性・宇
和島市出身） 

・みきゃん、ダークみきゃん、伊達にゃんよの入ったＴシャツを仕事着として、市出身の人
も含めてそれぞれの土地で着てもらったら知名度も上がると思う（50代女性・宇和島市
出身） 

・初めて宇和島の広報を見た時は「読みづらい」「面白くない」と思った。何となく第一印
象が捨てられず、今も読むのには勢いがいる（20代女性・宇和島市外出身） 

・宇和島の広報は少し古いひと昔前のものという印象を感じる。少しずつ写真のクオリティ
は上がったなと感じるが、カラーも少ないので読みづらい（20代女性・宇和島市外出身）

・パンフレットなどを見ても、大体どれも同じようなこと・場所の紹介しかない、ありきた
りなものが多いように感じる（30代女性・宇和島市外出身） 

・観光地としては宇和島は魅力的な場所だと思う。有名な観光地だけでなく、変わったお店
やレトロな路地等のマイナーな場所も併せて、とにかく周知のために発信をしていけばよ
いと思う（30代女性・宇和島市外出身） 

・冊子のようなパンフレットに情報をたっぷりと詰め込んで、県内外の道の駅、交通機関の
施設等、旅好きの人が多い場所に置いて、とにかく周知するしかないと思う（30代女性・
宇和島市外出身） 

・インターネットは興味を持って初めて調べられるものだと思うので、まずは発信（パンフ
レット、ポスター等）して、目に留めてもらうことが大事だと思う（30代女性・宇和島
市外出身） 

・ＳＮＳはバズったりしない限り、内輪で楽しむものでしかないと思う。映える写真などを
上げ続けてバズるのを待つしかないのかなと思う（30代女性・宇和島市外出身） 

・公式 LINEで発信する情報をレベル＆クオリティ＆魅力アップしていただきたい（30代
女性・宇和島市外出身） 

・表紙の写真に関する記事を載せてほしい。関連する記事がないため、何が伝えたいのか全
くわからず残念に感じることもある（30代女性・宇和島市外出身） 

・ホームページや観光パンフレットがおしゃれで見やすくなったと思う（40代女性・宇和
島市外出身） 

・広報不足だと感じる。今はコロナでイベントも少ないが、宇和島に住んでいる人が知らな
いイベントがたくさんある。もっと市をあげて観光やイベントをいろいろ発信していくべ
き（50代女性・宇和島市外出身） 

・ＳＮＳを利用していろいろしているようですが、年寄りは見る機会はほとんどない。市全
体が若年層ありきでやっているように感じる（60代女性・宇和島市外出身） 

人材 ・人の良さはアピールしない方がよい。いざ宇和島に来た際によくない人に出会うとイメー
ジが下がる（20代男性・宇和島市出身） 

・県民性で真面目な方が多いので、真面目すぎるアピールをしてはどうか（20代男性・宇
和島市出身） 
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人材 ・宇和島を観光地として全国に売り出したいのであれば、行政・民間双方からやる気のある
人材を公募する。リーダーがいないと誰も事業をやらないし、やりたくない人に任せたら
廃止の方向になる（50代男性・宇和島市出身） 

・マラソン日本一になられた鈴木健吾さんの小中学校時代の練習環境や人脈を広報する（50
代男性・宇和島市出身） 

・PFO（真珠、魚、オレンジ）をしっかり支援し、この３つの産業を支える後継者が育たな
ければ、宇和島の魅力はなくなると思う（50代男性・宇和島市外出身） 

・そこにいる人間をセールスの材料として宣伝するのは偏見の助長であり、住民としては個
人的に強い反感がある（20代女性・宇和島市出身） 

・子どもたちにもっと宇和島の魅力や歴史等、誇りが持てるものだと知ってもらえると、こ
れからの宇和島につながると思う（40代女性・宇和島市出身） 

・中にずっといる人に加え、外に出ていた人などの意見も参考にできればよいと思う（40
代女性・宇和島市出身） 

・いろいろなスポーツや活動で、全国レベルを目指す子どもたちが育つことは、かなり認知
度向上に有効だと思う（50代女性・宇和島市出身） 

・子どもの時から宇和島のことを自身のことと考えたりしていくといいと思う（60代女性・
宇和島市出身） 

・「こういう人がこんなことをやっているよ」ということを広報で地道に取り上げ、認知度
を高めていくしかないと思う（60代女性・宇和島市出身） 

・公務員で全て担おうとせず、弱みや関わりしろを公表して、民間企業や個人が魅力発信に
関われるようにしたら、多くの人を巻き込んでいけるのではないかと思う（30代女性・
宇和島市外出身） 

・小中高校生に宇和島の歴史、文化、産業に関する教育を行ってもらいたい。これが将来的
に、宇和島を支えてくれると思う。子どもを育てるように、ブランドを育ててほしい（30
代女性・宇和島市外出身） 

自然・ 
歴史文化 

・日振島等も歴史好きには価値あるものだと思う（50代女性・宇和島市出身） 
・伊達文化を中心とした広報活動に加えて、三間・吉田・津島の文化を周知してほしいと思
う（60代女性・宇和島市出身） 

・宇和海の歴史・自然・文化を観光客に案内できる宇和島クルーズ事業が廃止になったのは
残念（50代男性・宇和島市出身） 

・自然の豊かさをメインにキャンプ場などの充実を図る（40代男性・宇和島市外出身） 
・県外で宇和島を知っている人に出会った時、大抵、釣りが好きな方だったので、知るきっ
かけとしては、釣りや海のアピールをもっとできればと思う（20代女性・宇和島市出
身） 

・自然に癒しを求める人たちも多く、アウトドアができる場所の整備を行う（30代女性・
宇和島市出身） 

・アウトドア・キャンプ人気は今後も続くと思うので、大型キャンプ場施設を開発してはど
うかと思う（40代女性・宇和島市出身） 

・天赦園の広々とした緑のグランドこそ、ブランドイメージの向上につながっていくと思う
（40代女性・宇和島市出身） 
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自然・ 
歴史文化 

・海がきれいで土地がある津島の南レク近くに水族館などをつくると宇和島に人が来ると思
う（50代女性・宇和島市外出身） 

・コロナでキャンピングカーでの旅行なども流行しているなら、キャンピングカーを停めて
泊まれる海沿いの施設などがあれば、人が来てもらえると思う（50代女性・宇和島市外
出身） 

九島 ・橋が架かった九島に観光客を呼び込むようにする（50代男性・宇和島市外出身） 
・九島の橋や景観を活かした観光に取り組むとよいと思う（60代女性・宇和島市外出身） 
・今流行のジップラインやバンジージャンプを九島ですると宇和島に人が来ると思う（50
代女性・宇和島市外出身） 

宇和島城 ・宇和島城の広報活動をする（50代男性・宇和島市出身） 
・宇和島城周辺の開発（60代男性・宇和島市出身） 
・徳川家康と一緒に日光東照宮に祀られた藤堂高虎が建てた宇和島城（30代女性・宇和島
市出身） 

・宇和島城は歴史好きには価値あるものだと思う（50代女性・宇和島市出身） 
・市民でも宇和島城を現存天守12城の１つであることを知らない人がいる。小さい天守で
あるが価値あるものと自慢でき、まず市民に認知してもらいたい（60代女性・宇和島市
出身） 

・天守閣付近に海の見えるレストランやお店をつくる（50代男性・宇和島市出身） 
牛鬼 ・宇和島と言えば牛鬼（50代女性・宇和島市出身） 

・観光スポットである牛鬼展示室が物置小屋と化しているのでやめてほしい（50代男性・宇
和島市出身） 

四国遍路 ・四国遍路の通過点、札所等の文化地理的な利点を活かした観光ＰＲの取組を強化する
（50代女性・宇和島市出身） 

商店街 ・商店街を活性化させるような利用法や頑張っている店・人たちを応援し、また行きたくな
るような広報を行う（50代男性・宇和島市出身） 

・津島町、吉田町、三間町の商店街にある行きたくなる店や会いたくなる人などを発掘・広
報する（50代男性・宇和島市出身） 

・有名ブランド店の格安での借地で、商店街を中心として大規模店の活用（60代男性・宇
和島市出身） 

・以前より商店街および周辺が寂しく、これでは若い方々は魅力に感じないと思う（60代
女性・宇和島市出身） 

・商店街に映画館ができれば、南予地区唯一の映画館となり、商店街も盛り上がると思う。
何度か映画のロケ地になった宇和島市に映画館を誘致できれば最高だと思う（30代女性・
宇和島市外出身） 

・埼玉に昭和レトロな街並みができたように、今は昭和レトロがまた流行ってきています。
昔から頑張っているアーケードに昭和レトロ感を出して人を集めては（50代女性・宇和
島市外出身） 

交通・移動 ・公共交通手段が高い。若い人には安い高速バスなど選択肢があるとよい（30代男性・宇
和島市外出身） 

・四国は唯一新幹線の走っていない島として、その島の中でも特に何もないことを売り出し
て認知度の向上につなげてはどうか（60代男性・宇和島市外出身） 
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イベント・
ツアー 

・婚活パーティーで人を集めると認知度があがると思う（20代男性・宇和島市出身） 
・大石昌良氏（宇和島市出身）のイベントを増やせば、若い層のイメージも上がると思う
（20代男性・宇和島市外出身） 

・ゲームとコラボするなど流行を取り入れる（30代女性・宇和島市出身） 
・他の都道府県や市町村とのコラボ企画やイベントがあればよい（同じ「がいな」方言つな
がりで、宇和島と鳥取で互いの特産品を販売する等） 

・レジャー活動を充実させる（20代男性・宇和島市出身） 
・少し長めの時間を要してでも、“宇和島の日常”を伝えることのできるツアーがあれば良い。
１日、半日の旅行で「何もなかった」と帰ってしまう友人がいて残念だった（20代女性・
宇和島市出身） 

・市内に２ヵ所クライミングができる施設があるのは大きく、もっと力を入れてほしい（30
代男性・宇和島市外出身） 

・土居真珠さんのような体験ツアーがもっと増えたら良い（30代男性・宇和島市外出身） 
・岡本太郎の作品を常設展示する（40代男性・宇和島市出身） 
・「宇和島本」に出ているようなことを体験でき、ホテル・旅館・民宿・レストランとも連
携して宿泊、食事（郷土料理）をするツアーに取り組む（60代男性・宇和島市出身） 

施設づくり ・ロイズチョコレート工場を誘致する（40代男性・宇和島市出身） 
・魅力ある宿泊施設などが整備されれば、県内外を問わず知名度が向上すると思う。「宇和
島は、食べ物は美味しいけれど宿泊までは・・・」という声を聞く（50代男性・宇和島
市出身） 

・各スポーツ施設を集中させた大規模な運動場の建設（60代男性・宇和島市出身） 
・空き家を活用した週末カフェや古民家宿泊体験等、地元の人たちと触れ合える「ゆっくり
過ごせる宇和島」「ほっとする宇和島」などＳＮＳを使ってＰＲする（20代女性・宇和島
市出身） 

宇和島東 
高校 

・県外で宇和島を知っている人に出会った時、大抵、宇和島東高校の野球部の話題が好きな
方だった（20代女性・宇和島市出身） 

市政全般、
身近なこと 

・５つの魅力を発信してもブランディングにつながるような気がしない。全体的に具体的な
イメージがわかなく、目指す姿「ココロまじわうトコロ」の実現度合いを評価すること自
体が難しい（50代男性・宇和島市出身） 

・道路の周り（近く）の花壇などをきちんと整備する（60代男性・宇和島市出身） 
・様々取り組んでいて良いと思う（60代男性・宇和島市出身） 
・農産物や海産物、人の温かさ等の魅力はあるので、若い世代が住みやすい市政へと変われ
ば移住先としてはかなり魅力的な街としてアピールできると思う（20代女性・宇和島市
出身） 

・「住みたくなる街」「帰りたくなる街」として充実してくると、宇和島のブランドイメージ
の向上につながると思う（20代女性・宇和島市出身） 

・とても努力されていますが、何か足りない感じがします。ウィズパールも、モデルなど一
部で盛り上がっている感じがして、周りは冷めた感じになっていました（30代女性・宇
和島市出身） 
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市政全般、
身近なこと 

・普段の何気ないこと（鯛やみかん、野菜の生育から出荷までの流れなど）をクローズアッ
プして、大事のように取り上げるのも１つの方法だと思う（30代女性・宇和島市出身） 

・ふるさと納税の返礼品に魅力を感じない。品物は良いが、素敵な写真にするべきだと思う
（30代女性・宇和島市出身） 

・宇和島市のブランドイメージがまだまだ弱い感じがする。若い人たちが宇和島に住みたい、
老後も宇和島がいいと言える街であってほしい（40代女性・宇和島市出身） 

・ハワイと交流があるという割には、いつどんな交流をしているのか市民は知らなかったり
する（40代女性・宇和島市出身） 

・21時の音楽は不気味なので変更・中止した方がよい（20代男性・宇和島市出身） 
・漁業関係のプラスチックゴミが多いのが残念（30代男性・宇和島市外出身） 
・普段から市民との交流での気づいたことを気に留めていれば方向性が見つかると思う。
100の良言より１の苦言を大事にすべき（40代男性・宇和島市外出身） 

・何年も壊れたままの遊具がある公園もあります（40代女性・宇和島市出身） 
・特別珍しいものがある街ではないけれど、せめて“きれいな街”と感じてもらいたい。沿線
の花壇、垣根、海沿いの道、歩道、バス停やトイレ。何気なく通る道々が人の思いのこも
った清掃や手入れが行き届いていたら、それだけでもそこに住む人の街への思いを感じ取
ることができる（40代女性・宇和島市出身） 

・「ココロまじわうトコロ」のキャッチコピーを感じるものは今のところどこにあるのか?!
という印象。どう展開していこうとしているのかも全くわからない（40代女性・宇和島
市出身） 

・海は、皆が生産や生活の場として活用していますが、山に少し「力」を注いでほしい（60
代女性・宇和島市出身） 

・宇和島を、島だと思っている人がいる。現場で何ができるのかはわからないが、もう少し
認知度を高める必要があると思う（60代女性・宇和島市出身） 

・大きく派手なことではなく、長く続けていける宇和島の魅力発信ができればと考える（30
代女性・宇和島市外出身） 

・高齢者の多いみかん農家、荒れ果てた畑など率先して買い取って、宇和島市で盛り上げて
ほしい（50代女性・宇和島市外出身） 

・もう少し年配者にやさしい街になってほしい。年配者を特別扱いしてほしいというのでは
なく、年配者と若者をつなげてほしい（60代女性・宇和島市外出身） 
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第２章 市外調査                        
※記述回答は原文のまま記載しております。 

 
問８ あなたは宇和島市のブランドロゴマークをどこで（何で）見かけま

したか？ 
 
●「よく知っている（よく見かける）」と回答した人が見かけた場所 
・ホームページ（ネット検索・楽天ウェブ）（５件） 
・ＳＮＳ（Facebook・Twitter）（３件） 
・宇和島市内（２件） 
・駅（２件） 
・商業・観光施設（サービスエリア・愛媛県のアンテナショップ）（２件） 
・地元で見る（１件） 
・出身（１件） 
・イベント（１件） 
 

●「よくは知らないが、見かけたことがある」と回答した人が見かけた場所 
・テレビ番組（３件） 
・ホームページ（インターネットサイト・市のホームページ）（３件） 
・新聞（１件） 
・ＳＮＳで見た（１件） 
・公共施設（市役所・駅・城南中学校前）（６件） 
・商業・観光施設（アンテナショップ・土産物屋）（２件） 
・和菓子屋（１件） 
・飲食店（１件） 
・観光（宇和島観光・愛媛観光）（３件） 
・住んでいたから（１件） 
・２年前（１件） 
・忘れた、覚えていない（３件） 

 

問 11 あなたは宇和島市に関する情報を何から得ていますか？ 
 
●選択肢 13その他の回答 
・ホームページ（うしおに祭り）（１件） 
・テレビ番組（１件） 
・LINE の愛媛新聞ニュース（１件） 
・ＳＮＳ（１件） 
・飲食店（飲食店の食材・レストランポスター）（２件） 
・天気や災害（１件） 
・家族・実家（３件） 
・忘れた（１件）  
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問 12 あなたは宇和島市に関する情報を得た後、どのような行動をとりまし
たか？ 

 
●選択肢６その他の回答 
・地元（１件） 

 

問 15 あなたは宇和島が好きですか？ 好感がもてますか？ 
 
●「とても好き！とても好感が持てる！」と思う理由 
〔生まれ関係〕 
・自身の故郷（生まれ故郷・生まれ育った街・実家がある・地元・出身地）（18件） 
・父の故郷・実家（２件） 
・第二の故郷だから（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・料理、食べ物がおいしい（郷土料理・魚・鯛めし・じゃこ天）（６件） 

〔自然〕 
・海（綺麗）（２件） 
・自然（豊かである・綺麗）（７件） 

〔景観〕 
・城下町で風情がある（１件） 
・綺麗（１件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（温厚な人柄・人が良い・人々がぎくしゃくしていない・住みやすい・とても親切）（７件） 
・土地柄に魅力ある（１件） 
・魅力的だから（２件） 
・癒される（１件） 

〔祭り〕 
・牛鬼や闘牛が好きだから（１件） 

〔歴史〕 
・藤堂高虎公（１件） 
・歴史がある（１件） 

〔気候〕 
・気候が温暖そう（２件） 

〔雰囲気〕 
・イメージ（良い、温厚な街、好印象）（４件） 
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●「好き、好感が持てる」と思う理由 
〔生まれ関係〕 
・自分の故郷（出身地・ふるさとだから・出生地なので・地元・実家・育った場所）（22件） 
・学生時代に過ごした思い出のある場所だから（１件） 
・隣町に住んでいて、よく遊びに行っていたから（１件） 
・知り合いがいる（２件） 
・親族（親戚・母の実家・両親の出身・祖母の出身）（４件） 
・四国だから（１件） 
・愛媛だから（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（魚・鯛料理・じゃこ天・海産物・魚介類・グルメ・海の幸）（17件） 
・魚などの魅力的なものがたくさんある（１件） 
・農産物（買った事がある）（２件） 
・柑橘類、みかん（２件） 
・真珠で有名（１件） 

〔自然〕 
・自然（自然豊富・豊か・好きだから・自然美・沢山ある・憧れる・綺麗）（26件） 
・海（好きだから・海に面した街だから・海があるから・親しみやすい）（４件） 
・山（１件） 
・島だから（１件） 

〔景観〕 
・港（１件） 
・景色が良さそう（１件） 
・綺麗だから（１件） 
・商店街（１件） 
・観光名所が多い（２件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（おおらか・温かい・穏やか・優しい・良い人・温厚・親しみを感じる）（12件） 

〔気候〕 
・気候（穏やかそう・温暖そうだから・暖かそう・過ごしやすい）（７件） 

〔雰囲気〕 
・イメージ（あたたかみ・親しみ・楽しそう・良い）（４件） 
・のんびりできる（２件） 
・住みやすい町だと思います（２件） 
・癒されそう（１件） 
・地元らしさを感じるので 
・最果てだから（１件） 
・空気が良さそう（１件） 
・健康に良さそう（１件） 
・子育てにも良さそうな街（１件） 
・落ち着く街（１件） 
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〔歴史〕 
・歴史（興味がある・歴史がある）（５件） 
・独自の文化がある（１件） 
・宇和島城（好き・良かった） 

〔訪問経験〕 
・行ったことがある（２件） 

〔その他〕 
・よく聞く（１件） 
・良いから（１件） 
・頑張っている（１件） 
・まだ行ったことはないですが良い所はあると期待（１件） 
・自分が持っているナチュラルさを体感できる場所だと思ったから（１件） 
・広島出身なので近くて好感が持てる（１件） 
・少し田舎すぎる（１件） 
・嫌いになる理由がない（１件） 
 

●「あまり好きではない」と思う理由 
〔利便性〕 
・自然が多いに残っていることの引き換えに便利さが欠ける（１件） 
・交通の便が悪い（１件） 

〔商業施設・娯楽施設等〕 
・映画館も無い。商店街も死んでいる。正直二度と住みたくない（１件） 
・お店が少ない（１件） 

〔その他〕 
・都会と違いすぎる（１件） 
・田舎が嫌い（１件） 
・発展が無い。勉強しないから（１件） 
・あまり良い思い出がないので（１件） 
・興味無い（１件） 
 

●「嫌い…、好感が持てない…」と思う理由 
〔商業施設・娯楽施設等〕 
・商店街の廃墟化。大きいだけに目立つ（１件） 

〔その他〕 
・よく分からない（１件） 
・何も無い（１件） 
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●「よく分からない」と思う理由 
〔分からない・知らない〕 
・知らない（89件） 
（知らない・何も知らない・全く知らないので・あまり知らないので・何年も知らない・答えられる
ほど知らない・まだ判断できるほど知らない・知らないことが多い・詳しく知らないから） 

・分からない（22件） 
（分からない・表面だけでは分からない・よく分からないので判断できない・どういう所が分からな
いから・詳しくないから・聞いた事も無かったから） 

・好きか嫌いかを回答できない（７件） 
〔訪問経験〕 
・行ったことがないから（45件） 
（行ったことがない・何とも言えない・分からない・実感がない・見ていないから・軽々な事は言え
ない・判断できない・ピンとこない） 

・土地勘が無いので（２件） 
・住んだことがないから（１件） 

〔宇和島について〕 
・宇和島を知らない（知識が無い・名前しか知らない・甲子園出場、高校名しか知らない）（24件） 
・名前は聞いたことあるが、どんな町か分からないから（３件） 
・地域を知らないので（２件） 
・みかんの産地くらいしか分からない（１件） 
・街のことを知らないから（１件） 
・観光できる場所が良く分からないし、どのように楽しむのかを具体的に分からせて欲しい（１件） 

〔位置関係〕 
・宇和島がどこか分からない（何県か分からない、場所が把握できない、場所が想像できない） 
（15件） 
・遠すぎる（３件） 
・よく知らない島だから（２件） 
・島なら他にも色々ありそう（１件） 
・国内のたくさんある地方の一つ（１件） 

〔イメージ・想像〕 
・イメージが湧かない、想像できない（７件） 
・馴染みが無い（４件） 
・見聞きする事が無い（３件） 
・あまりメジャーじゃないから（１件） 
・接する機会がほとんど無い（１件） 
・今迄意識したことが無いから（１件） 
・何も印象が無い（１件） 
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〔情報不足〕 
・情報が無い（17件） 
（情報が無い・情報を知らない・触れる機会が無い・判断材料が無い・情報を得たことが無い・知り
合いがいないので分からない） 

・知識が無い（３件） 
・認識が無い（１件） 
・根拠が無いので（１件） 
・実際の見聞が無い（１件） 
・詳しくないので（１件） 
・あまり町のことに触れる機会が無いから（１件） 
・情報や知識が無いから、好きか嫌いか答えようがない（４件） 
・良い所の判断が出来ないから（２件） 

〔その他〕 
・興味が無い（11件） 
・なんとなく（４件） 
・関心が無い（３件） 
・初めて知ったから（２件） 
・特に印象が無いので（１件） 
・今まで縁が無いので（１件） 
・過去に訪れたことはあるが、あまり活気が感じられなかったから（１件） 
・温暖そうな所だが、人間関係が心配（１件） 

 
宇和島ご出身の方（例：宇和島市生まれ、宇和島市育ち等）に伺います。 

問 16 あなたは、宇和島に「誇り」を感じますか？どのようなことや場面 
で誇りを感じますか？ 

 
●「とても感じる」と回答した人が誇りを感じること、場面 
〔生まれ関係〕 
・自分の生まれ育った街だから（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（ハマチ・じゃこ天・一六タルト）（４件） 
・海産物を見た時（１件） 

〔自然〕 
・宇和島城から望む海（１件） 
・自然（綺麗・豊か・住みやすい）（７件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（人の温かさ・人の良さ・優しい・穏やか）（６件） 
・人情（２件） 

〔雰囲気〕 
・島全体の一体感（１件） 
・のどか（２件） 
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〔歴史〕 
・歴史（歴史を感じられる・歴史を持つ・文化がある・宇和島の歴史）（７件） 
・宇和島城（３件） 
・天赦園（１件） 

〔気候〕 
・気候（１件） 

〔農業・漁業・水産業〕 
・養殖業（テレビなど）（２件） 
・水産物（１件） 

〔その他〕 
・悪い所が無い（１件） 
 

●「感じる」と回答した人が誇りを感じること、場面 
〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（海や山の美味しい食べ物・魚）（３件） 
・特産品で宇和島産を見つけた時（１件） 
・特産物や郷土料理が人気だから（１件） 
・新鮮な魚の魅力をＴＶで発信している時（１件） 

〔自然〕 
・自然豊かな所（２件） 

〔景観〕 
・町並みが好きだから（１件） 
・城下町（１件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（明るく温厚・人が良い・みんな家族みたい・気さくで良い人ばかり）（６件） 

〔祭り・歴史〕 
・闘牛をかっこいいと言ってもらえた時（１件） 
・歴史（宇和島藩・伊達藩）（３件） 
・宇和島城（１件） 

〔気候〕 
・風土（１件） 

〔雰囲気〕 
・良い所なので（１件） 
・田舎感が良い（１件） 
・住みやすい（１件） 

〔農業・漁業・水産業〕 
・段々畑（１件） 
・真珠養殖（１件） 
・鯛養殖（１件） 
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〔その他〕 
・環境が良い（１件） 
・離れてみて良さが分かった（１件） 
・宇和島東の甲子園出場（１件） 
・甲子園で宇和島東高の名が知られているので、周りに話しやすい（１件） 

 

問 17 自分にできることがあれば、宇和島の発展や平成 30 年 7 月豪雨災 
害からの復興に貢献したい・できると思いますか？どんなことで貢 
献したい・できると思いますか？ 

 
●「とてもそう思う」と回答した人が貢献したい・できること 
〔ふるさと納税〕 
・ふるさと納税（11件） 

〔募金〕 
・募金（実際に募金した・ネットでの募金）（７件） 

〔寄付〕 
・寄付、寄付金（９件） 

〔ボランティア〕 
・ボランティア（ボランティア・復興支援）（８件） 

〔物の購入〕 
・特産物や商品を購入する（２件） 

〔観光〕 
・観光に行く（１件） 

〔その他〕 
・何かお役にたつことがあればやりたい（１件） 
・できるなら（１件） 
・好き好きだから（１件） 
・仕事で（１件） 
・経済的に良くなる（１件） 
・今日も大きな地震が発生しており、恐怖を感じるから（１件） 
・2018 年の豪雨災害で実際に支援物資を送ったり、情報を発信したりした（１件） 
・綺麗な自然や城下町を守ってくれている人達を守りたい（１件） 
 

●「そう思う」と回答した人が貢献したい・できること 
〔ふるさと納税〕 
・ふるさと納税（18件） 

〔募金〕 
・募金（14件） 

〔ボランティア〕 
・ボランティア（１件） 
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〔寄付〕 
・寄付（13件） 
・義援金 

〔物の購入〕 
・特産品、産地物産、宇和島の商品、柑橘類の購入（ネットで購入、アンテナショップでの購入） 
（14件） 

〔観光〕 
・宇和島へ観光、旅行に行く事（６件） 

〔その他〕 
・宇和島だけではなく日本全体に対して思う（１件） 
・みかんをたくさん食べます！（１件） 
・地域復興（１件） 
・宇和島のことをよく知る事（１件） 
・労力の派遣をする事（１件） 
・地元のビジネスの経営を支援（１件） 
・少しでも助けてあげたい（１件） 
・人の役に立ちたい（１件） 
・具体的には無い（１件） 
・地元が好きだから（１件） 
・ゴミを減らしたい（１件） 
・消費（１件） 
・お世話になったから（１件） 
・水産物などの情報提供（１件） 
・わずかでも（１件） 
・微力ながら（１件） 
・コロナが収束してから、宇和島に行ってお金を使うことで住んでいる人やその土地に貢献ができる
から（１件） 

 
宇和島に行ったこと（または住んだこと）がある方にうかがいます。 

問 18‐２ あなたは、宇和島滞在時（在住時）に、「幸せ」や「満足」を 
感じましたか？それを最も感じたのはどのような場面でしたか？ 

 
●「とても感じた」と回答した人が幸せや満足と感じた場面 
〔生まれ関係〕 
・親族（家族との触れ合い・家族での海水浴や釣り・親戚の人が親切）（３件） 
・友達がたくさんいる（１件） 
・生まれ育った場所なので、地域の人との繋がりは強かったと思う（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（ご飯・魚・海鮮類・魚介類・鯛めし）（11件） 
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〔自然〕 
・海（１件） 
・自然（豊か・いっぱい）（５件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（優しさ・人が良い・親切・会話があたたかい）（７件） 
・田舎ならではの人との関わり（１件） 

〔景観〕 
・青い宇和海を目にした時（１件） 
・海と山と集約された街並みがあり非常に便利（１件） 
・海と山が程よく出会う町（１件） 
・こじんまりした良い街（１件） 
・落ち着いた街並み（１件） 

〔歴史〕 
・宇和島城が良かった（２件） 

〔気候〕 
・とても過ごしやすくて楽しかった（１件） 

〔雰囲気〕 
・のどか（１件） 
・木屋旅館が良かった（１件） 
・街の雰囲気が良い（１件） 
・ゆったり過ごせる（１件） 
・心が落ち着く（１件） 
・宇和島の空気が好き（１件） 
・都会には無い落ち着いた雰囲気（１件） 

〔その他〕 
・野球が強い（１件） 
・住めばどこでも都（１件） 
・四季（１件） 
・幸せな時間を過ごす事が出来た（１件） 
・特別遊園地とかがある訳では決してないけど自然いっぱいで海釣りしたりバーベキューしたり、生き
ているなー！楽しいなー！と感じたし、振り返ってみた時にも良き思い出として残っていることでさ
らに幸せな時を過ごしていたと改めて思えるし、幸せを感じる（１件） 

・子供の頃に母親が散髪している間にきさいやロードを歩いていたら、雑貨屋のおばさんが会話に付き
合ってくれた（１件） 

 
●「感じた」と回答した人が幸せや満足と感じた場面 
〔生まれ関係〕 
・自身の故郷（地元・出身地・高校時代を過ごした）（３件） 
・自分が生まれた病院で自分の子供を産んだ事（１件） 
・家族との時間（１件） 
・地元の友達と知り合えた事（１件） 
・地域の人達のつながりの中で育てられたように思います（１件） 

  



第２章 市外調査 

21 

 
 
〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（何でもおいしい・郷土料理・海山の食べ物・魚・海産物・鯛めし）（12件） 
・食材も豊富（１件） 

〔歴史〕 
・方言を聞いて宇和島の温厚な風土を感じた（１件） 

〔自然〕 
・自然（綺麗・豊か・良い）（５件） 
・海と山があったから（１件） 
・綺麗（１件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（人が良い・色々な人と話せる・丁寧に教えてくれた・優しい・暖かい）（５件） 
・観光による（１件） 
・ご近所とのつながり（１件） 

〔祭り〕 
・祭りが楽しい（１件） 
・お祭りの時に牛鬼を間近で見た時（１件） 

〔気候〕 
・暖かさ（１件） 
・過ごしやすい天気（１件） 

〔雰囲気〕 
・住みやすい町（１件） 
・時間の流れの違いに幸せを感じた（１件） 
・のんびりできる（１件） 
・町全体がほんわかした感じが嬉しかった（１件） 
・のんびりとしていて、時間がゆっくり流れていた事（１件） 

〔その他〕 
・見どころが多い（１件） 
・良い意味で競争（争い）が少なくプレッシャーをあまり感じないで済んだ（１件） 
・城山でのトレーニング（１件） 
・今は市町村合併して広いが、昔は市内がこじんまりしていて良かった（１件） 
・当時は温暖で災害が少なかった（１件） 

 

問 19‐２ 行くなら何をしに行きたいですか？ 
 
●その他回答の内容 
・１週間くらいのんびりしたい（１件） 
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問 19‐３ 宇和島に行ってみたい場所や体験してみたいことがあれば、教 

えてください。 

 
●宇和島で行ってみたい場所や体験してみたいこと 
〔食べ物関係・特産品〕 
・美味しいものを食べてみたい（46件） 
（地元のもの・特産物・郷土料理・名物・海産物・鯛めし・鯛料理・じゃこ天・魚・みかん） 

〔自然〕 
・海（遊びたい・泳ぎたい・見たい・海釣りやダイビング・カヌー体験・港）（15件） 
・自然（満喫したい・のんびりしたい・楽しむ・旅行・体験したい・触れ合える場所）（26件） 

〔景観〕 
・みかん畑、段々畑（３件） 
・山（３件） 
・海の景色を見ながら、ドライブしたい（２件） 
・海沿いをサイクリング（１件） 
・絶景（１件） 
・のんびりと散策、海を高台から見たい。夕日とか綺麗そう（１件） 
・城下町で風情を味わいたい（１件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・地元の人（生活・ふれあい）（２件） 

〔祭り〕 
・闘牛の祭りを現地で見てみたい（４件） 

〔歴史〕 
・宇和島城（９件） 
・歴史（地元の史跡、史跡巡り、有名跡地、歴史建造物、歴史的価値、伊達の支藩の歴史）（10件） 
・和霊神社、多賀神社、三島神社（１件） 
・文化（１件） 

〔観光〕 
・観光（観光巡り・観光名所・自然観光・観光スポットへ行く・街歩き）（６件） 
・地元の人のおすすめを見て回りたい（１件） 
・宇和島らしいホテル旅館に宿泊してみたい（１件） 
・温泉（３件） 
・島を散策したい、島独自の文化（２件） 

〔農業・漁業・水産業〕 
・みかん（柑橘農園での作業・みかん畑での収穫・みかん狩り）（６件） 
・真珠の工場（２件） 
・鯛の養殖場の見学（１件） 

〔雰囲気〕 
・地域独特の雰囲気を味わいたいです（１件） 
・瀬戸内を感じたい（１件） 
・ゆっくり過ごしたい（１件）  
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〔その他〕 
・宇和島東高校（１件） 
・分からない（調べてみないと分からない・何があるかも分からない）（22件） 
・知らない（３件） 
・全く知らないので行くときに調べて決めたい（２件） 
・何も知らないので、逆に行ってみてその場の雰囲気で決める（１件） 
・特に思い浮かばない（１件） 
・行ったことが無いので、長期滞在して地域を知りたい（１件） 
・食と自然とのふれあいを期待したい（１件） 
・宇和島でしか食べられない物や、体験できないことをやってみたい（１件） 
・色々（１件） 
・フードコート（１件） 
・まだ詳しい場所までは分からないが、よく調べてのんびりできるところを観光して、美味しい物を食
べてゆっくりしたい（１件） 

・地元の特産品を食べて、綺麗な景色を見てゆっくりしたい（１件） 
・自然が多い場所（静かで落ち着ける空間）。無理に体験するものは無い、まずは「何があるのか？」か
ら始まる。押し付けられるのは不可（１件） 

・四国を一周してみたい（１件） 
・何があるのか分からない（１件） 
・現地で探す（１件） 
・これから調べる（１件） 

 

問 20‐１ あなたは今後、宇和島市に移住や U ターン等したいと思わない 
理由を具体的に教えてください。 

 
●宇和島市に移住やUターン等したいと思わない理由 
〔希望〕 
・東京、都会に住みたい（東京に居たいから・都会に住みたいから）（６件） 
・便利な暮らしがしたい（２件）（老後はある程度、便利なところが良い。都会の便利な暮らしから脱
したくない為）（１件） 

・住み慣れた場所（地元）を離れたくない（４件） 
・将来は地元に住みたいから（２件） 
・移住したい地域が他にあるため（２件） 
・移動したくない（１件） 
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〔現状維持〕 
・今の住まいへの不満はない（今の自宅で不自由無し・現在の住居に不満は無いから）（４件） 
・今の住まいが好き・良い・便利（41件） 
（今住んでいる所が好きだから・今の土地に愛着を感じる・今の場所が気に入っている、満足して
いる・今の場所が良いから・今のところに住んでいたいから・今の生活の方が便利だと思うから・
今のところが住みやすいから・今の土地を離れたいと思わないので） 

・今の生活に満足（17件） 
（今のままでいい・現状に満足・自分の生まれた場所が良いから・余計な手間をかけたくない・今
の生活以外考えられないから・現在の状態が良いから・当分は自宅だけで住む予定だから） 

・都会、東京が良い（26件） 
（都会で満足・都会生活に慣れ過ぎている・都会の方が暮らしやすい・東京暮らしに満足している
から・東京が良い・東京が好きだから・東京が便利だから・都会が良い・都心が良いので・都会が
便利・都会生活が好きだから・都会が好き・子育てするには都会が便利だと思うので・都会に生ま
れているから・都会生まれで都会育ちには無理・東京生まれ東京育ちだから・東京都に住んでいる
から） 

・大阪が良いから（大阪が終の棲家・大阪に満足している・今住んでいる大阪が好きだから）（４件） 
・地元が良いから（地元が好きだから・地元が一番・地元が良い）（４件） 

〔不安〕 
・情報を知らない（35件）（宇和島を知らないから（10件）・知らない土地なので（10件）・行った
ことも無い所なので（５件）・住んだことが無いから（２件）・まだ宇和島について詳しくないので・
見知らぬ土地は心配・街のことを知らない） 

・まだどんな所か分からないから（３件）（地域の雰囲気を知らないから・土地勘が無いから・場所が
分からないから） 

・住みたいとは言えない（４件）（住み慣れた場所を離れるのは不安・どんな所かも知らないので簡単
に決められないです・行ったことも無いのに住みたいとか思えない・いきなり知らない土地に「移
住したいと思いますか？」と聞かれて「はい」と回答できる人はいない） 

・宇和島である事の不安（４件）（宇和島よりは実家の方が良い・原発の町は嫌・南海トラフ大地震が
心配・海の近くは災害時に不安） 

・金銭面・体力面・全般（不安がある・お金がかかる・体力的に無理だと思うから）（３件） 
〔不足〕 
・情報が無い（情報が無いから・判断材料を持っていないから）（２件） 
・情報源が無い（知り合いがいない（２件）・つて等が無いから・お店が少ない）（４件） 
・仕事（仕事が無い（３件）・仕事が少ない・仕事には不便です）（５件） 

〔物理的な距離〕 
・現在の住居から遠すぎる（１件） 
・実家から遠いから（１件） 
・遠すぎて行くのがしんどい（１件） 
・遠いから（２件） 
・もう少し東が良いため（１件） 
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〔家の都合〕 
・本籍を移した（１件） 
・関東に家を購入したから（１件） 
・岡山に家を買う（１件） 
・家を建てたから（１件） 
・家のローン（１件） 
・実家に戻る為（１件） 
・今の持ち家があるから（１件） 
・現在の居住スタイルを変えるのは難しい（１件） 
・今の住居地に親も居るから（１件） 

〔仕事や生活の都合〕 
・生活がある（２件） 
・仕事の関係（４件） 
・今の勤め先を辞めてまで行く気にはならない（１件） 
・今自分がやっている仕事が書道で、東京の公的資格審査員になっているので東京から移れないため
（１件） 

・現住地で生活を支える仕事に就いている為、それに見合う物がなければ、何れにも移住出来ない
（１件） 

・就職が難しそう。親族の介護も、離れて暮らすと大変になる（１件） 
〔利便性〕 
・交通の便・利便性が無い（２件） 
・生活の利便性が悪いので・不便（３件） 

〔家族や個人の事情〕 
・高齢者なので現実的ではないから（１件） 
・家族の介護があるので（１件） 
・家族の理由（１件） 
・個人的な事情で二度と帰る事は無い（１件） 
・現在生活基盤がこちらにあるから（２件） 
・行けないから・移住できない（１件） 
・将来になると親もおらず、兄弟は同じ東京にいるので、東京の方が安心。懐かしさでたまには帰り
たいと思うので、コンパクトな家を所有し、年に数ヶ月ほどは宇和島で過ごすことが出来たら最高
（１件） 

〔縁・ゆかり・なじみ〕 
・縁もゆかりもないから（３件） 
・縁がない（３件） 
・自分にとってゆかりのない土地だから（１件） 
・特にゆかりもないため（１件） 
・縁もゆかりもないのでハードルが高い（１件） 
・馴染みがなく、よく分からない地域だから（１件） 
・何も関連がない（１件） 
・宇和島と直接的に関わりが無いから（１件） 
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〔移住〕 
・移住ではなく旅行で行きたい（２件） 
・移住まではきつい・旅行程度は行きたいかも（１件） 
・滞在型レジャーなら良いが、よそ者はなかなか大変だと思う（１件） 
・今の居住地も気に入っている。遊びに行くだけで十分（１件） 
・移住は考えてない（４件） 
・移住自体を希望していない（４件） 
・地方に住むことを考えてない（１件） 
・住みたくない（１件） 
・予定自体が無い（１件） 
・その余裕は無い（１件） 
・移住する理由が見つからないから（１件） 
・住み慣れた場所が他にあるから（１件） 

〔田舎〕 
・田舎だから（３件） 
・田舎すぎる（３件） 
・田舎が嫌いだから（１件） 
・田舎暮らしは嫌い（１件） 
・田舎が嫌だから（１件） 
・田舎のコミュニティが大嫌い（１件） 
・田舎は向いてないから（１件） 
・田舎暮らしは合わないから（１件） 
・田舎には住めない（１件） 
・都会に住んでいる者には、田舎生活は不便に感じるため（１件） 

〔魅力について〕 
・魅力が分からない（２件） 
・魅力ある街に感じない為（２件） 
・他の町との差別化ができていない（１件） 
・生まれ育った街なので悪くは言いたくないが、何の魅力もない街だと思う（１件） 
・好きだけど沖縄の方がもっと好き（１件） 
・現在住んでいる所も魅力的だから（１件） 

〔イメージ・関心・必要性〕 
・理由が無いので（３件） 
・面倒なので（４件） 
・必要ないので（５件） 
・特に考えていない（１件） 
・関心が無い（１件） 
・イメージが現時点でないから（２件） 
・具体案が無い（１件） 
・思わないから（１件） 
・行く意味が無い（１件） 
・現状全く宇和島のことを知らないため、検討する要素が無い（１件） 
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〔その他〕 
・知らないので（19件） 
・興味が無い（19件） 
・分からない（14件） 
・なんとなく（５件） 
・先のことが分かる筈は無い（１件） 
・今は不明（１件） 
・特にありません（１件） 
・何にもないから（１件） 
・いい思い出が無いので（１件） 
・知り合いが多い（１件） 
・自然が嫌い（１件） 
・暑いのが苦手（１件） 
・思わない（１件） 
・ない（１件） 
・どのような場所かどうかを知ることが一番初めの第一歩なので（１件） 
・今現在は、東京にマンションを購入しているので出来ないが、将来的には売る予定なので、可能性が
無いこともない（１件） 

・海外移住を決めている（１件） 
・全く知らない島です（１件） 
・今、現在宇和島市に住んでいるから（１件） 
・現在、松山に住んでいます。程よい住みやすい町です。宇和島は、住みやすい町には違いないのです
が、若者が減り、お年寄りの町な印象が、強く感じられます。祭り等イベントには、行きたく思いま
すが、移住するまでの魅力を、感じられません（１件） 
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問２２ 宇和島市の認知度やブランドイメージの向上に関して、ご意見が

ありましたらご記入ください。 
 
・全く分からない。 
・食材が有名のようですので、もっと広めたら良いと思います。 
・昨今の異常気象や大地震への災害対策を進めて安全・安心の街をアピールできれば、当地に移住する意欲
が高まるのでは無いだろうか。 

・広報活動を若い世代中心に積極的に行う。 
・知らないところでよくわからない。 
・もーに君の着ぐるみは中途半端で可愛くない。しっかりしたもので可愛く作って欲しい。折角可愛いのに
勿体ない。漁業はもっと発展するべき。お魚が本当に美味しい。あのレトルトの鯛カレーは改良を求めま
す。今は渋沢栄一繋がりで穂積陳重を推しています。 

・ラジオでの特集。 
・機会があったら調べてみたい。 
・よりインターネットを活用するべきだと思う。 
・色々なＳＮＳで発信を続ければいいと思います。 
・地元産品の魅力発信。 
・お城、食べもの、物産の啓発活動。 
・現在、一部にあるカラーマンホールや、新規にデザインしたマンホールを各地に設置する。 
・積極的にＰＲすればよい。 
・大分空港のホバージェットを宇和島まで乗り入れるなどしたら松山空港経由より早く着けませんかね？ 
・時代に媚びると失敗するかも。 
・瀬戸内海の綺麗なところ。 
・よく宇和島産地の食品は見かけるので、美味しいイメージはすでに付いていると思います。 
・私のように宇和島市のことを知らないという人はおそらく少なくないと思うので、ＳＮＳなどを活用して
積極的にＰＲすることで、知名度の向上などが図れるのではないかと思います。. 

・もっと知りたいので、LINE や Instagram、テレビやYouTube などで宣伝してほしい。 
・選抜で優勝した宇和島東高校が懐かしい。 
・自然を大事に。 
・高校野球でよく代表が甲子園に出場しているので、認知度は高いと思います。 
・知らない人が多いと思うから、もっと知ってもらうことが１番大事だと思います。 
・宇和島城周辺の雰囲気を明るいものにしたら良いと感じた。また、商店街に観光客向けの施設が乏しいと
も感じた。 

・場所がよく分からない。 
・全国的なＴＶＣＭをすべき。 
・今は難しいですが東京でアンテナショップやイベントがあると良いと思いました。また、ライブカメラを
宇和島に沢山置いて、宇和島の風景をいつでも見られると親近感が湧くと思います。 

・行ったことがないのでピンときてないです。 
・ＴＶＣＭをながす。 
・地域の特色がもっと分かると良い。 
・ほかにないユニークな特徴や生活上のメリットの訴求・みかんのイメージはあるので、そこを強調した
ブランドイメージを作り上げると良いと思う。 
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・このアンケートにも画像があるといい。 
・コロナ禍の後、観光業に力を入れるべきと思います。 
・テレビなどで放送。 
・地名は聞いたことがあるが、どんなところなのかよく知らないので、もっとＰＲが必要。 
・宇和島市がどこにあるかも分からないので意見はない。 
・もっと身近に商品の情報を提供してほしい。 
・このアンケートのように土地柄を知らない人にいきなり「住みたいと思うか？」みたいなアピールをする
と認知度は上がるかもしれないが、ブランドイメージは著しく下がると思う。 

・名前は結構周知されていると思います。名前はたまに聞くのですが何が有名なのか正直分かっておりませ
ん。アンテナショップや物産展があれば必ず行くと思います。美味しいもののアピールをしてお取り寄せ
も展開すると更に認知度が上がると思いました。 

・メディアで情報発信する。 
・分からない。 
・イメージが湧かない。特産品やお祭りがあれば、それをメインにしたパッケージプランで旅行を売り出し
てくれると、どんな場所か分かりやすい。 

・海が美しく独特な空気があるところのアピール。 
・ブランド名をつけた産地産をアピールした方がいい。 
・交通の便が不便という印象。かといって、松山などの都市部に行かないと出来ないことも多そうなので、
あまり魅力を感じず、イメージ向上の妨げになっていると思う。 

・もっと積極的にＰＲしたほうが良い。 
・認知度が低い。 
・高校野球。 
・テレビやＳＮＳを存分に利用するのが良いかと思われます。 
・遠さを売りにする。 
・真珠養殖は以前より有名だがポンジュースやハマチの養殖など様々なグルメ情報も盛りだくさん！実家の
近所には巨大マーケットの市場が開業となり、コロナ禍の中で全国メディアでは取り上げられていない情
報となる。 

・アンテナショップを活用した情報の発信手段が有効ではないかと思います。 
・名産品や特産品をアピールするしかない。 
・美味しい食べ物、郷土料理がたくさんあるから料理でアピールすると良いと思う。 
・まだ市のイメージがよく分からない。 
・海鮮推しで良いのでは？と思います。 
・お城を知らない人が多いので、それは広めてほしいです 
・露出を増やすこと。 
・もっと有名になるようにインパクトが必要。 
・テレビＣＭを作ってはどうか。 
・段々畑や牛鬼、真珠養殖、鯛やハマチ養殖が有名。 
・とにかく宇和島のことについて情報にすら触れることが無いから、知ることもない。 
・水産物のＰＲは欠かせないと思う。 
・好き嫌いが分かれそうなので、嫌われても良いので、好きになりそうな人をターゲットにクセの強そうな
部分を中心にアピールしてはいかがでしょうか？ 

・うまいもの、楽しいものを発信して。 
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・東京や大阪からの具体的なアクセス方法やアクセス時間などを分かりやすく示して欲しい。現状ではただ
遠い土地でしかないと言った印象を持ってしまっている人が多いのではないかと思う。その際に、宇和島
だけでなく松山から宇和島までの途中町の魅力とかもアピールすれば面白く、最終的に宇和島に行くにあ
たっての魅力も伝えることができれば、行ってみようかと思うようになるかも知れません。 

・よく知らないと言う人が多いと思う。とりあえず露出を増やすことから始めないといけない。 
・宇和島城と鯛めししか知らない。 
・よく分からない。 
・特にありません。 
・ドラマのロケ地。 
・牛鬼と「鬼滅の刃」コラボしたらいいのになと前々から思っています。炭治郎くんたち（人間）とではな
く鬼舞辻無惨（鬼）サイドとのコラボが叶ったらとても良いのにと思っています。（愈史郎さんとか珠世
さまとか茶々丸とか。） 

・交通の便。 
・飲食も美味しいものが多いので観光地としてもっと広告を出すべき。 
・アニメや漫画の聖地になれば集客や認知が増えそう。 
・知名度が低い。何があるか全く分からない。 
・場所が把握できないので、もう少しわかりやすく、伝えて頂けると興味も湧きます。何が有名か美味しい
のか情報が分かりやすいといいと思います。 

・よくわからない。 
・行った事がないから、わからない。 
・知らないのでなんとも言えない。 
・地域の名産等の発信。 
・開いた頃だと思うので、アピール活動は積極的にやると良いと思います。 
・メインストリートである商店街から宇和島駅の辺りがもっと賑わい、素敵なお店が増えると良いと思う。
見所になる場所まで乗せてくれる観光循環バスのようなものがあれば、もっと巡りやすい。 

・野球が強い地域。 
・実際にお試しで１週間くらい滞在できるようなプランがあれば土地柄や住民のことなどが分かると思う。 
・例えば、鯛めしは宇和島でもごく小さな地域でのグルメなので近隣には身近なものではない。それが宇和
島全体と思われるのは少し違和感がある。出身者でも食べたことがない人が多い。それよりもっと知って
ほしいブランドがある。 

・柑橘類で有名なのは知っていますが、Twitter などを利用して良い所をアピールして頂けたらなと思いま
す。 

・サッカーが盛ん。 
・知らないから。 
・行きたいと思います。まずは情報を集めてから考えます。 
・人街交流を増やし、認知度をあげていく。 
・宇和島のじゃこ天が大好きなので、もっともっとＰＲして欲しいです。 
・分からない。 
・宇和島を日本地図で示せる人は少ないと思う、イメージでは漁村と思っている程度、もっと観光地として
の情報を発信して貰いたい。 

・歴史がある街で魚など食べ物も美味しい。 
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・じゃこ天以外の宣伝を積極的にした方が良い。 
・海の資源が豊富、闘牛。 
・企業誘致。 
・あまりに馴染みがなさすぎる。 
・全国的には全く知名度が無い島だと思いますよ、大阪人ですがどこにある島なのか全く分かりません。 
・鯛めし。 
・戸島ブリは食べて欲しい。 
・特には無いです。 
・今回ロゴを初めて知りましたが、素敵なデザインですね。 
・ふるさと納税。 
・市の名前は聞いた事があります。今はネット社会なのでどんどん若い人を使ってアピールしたらいいと思
います。 

・身近に「四国だけは行った事がない」と言う人がいる。鉄道や飛行機で九州・北海道に観光できるのは同
じなのに、四国に訪れないのはメディアに取り上げられる機会が少ないからでは？ 

・澁澤栄一などと並んで、幕末維新の立役者の一人である、宇和島藩主、伊達宗城をもっとアピールする事。 
・イメージはいくらでも「創る」ことができる。個人の感覚は千差万別、しかし「万人受け」のモノを作る
のは不可能。まずはターゲットを絞って行うべきではないか？他人に対する戦略の前に「自身を知るべき」。 

・都会暮らしなので、人の温かさや自然の美しさを、他にはない宇和島独自の魅力として伝えてもらえたら、
魅力に感じると思う。 

・魅力があまり無い。 
・レジャー施設などを多くしてほしい。 
・今日初めて知ったロゴマークは宇和島市のイメージをとてもよく表していたと思うし、それが一番の売り
なのだと思う。しかし、国内には同じような所は沢山あるのでインパクトに欠ける。何か日本一になる何
かに取り組んではいかがでしょうか。 

・愛媛だと松山がまず思いつくが、宇和海が綺麗と聞いたことがあるのでまだまだ情報発信できると思う。
ご時世柄名産等もお取り寄せ可能な物を知りたい。 

・宇和島市の出身の有名な方を観光大使としてアピールするのも良いと思いました。 
・全く知識がありません。 
・たぶん市民の税金を使ってこのアンケートをやってはるんやと思うけど、せっかくならもっとＰＲのため
に必要な情報を聞き出すようなアンケートにした方がよいのでは？いきなり「宇和島を知っていますか？」
みたいな聞き方したって、圧倒的大多数は知らないに決まっている。つまりは決定的なＰＲ不足なわけで、
じゃあどうすれば自分たちを全国区で知ってもらえるか、その方法をリサーチするのが先なのでは？ 

・関東から愛媛に旅行に行く人の話を聞くと、宇和島には行ってみたいけど松山から遠いという理由で断念
するようです。松山空港からそのまま宇和島に行けるようになるといいなと思います。鯛めしなどで知名
度は上がっているようで、宇和島に行ってみたいという人は、私の周りにはたくさんいらっしゃいます！ 

・観光資源はそれなりに充実しているのに、外部に対してＰＲするのがあまりうまくいっていないように見
受けられることがあります。もう少し宣伝、広報を頑張ってほしいと宇和島出身の者として感じています。 

・知られていないので。 
・温暖な土地、みかんが有名。 
・観光資源は相応にあると思うので、頑張ってほしい。 
・瀬戸内海の都市の一つ。 
・これからも大変だと思うけど頑張って下さい。 

  



第２章 市外調査 

32 

 
 
・正直全国的に見ても認知度が低いと思う。ＳＮＳの発信に限っているとまだまだ限られた人の目にしか入
らないのでテレビＣＭや駅、電車内の広告で広く知らせれば良いと思う。 

・もっと、地元の良さをアピールしてください。 
・宇和島市は、全国的に見ても同じ規模の街の中では、圧倒的に名前や文化が知られブランド化しやすい方
だと思います。国内には人口 10～20万程の市域でも、全く知られていない所はたくさんあります。ご健
闘を期待しております。 

・レモンアイスをスーパーで見て、ダークみきゃんを知ったくらいです。ＳＮＳでも宇和島に興味があり観
ない限り、目にする事はありません。嫌でも、目にする・耳にする事が無ければ、認知度は上がらないと
思います。イメージも、私の周りでは養殖鯛くらいです。たまにＴＶで、鯛めしを取り上げているので。 

・みかん栽培が盛んな土地。 
・伊達藩というのをアピールすると良いです。思っているより、歴史を知らない人は、伊達政宗の長男が藩
主だったと知らない人が多いです。 

・これからだと思います。 
・遊ぶところがないから目的が持てるものを作ればいいと思う。 
・外国人を引き寄せるように、リゾートとして、イメージを作る。 
・みかんが美味しいし段々畑が綺麗。 
・宇和島市は海も山もあり、歴史的な建造物も美味しい食べ物もたくさんあるので、首都圏にアンテナショ
ップをもっと増やして身近に感じてもらい、興味を持ってもらうことが大切かなと思います。 

・宇和島城を始め天赦園。海が綺麗で真珠の養殖も有名です。 
・宇和島祭りをもっとアピールしてほしい。 
・闘牛を推したら良いとおもう。 
・分からない。 
・西条市を見習ってもっとアピールしてほしい。出身を聞かれて「宇和島」と答えても「どこ…？」って言
われて悲しいです。宇和島市は美味しい物の宝庫なのに、あまり知られてないのがとても残念。 

・他県に住んでみて改めて認知度低いなぁと思いました。ただ「宇和島鯛めし』は有名です。帰省の度に寂
れていく街を見て悲しくなります。『またこの街に住みたい』と思わせて欲しいです。 

・「かおりひめ」のようなアンテナショップを首都圏にもっと増やして欲しい。宇和島鯛めしや揚巻、削り
かまぼこなど、宇和島の美味しいものを首都圏でも気軽に買えるように工夫して欲しい。 

・松山の観光客が多い。宇和島まで足を伸ばしてもらう割合をさらに増やすよう、まず高速道路や特急列車
でも意外に便利で近いあることなどＰＲし、宇和島観光を検討させる。 

・愛媛県といえば宇和島？と連想する人がいるので、認知度はある方だと思う。 
・外部の人に依頼して、外部から見た宇和島の魅力を認識してほしい。現状は自分たちの認識を重視してい
るように思われる。 

・今のままで良いと思います。 
・特にないが、とにかく多くの情報を出した方が良い。 
・宇和島のグルメや夏祭りをもっともっと情報発信して欲しい。 
・地元の海の幸を押し出していく。 
・商店街がシャッター街なので、どうにかしたほうが良いと思う。 
・幕末の活躍など歴史を全国にアピールしてほしい。 
・若者が、就職や、進学等で宇和島を離れ、また、宇和島に戻りたいと思うような環境、経済等を作り上げ
る必要を、とても感じます。 
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・活性化するための起爆的なものがあれば良い。インフラ整備や観光案内等も第三者の意見も取り入れてほ
しい。 

・みかんだけでなく、魚や真珠などの水産業ももっと宣伝するべきだと思う。 
・もっと宇和島市の鯛めしをアピールした方が良い。 

 



第３章 市内調査 

34 

 

第３章 市内調査                        
※記述回答は原文のまま記載しております。 

 
問７ あなたは宇和島市のブランドロゴマークをどこで（何で）見かけま

したか？ 
 
●「よく知っている（よく見かける）」と回答した人が見かけた場所 

〔テレビ、新聞等のメディア〕 
・ＵＣＡＴ（宇和島ケーブル）テレビ（２件） 
・ホームページ（インターネット・宇和島市のホームページ）（19件） 
・広報誌・配布物（49件） 
・広報、広報誌（広報うわじま）（41件） 
・パンフレット、チラシ（４件） 
・ポスター（２件） 
・缶バッジ（２件） 

〔宇和島市役所〕 
・宇和島市役所（22件） 
・支所、役場（６件） 
・宇和島市の公用車（11件） 
・宇和島市の自転車（１件） 
・宇和島市職員の服、ポロシャツ、Ｔシャツ、ジャケット（25件） 
・宇和島市職員の名刺（３件） 
・宇和島市職員のバッジ（１件） 
・宇和島市ののぼり、旗（２件） 
・宇和島市役所からの郵便、封筒（12件） 
・宇和島市のクリアファイル（２件） 
・宇和島市の段ボール（１件） 
・宇和島市の袋（１件） 
・宇和島市の公式ＳＮＳ、アプリ等（９件） 

〔公共施設〕 
・学校（小学校、中学校）（14件） 
・宇和島市学習交流センター（パフィオうわじま）（２件） 
・宇和島市の公共施設（２件） 
・図書館（１件） 
・公民館（３件） 
・市立病院（１件） 
・天赦園グランド（１件） 
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〔商業・観光施設〕 
・宇和島城（１件） 
・きさいや広場（９件） 
・道の駅（４件） 
・商店街（４件） 
・商業施設（２件） 
・コンビニ（１件） 
・お店（１件） 

〔その他〕 
・職場（３件） 
・JR宇和島駅（１件） 
・商工会議所（１件） 
・宇和島市職員以外の名刺（１件） 
・バス（１件） 
・ゴミ袋（２件） 
・おにぎり（１件） 
・市内、まちなか、いろいろな場所（２件） 
・忘れた、覚えていない（２件） 
 

●「よくは知らないが、見たことがある」と回答した人が見かけた場所 
〔テレビ、新聞等のメディア〕 
・テレビ（５件） 
・ＵＣＡＴ（宇和島ケーブル）テレビ（３件） 
・新聞（１件） 

〔広報誌・配布物〕 
・広報、広報誌（広報うわじま）（44件） 
・パンフレット（１件） 
・チラシ（１件） 
・ポスター（３件） 
・行政の刷紙（１件） 
・商品券（２件） 

〔宇和島市役所〕 
・宇和島市役所（14件） 
・支所、役場（１件） 
・宇和島市の公用車（８件） 
・宇和島市職員の服、ポロシャツ、Ｔシャツ、ジャケット（８件） 
・宇和島市職員の名刺（１件） 
・宇和島市ののぼり、旗（６件） 
・宇和島市役所からの郵便、封筒（13件） 
・宇和島市のクリアファイル（１件） 
・宇和島市のホームページ等（19件） 
・宇和島市の公式ＳＮＳ、アプリ等（２件） 
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〔公共施設〕 
・学校（小学校、中学校）（２件） 
・宇和島市学習交流センター（パフィオうわじま）（１件） 
・市立病院（１件） 
・宇和島市の公共施設（１件） 
・ワクチン接種会場（１件） 

〔商業・観光施設〕 
・きさいや広場（９件） 
・道の駅（３件） 
・商店街（２件） 
・お店（２件） 

〔その他〕 
・何かの看板（１件） 
・ふるさと便（１件） 
・イベント（１件） 
・ロゴマークを決めるイベント（１件） 
・バス（１件） 
・市内、まちなか、いろいろな場所（４件） 
・忘れた、覚えていない（12件） 

 

問９ あなたは宇和島市に関する情報を何から入手していますか？ 

 
●選択肢 14その他の回答 
・宇和島市のアプリ（５件） 
・伊達なうわじま安心ナビ（４件） 
・危機管理課のメール 
・仕事中 
・自治会の回覧板 
・積極的に入手していない 
・特になし 

 

問 10 あなたは「広報うわじま」をどうやって入手しますか？ 

 
●選択肢 5その他の回答 
・職場（３件） 
・実家で見たりする（２件） 
・家に届けられるが、自治会からなのか分からない 
・両親が読んでいますが、どうやって入手したか分かりません 
・公民館や役場にあるものを読んでいる 
・市役所に行った時にもらって来る 
・入手していない  
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問 18 あなたは宇和島が好きですか？ 好感がもてますか？その理由を教 
えてください。 

 
●「とても好き！とても好感が持てる！」と思う理由 
〔生まれ関係〕 
・自分の故郷だから好き（地元・生まれ育った町・出身地・現在もずっと住んでいるから）（13件） 
・自分や家族を大切に思ってくれる人が住む街だから（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しいから好き（新鮮・魚・鯛・じゃこ天・海産物・新鮮な食べ物・みかん・野菜）（６件） 

〔自然〕 
・自然（多い・豊か・良い・環境・美しい・囲まれている・身近）（６件） 
・海、山、川（近い、綺麗）（２件） 
・空気がきれい、おいしい（１件） 

〔景観〕 
・景色が良い、きれい（１件） 
・街並みがきれい（１件） 
・城下町の景観、文化が良い（１件） 
・何度も見ているはずなのに、何度見ても毎回違う表情を見せてくれる街だと思う（１件） 

〔利便性〕 
・買い物が便利（１件） 
・病院が便利（１件） 
・公共交通が便利（１件） 

〔人の良さ・関係〕 
・人柄 
（良い・和やか・ゆったり・ゆるやかさ・穏やか・あたたかい・優しさがある・人情味がある）（13件） 
・地元愛、愛着（１件） 

〔祭り・イベント〕 
・祭りがあって楽しい（１件） 
・牛鬼祭りが好きです（１件） 

〔気候〕 
・気候が良い・穏やか（１件） 

〔雰囲気〕 
・住みやすいから（11件） 
・のんびりしている（１件） 
・住み慣れている（１件） 
・落ち着くから（３件） 
・必ず帰りたいなと思わせてくれる空気がある（１件） 
・方言が柔らかなイメージで可愛い（１件） 
・街があったかい（１件） 
・幸せを感じる（１件） 

〔子育て〕 
・子育てしやすい（１件） 
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〔田舎〕 
・程よい田舎だから（２件） 
・都会すぎず、田舎すぎないところ（３件） 

〔位置関係〕 
・宇和島地区はもとより、吉田、三間、津島にもそれぞれ魅力がある（１件） 

〔宇和島について〕 
・嫌いな点が見つからない（１件） 
・ただ好きで好感が持てるから（１件） 
・一度外に出るとより魅力が分かる（１件） 
・すぐ釣りに行けるし、ゴルフ場もある（１件） 

〔その他〕 
・子どもが宇和島子ども観光大使に所属していたので、宇和島の良さは体験から伝えてくれるし、自分
でも魅力を感じているから（１件） 

 
●「好き、好感が持てる」と思う理由 
〔生まれ関係〕 
・自分の故郷だから好き（地元・生まれ育った町・出身地・現在もずっと住んでいるから）（55件） 
・宇和島にお嫁に来て以来、ずっと宇和島で過ごしているからです（１件） 
・どこに行っても知り合いに会う（１件） 
・両親の故郷（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しいから好き（新鮮・魚・鯛・じゃこ天・海産物・新鮮な食べ物・みかん・野菜）（41
件） 
・食べ物が安い（２件） 
・食文化（１件） 

〔自然〕 
・自然（多い・豊か・良い・環境・美しい・囲まれている・身近）（43件） 
・海、山、川（近い、綺麗）（25件） 
・空気がきれい、おいしい（３件） 
・薬師谷（１件） 
・鬼ヶ城山が晴れた日に見ると最高（１件） 
・駅前通りのヤシの木（１件） 
・四季がはっきりしている、美しい（２件） 

〔景観〕 
・景色が良い、きれい（２件） 
・街並みもきれい（１件） 
・城下町の景観、文化が良い（１件） 
・商店街・アーケード（撤退、閉まっている、さびれている）（１件） 
・なくなる店が多い（飲食店・チェーン店等）（１件） 

〔利便性〕 
・移動が便利（１件） 
・生活費等がかからない（１件） 
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〔人の良さ・関係〕 
・人柄 
（良い・和やか・ゆったり・ゆるやかさ・穏やか・あたたかい・優しさがある・人情味）（63件） 

・地元愛、愛着（５件） 
・人とのつながり、絆（２件） 
・肌に合う（１件） 
・市とのつながりが近い（１件） 
・せかせかしていない人が多い（１件） 

〔祭り・イベント〕 
・今はコロナでお祭りもイベントもないけれど、お祭り・イベントなどは好きで、ワクワクする（２件） 
・イベントに積極的（２件） 
・地元の行事、がいや、子どもから大人まで一丸となってできることがある（１件） 
・宇和島の良さの発信、イベントが足りないと思う（１件） 

〔歴史〕 
・和霊神社（１件） 
・昔からの文化に魅力を感じる（１件） 

〔気候〕 
・気候が良い・穏やか（８件） 
・温暖（２件） 
・風土（１件） 

〔雰囲気〕 
・住みやすいから（37件） 
・静かな所が好き（４件） 
・のんびりしている（３件） 
・ゆっくりとした時間の流れ（２件） 
・住めば都（３件） 
・住み慣れている（４件） 
・治安がいい（４件） 
・落ち着くから（２件） 
・人が多くなく、程よい距離感が保てるところが良い（２件） 
・安心する（２件） 
・大都会でないところ（１件） 
・あわただしくないところ（１件）  
・混み合っていない（ごちゃごちゃ・ガチャガチャ・ゴミゴミ）（３件） 
・コンパクト（２件） 
・人が人らしく生活できる（１件）  
・自分の時間を大切にしながら生活できる環境（１件）  

〔就労〕 
・農林水産業など、魅力のあるものがたくさんある（１件）  
・職住近接で日々にゆとりが持てる（１件）  
・道路の帰宅（出勤）ラッシュもそこまで困らない（１件）  
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〔田舎〕 
・程よい田舎だから（３件） 
・都会すぎず、田舎すぎないところ（２件） 
・良い意味で田舎だから（２件）  
・田舎が好きだから（２件）  
・田舎であるが、不自由を感じることはないから（１件） 

〔子育て〕 
・子育てしやすい、子育て支援が充実している（子どもの医療費が無料）（９件） 
・安心して歩ける（１件） 

〔宇和島について〕 
・嫌いな点が見つからない（１件） 
・宇和島が好きだから（１件） 
・嫌いとか思ったこともない（１件） 

〔その他〕 
・おしゃれなカフェがある（１件） 
・全世代に愛されるようなものをもっとＳＮＳでうまくＰＲしていけば良いと思う（１件） 
・ゴミの分別が楽（１件） 
・程よくお店、病院、遊ぶところがそろっていて生活はしやすい。「宇和島と言えば」と聞かれたときに
何点も良いところが挙がるところがよい（１件） 

・若い頃に気付かなかった魅力の数々がある。コロナで都会に住まないことの価値観が変わった。発信
次第で、移住、観光、リモートワーク等の可能性に富む地域である（１件） 

・はっきりとした理由は自分でも分からないが、「宇和島が好きだ。」と人と話すことがある（１件） 
・自分の家以外に居場所と感じられる場所（公園、川原、海辺、散歩コース、図書館等）を持っている
から（１件） 

・ロイズのチョコレートをたくさん売っている（１件） 
・名前が可愛いから（１件） 
・町民運動会があった時はもっと好きでした（１件） 
・アウトドア的な趣味を持ち生活すれば、あまりお金を使わずに楽しめる。宇和島市全体が収入の低い
人が多いので、格差社会をあまり感じることなく生活できる（１件） 

・テレビでもよく見かけるから（１件） 
・両親が県外から移り住んだところ。住みやすい場所だから（１件） 
・支所、公民館等の活動が身近に感じられ、支えられている感がある（１件） 
・松山などのようににぎやかさはないが、人と自然が良いバランスで共存している感じがある（１件） 
・車を 20～30分走らせれば、とても豊かな自然を味わえる。生活に必要な施設やお店が揃っている 
（１件） 
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●「好き、好感が持てる」と思うが、残念に感じる部分 
〔自然〕 
・海にゴミが多く、自然豊かとはいえないところもある（１件） 
・自然がたくさんあるのに、整備と清掃ができていないので活かされていない（１件） 

〔利便性〕 
・家賃は高い（生活するには不便、若者が自立しづらい）（３件） 
・他の市町村とのアクセスは少し不便（１件） 
・買い物など不便（２件） 
・ワンルームマンションなどが少ない（若者は来にくい）（１件） 
・レジャー施設が少なすぎる（１件） 
・遊べる場所が限られていて、つまらないと感じられても仕方がないと思う（１件） 
・商業施設の撤退（映画館等）（１件） 
・遊ぶ場所、楽しめる場所がない（子供達・若者・家族）（３件） 
・近所で生活必需品が手に入りやすいが、それ以外が手に入りにくい（１件） 
・移住してきたときは、何がどこで買えるかよく分からず、暮らしにくかった（１件） 

〔人の良さ・関係〕 
・住んでいる人に温厚さを感じされない人がまあまあいる（１件） 
・温厚ではない人が増えたように感じる（１件） 
・人とのつながりも薄くなった（１件） 

〔子育て〕 
・子どもには宇和島ではなく都会に出てもらいたい（１件） 
・子どもが小さいうちは子育てしやすいけど、中学生以降は不満、選択肢が少ない、学校の頭が固い 
（１件） 

〔就労〕 
・働く場所がなくなると、若者は残らない（１件）  
・大卒の人が働けるような仕事が少なく、優秀な人が埋もれてしまっている（１件）  
・巻網などで小魚が減っているように感じる（１件）  

〔雰囲気〕 
・閉鎖的社会傾向が強い（１件） 
・排他的な気質（１件） 
・保守的である（１件） 
・あまり若者向きではない（１件） 

〔宇和島について〕 
・活気があればよい、寂しさを感じる（１件） 
・災害も気になる。もっと避難場所などの確保をしてほしい（１件） 

〔観光〕 
・犬と散歩をしても入れないところ（公園や城、キャンプ場）がたくさんある（１件） 
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〔その他〕 
・楽しみがないのか、人のことばかり気にして見たりしている感じは嫌いです。もっと自分で楽しい何
かをいろいろできる町になってほしい（１件） 

・若いときはつまらなくて、好きではありませんでした（１件） 
・不安や困った時に誰に相談すればよいか悩む（１件） 
・行政の不祥事が多いので行政については微妙（１件） 
 

●「あまり好きではない」と思う理由 
〔景観〕 
・商店街・アーケード（撤退、閉まっている、さびれている）（１件） 
・お店が少ない（５件） 
・幼少期からずっと宇和島に住んでいて、子どものころに比べて町が寂れたような気がする（１件） 

〔利便性〕 
・家賃は高い（生活するには不便、若者が自立しづらい）（４件） 
・交通が不便（７件） 
・アクセスが悪い（松山市、中核市や政令指定都市）（１件） 
・旅行へ行きにくい（１件） 
・買い物など不便（２件） 
・不便と感じることが多い（３件） 

〔人間性・関係〕 
・情がない（２件） 
・性格がはっきりしている人が多い。はっきりしていることは悪いことではないが、きつかったり威圧
的に感じることが多々あるため、気疲れする（１件） 

・世代問わず、民度が低いと感じる（１件） 
・本音でものを言わない（１件） 

〔雰囲気〕 
・住みにくくなっている（１件） 
・近所、隣が悪い（１件） 

〔田舎〕 
・田舎で活気がいまいちない（２件） 

〔観光〕 
・観光資源が乏しい（１件） 
・文化、自然を活かしきれていない。ここが宇和島という場所が少ない（１件） 

〔就労〕 
・働く企業・職種が少ない（２件） 
・仕事がない（２件） 
・働く場所が多くない（１件） 
・若い世代が進学後、宇和島に帰って来ようと思う魅力がない（１件） 
・地場産業に力を入れているか分からない（１件） 
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〔位置関係〕 
・市民税が高い（１件） 
・何もない、地味（１件） 
・好きな所が見当たらない（１件） 
・面白くない（１件） 
・閉鎖的（３件） 
・過疎化が進んでいる（１件） 
・排他的な気質（１件） 
・新しいもの、外から来た人を受け入れにくい（２件）  
・外部に風当りが強い（１件） 
・人に干渉しすぎるところ（１件） 
・積極性がない（２件） 
・遊ぶ場所、楽しめる場所がない（子供達・若者・家族）（17件） 
・子どもを育てにくい（１件） 
・子供が少ない（１件） 
・母子家庭の補助もない（１件） 
・生活保障が無い（１件） 
・商業施設の撤退（映画館・温泉）（２件） 
・レジャー施設が少なすぎる（１件） 
・同世代の若者が県外に出てしまい、寂しい（１件） 
・大学が無い（１件） 
・20代が宇和島に住むメリットを感じない（１件） 
・若い人が都会へ流出していない（１件） 
・パフィオうわじまは子どもが10分くらいで飽きてしまいます（１件） 
・カフェが少ない（１件） 
・若者が住みたいと思うような楽しいことがない。やる気がない（１件） 
・街に活気がなさすぎる。ただ暮らしているだけな感じ（１件） 
・Ｕターン移住する街ではない（１件） 
・すべてで今一つが多い（１件） 
・市の対応や決め事が遅い（１件） 
・ブランド志向はよいが、中身がない（１件） 
・外面はいいが中身がない（１件） 
・中途半端で盛り上がらない（１件） 
・スーパーばかり出来て、高齢者に向けた動きが目立つ（１件） 
・高齢者を買い物に連れて行くのに、目的に応じて何店舗も足を運ばないといけないので、ショッピン
グモールのような店舗があればいいと思う（１件） 

・物価が高い（２件） 
・車、歩行者問わず交通マナーが悪い（１件） 
・歩きたばこ、ポイ捨ては都会より多い（１件） 
・道路や川へのポイ捨てが多い（１件） 
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〔その他〕 
・出身地であり、愛着があったので約10年ぶりにＵターンしたが、大人になると住みづらいと感じる
点が多々ありました。ゴミ袋代がかかる上、自治会に入らなければゴミ捨て場を利用しにくいなど、
そのほか子育て世代の行政サービスも十分とは思えず、残念です（１件） 

・宇和島に住んで30年、この間にいろんなものが増えて栄えていったけど、ここへきて昔から親しん
でいたものが失われ、30年前の宇和島に戻っていくようでさみしいです（１件） 

・宇和島市に来た人達は、温かいと言いますが、建前で、仕事に就くと、いじめやネチネチいう人が多
く、あっさりしてなく、影で言うことが多い。若い頃に大変なのは服装、これがきちんとしていない
と、周りから言う人が多い（１件） 

・大阪でマンション暮らしだったので、草刈りなど、今までにしたことがないことをする機会が多く大
変である（１件） 

・宇和島＝真珠、みかんというイメージであるが、希望がない（１件） 
・若い人が住みにくい。観光の人が段々畑など、一度行きたいと思うのはあっても、住んでいて充実す
ることがない（１件） 

 
●「あまり好きでない」と思うが、良いと感じている部分 
〔自然〕 
・自然が豊か（４件） 

〔人の良さ・関係〕 
・宇和島の人の人間性は良い（２件） 

〔雰囲気〕 
・まちがコンパクトで生活はしやすい（１件） 
 

●「嫌い…、好感が持てない…」と思う理由 
〔景観〕 
・商店街・アーケード（撤退、閉まっている、さびれている）（１件） 
・駅前の開発は疑問（１件） 
・道路の整備、メンテナンスが不十分で危ない所が多すぎる（１件） 
・街全体が古く、手をかけられていない（１件） 
・ボロボロの建物などが放置されて、全く美しさを感じない（１件） 

〔人間性・関係〕 
・人柄（１件） 
・もとに住んでいた所の方が、温かかった（１件） 
・足の引っ張り合い（１件） 

〔祭り・イベント〕 
・宇和島市ならではの行事が少なすぎる（１件） 

〔雰囲気〕 
・住みやすいと感じたことはない、住みにくい（２件） 

〔就労〕 
・時給が安い、若者が他所に出ていく（１件） 
・どんどん町からいろいろな業態が減っていき、何もできなくなっている（１件） 
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〔宇和島について〕 
・魅力が全くない（１件） 
・何もない、地味（２件） 
・他県から来て、疎外感を感じ生活してきた（１件） 
・遊ぶ場所、楽しめる場所がない（子供達・若者・家族）（１件） 
・子どもを育てにくい（21件） 
・パフィオうわじまは必要性を感じない（１件） 
・宇和島で遊べる所、買い物しようと思う所がないと、宇和島にいるところはない（１件） 
・行政のやる気が感じられない（１件） 
・今さら、焦って取り組んでも遅いし、無駄な無意味なあがきに見えて恥ずかしい（１件） 
・子どもに対しての政策ももう少し考えていかなければ、少子高齢化は解決しません（１件） 
・スーパーばかり増えている（１件） 

 
●「嫌い…、好感が持てない…」と思うが、良いと感じている部分 
〔その他〕 
・まあまあ住みやすい所だと思う（１件） 
・文化保存に力を入れていることが分かる（１件） 

 
●「よく分からない」と思う理由 
〔生まれ関係〕 
・自分の故郷だから好感が持てるが…（「自分の故郷だから好感が持てる」等の記載があるが、その後
に何らかの課題や好感が持てない点についての記載があるもの）（４件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しいが…（「食べ物が美味しいが」等の記載があるが、その後に何らかの課題や好感が
持てない点についての記載があるもの）（１件） 

〔自然〕 
・自然は素晴らしい、好きであるが…（「自然は素晴らしい、好きである」等の記載があるが、その後に
何らかの課題や好感が持てない点についての記載があるもの）（４件） 

〔景観〕 
・商店街・アーケード（撤退、閉まっている、さびれている）（２件） 
・お店が少ない（３件） 
・なくなる店が多い（飲食店等）（２件） 
・商店街が活性化してほしい（１件） 
・建物や施設が中途半端（１件） 

〔人の良さ・関係〕 
・いい人は多い、家族や友人は好きだが…（「いい人は多い、家族や友人は好きだ」等の記載があるが、
その後に何らかの課題や好感が持てない点についての記載があるもの）（２件） 

〔観光〕 
・遠方の友人に勧めるような「これ！！」といった観光地がない（１件） 
・観光資源（自然、文化）があるのに、活かしきれていない印象があります（１件） 
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〔宇和島について〕 
・好きでもないし、嫌いでもない、考えたことがない（11件） 
・好感が持てること、好感が持てないこと、両方ある（２件） 
・嫌いではないが…（「嫌いではない」等と記載があるが、その後に何らかの課題や好感が持てない点
についての記載があるもの）（３件） 

・好きである、愛着はあるが…（「好きである、愛着はある」等と記載があるが、その後に何らかの課題
や好感が持てない点についての記載があるもの）（４件） 

・何もないというほどの不足ではないが、全てがあるというほど足りてもないから（１件） 
・「宇和島が…」という特別な思いはない（１件） 
・町の発展が感じられない。人口も中途半端なのかもしれない（１件） 
・過疎化が進んでいる（２件） 
・保守的である（１件） 
・新しいもの、外から来た人を受け入れにくい（１件）  
・新しいことに関わろうとすると批判的に言われ、参加しにくい（１件） 
・個性が受け入れられにくいように思う（１件） 
・遊ぶ場所、楽しめる場所がない（子供達・若者・家族）（３件） 
・町に活気がないように思う（１件） 
・若い世代が魅力を感じない。住むだけなら何も問題ないが、退屈を感じる（１件） 
・特色なし、産業なし（１件） 
・「宇和島は～だから好きだ！」というものは特にない（１件） 
・絶対に離れたくないとも思わないのが本音（１件） 
・行政の対応は悪く、良い話を聞かない。行政の人間関係の悪評をよく聞く（１件） 
・困っていても助けるのは農家ばかり（１件） 
・強く好感が持てるような宣伝ができていないため、良いところを明確に具体的にして、もっと発信し
てください（１件） 

・人口が減少していく地方では、今後、終の棲家とするのは不安があり、最後は移住を考えないといけ
ないと考えている（１件） 

・将来の人口減少などによる街の力が弱まっていくことがとても不安である（１件） 
・将来が不安になる（１件） 
・公共料金が高い（１件） 
・火事が多い（１件） 
・安全な場所も少ない（１件） 
・好きで住んでいる訳ではないので、よく分からない。嫁ぎ先にしかすぎない（１件） 
・好き嫌いではなく、職場が近いという理由で住んでいるため（１件） 
・仕事が大洲や西予で、朝から夜まで宇和島にいません。なので、宇和島のことはよく分からない 
（１件） 

・宇和島にしか住んだことがないから、わからない（１件） 
・宇和島に住んで、まだ年数がたっていないので、分からない（２件） 
・あまり宇和島が好きと思って生活していないので、答えられない（３件） 
・コロナの影響で様子が変わってきているから（１件） 
・コロナ禍で外出を極力自粛している（１件） 
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〔利便性〕 
・家賃は高い（生活するには不便、若者が自立しづらい）（３件） 
・交通が不便（４件） 
・アクセスが悪い（松山市、中核市や政令指定都市）（１件） 
・旅行へ行きにくい（１件） 
・買い物など不便（１件） 

〔就労〕 
・働く企業・職種が少ない（１件） 
・働く場所が多くない（１件） 
・給料が他所と比べて低い（２件） 
・豊かではないと思う（１件） 
・思うよりも格差がある（１件） 
・若い人が定住しにくい（１件） 

〔位置関係〕 
・宇和島市が合併（三間・津島・吉田）しているのに、いつまでも旧宇和島市を別に扱う（１件） 
・宇和島市と合併して良くなった点もあるが、好きかと言われるとよく分からない（１件） 

〔その他〕 
・歴史、文化、自然などについての情報の発信が不足していると思う。真珠とみかん産業だけでは人を
呼ぶことはできない。歴史文化についてしっかり発信すべき（１件） 

・結婚するまで住んでいた大分には小さい頃からの友人、知人がたくさんいるが、宇和島にはあまりい
ないので淋しい。宇和島に根を下した感じがしない（１件） 

・地理的条件、産業、教育、所得水準、インフラ整備、域内人口減少など、どれをとっても将来性があ
るのか、ネガティブにしか感じません（１件） 

・住んでいるから好き？なのかもしれないけど、別のところに住んでいたとしたら、住みたいとは思わ
ない（１件） 

・この町に来て 45年行く所もないので仕方なく暮らしています（１件） 
 

問 19 あなたは、宇和島に「誇り」を感じますか？どのようなことや場面 
などで誇りを感じますか？ 

 
●「とても感じる」と回答した人が誇りを感じること、場面 
〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（料理・魚・海の幸・山の幸・みかん・鯛・鯛めし・じゃこ天）（５件） 
・有名な食べ物や特産品・名産品がある（真珠、柑橘等、宇和島鯛めし、みかん）（10件） 

〔自然〕 
・自然（豊か・触れる・綺麗・残っている）（６件） 
・海や山（４件） 

〔人の良さ・関係〕 
・人柄（穏やか・人の良さ・優しい・人情味・真面目・あたたかさ・親切）（5件） 
・お年寄りを大事にする人が多い（１件） 
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〔景観〕 
・ボランティアの方々が道路わきの草引きをしてくれているおかげで、街がきれいだから（１件） 
・城下町（１件） 
・街になじんだ古く、歴史のある景観（１件） 
・街並みが好きです（１件） 

〔祭り・イベント〕 
・昔からの夏祭り、秋祭りや地域の亥の子等行事（１件） 

〔歴史・文化〕 
・歴史がある（７件） 
・文化がある（３件） 
・民俗（１件） 
・伝統がある（１件） 
・先人や偉人の偉業（児島惟謙・伊達家など）（４件） 
・宇和島城（天守閣の現存）（４件） 
・城山の自然（１件） 
・天赦園（１件） 
・姉妹都市（１件） 
・土佐、九州とのつながり（１件） 

〔雰囲気〕 
・日々のストレスを軽減してくれるような雰囲気（１件） 
・ゆったりとした時間の流れ（１件） 
・穏やかな生活ができる（１件） 

〔宇和島についての発信〕 
・テレビ（全国ニュース）、ＳＮＳ等で宇和島の地名、偉人、宇和島産の物が紹介された時（２件） 

〔行政〕 
・自治体の在り方などが好感を持て、市民でいることに自信を持てる（１件） 
・コロナ対策など（１件） 

〔宇和島の人の活躍〕 
・スポーツ選手（高校野球、サッカー、陸上）の活躍（１件） 
・びわ湖マラソンで鈴木健吾さんが日本新記録を出した時（１件） 

〔その他〕 
・今までしてきたこと（１件）  
・市外の人に「宇和島は良い所だね。」と言われたとき（１件） 
 

●「感じる」と回答した人が誇りを感じること、場面 
〔生まれ関係〕 
・自分の故郷（幼い時から・生まれ育った）（９件） 
・知人とのつながり（１件） 
・好きな人がたくさんいる（１件） 

〔景観〕 
・自然景観（２件） 
・街並みが好きです（１件） 
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〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（料理・魚・海の幸・山の幸・みかん・鯛・鯛めし・じゃこ天）（32件） 
・有名な食べ物や特産品・名産品がある（真珠、柑橘等、宇和島鯛めし等）（11件） 
・みかん、柑橘系の種類が多い（２件） 
・じゃかいも（１件） 

〔自然〕 
・自然（豊か・触れる・綺麗・残っている）（15件） 
・海や山（３件） 
・空気がきれい（１件） 
・水が美味しい（１件） 

〔人の良さ・関係〕 
・人柄（穏やか・人の良さ・優しい・人情味・真面目・あたたかさ・親切）（22件） 
・人間関係がいい（２件） 
・人と人のつながり（１件） 
・チームワークが良い（１件） 
・それぞれ、地元の人が頑張ってやっている（１件） 
・地方だけど一人ひとりが努力しているのを知っているから（１件） 
・若い人も方言を話す（１件） 

〔祭り・イベント〕 
・牛鬼、がいや、花火大会等地域独自のイベント（６件） 
・昔からの夏祭り、秋祭りや地域の亥の子等行事（８件） 
・母校などの催事（１件） 
・闘牛（１件） 

〔歴史〕 
・歴史がある（24件） 
・文化がある（７件） 
・文化財が充実している（１件） 
・伝統がある（２件） 
・昔ながらの慣習（１件） 
・先人や偉人の偉業（児島惟謙・伊達家など）（12件） 
・司馬遼太郎の小説、紀行文等に宇和島が出てくる時（１件） 
・城下町であること（６件） 
・安藤神社の由来を知った時（１件） 
・宇和島城（天守閣の現存）（12件） 
・天赦園（１件） 
・南楽園（１件） 

〔気候〕 
・気候（２件） 
・風土（２件） 

〔雰囲気〕 
・住みやすいから（２件） 
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〔田舎〕 
・田舎でもなく都会でもない（１件） 

〔子育て〕 
・子育て（１件） 
・学校教育（１件） 
・子ども食堂（１件） 
・自治会の方が地域、子どもに対してとてもよくしてくれる（１件） 

〔就労〕 
・一次産業の資源が多いこと（１件） 
・真珠、魚の養殖業等の国内トップレベルの産業（７件） 
・地場産業を頑張っているところ（１件）  
・全国トップレベルのみかん栽培は、ご先祖様のおかげで始まり、それを代々引き継いでいること 
（１件） 

・水産業や柑橘栽培等で有名な特産品がある。若い世代の人たちが頑張っている（１件） 
・真珠やみかん、漁業等で頑張られている方がいるから（１件） 
・産業の上でもよいところがたくさんある（１件） 
・世界に打って出られる企業（産業）がある（１件） 

〔宇和島についての発信〕 
・テレビ（全国ニュース）、ＳＮＳ等で宇和島の地名、偉人、宇和島産の物が紹介された時（13件） 
・南予の主要都市（２件） 
・小さな街だけど、全国的に割と知られている（１件） 

〔行政〕 
・市長さんが何事にも真剣に取り組まれている（２件） 
・小さな地方の市ながら、今回のコロナ対策、ワクチン接種にしても、対応がきちんとしている。また、
困った時は、市役所の担当部署に問い合わせると、誠実で納得できるアドバイス、回答をしていただ
ける（１件） 

・パフィオうわじまなど新しい施設も魅力的（１件） 
・地域住民に対する公共のサービス（１件） 

〔宇和島の人の活躍〕 
・活躍されている方が多い（１件） 
・有名人が多いから（１件） 
・スポーツ選手（高校野球、サッカー、陸上等）の活躍（２件） 
・宇和島出身の方が活躍してくれた時（５件） 
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〔その他〕 
・治安が良い（１件） 
・好きだから（１件） 
・アクティビティ（１件） 
・公共の陶芸の窯がある（１件） 
・吉田プレーパーク等（１件） 
・吉田町の国際交流協会（１件） 
・ＴＶなどで宇和島の紹介がある時、子どもたちが嬉しそうに見て、「学校でもいろいろ習って、給食
でも出ているよ」などと教えてくれた時（１件） 

・知人に「宇和島出身」と話すと、大抵の人が「いい所だよね、いい人ばかりだよね。」と言ってもらえ
る（１件） 

・県外に行った友達がここはやっぱり落ち着くと言われるとうれしい！（１件） 
・市外の人に「宇和島ってよい所ね」と言われたら嬉しいし、逆に貶されればいやな気分になる 
（１件） 

・感じるというより感じていたい、持っていたいと思うことです（１件） 
・今はコロナ禍で何もできないの残念です（１件） 

 

問 20 あなたは、宇和島在住であることに「幸せ」や「満足」を感じます 
か？それを最も感じるのはどのようなことや場面ですか？具体的な 
体験やエピソードを教えてください。 

 
●「とても感じる」と回答した人が幸せや満足を感じること、場面 
〔生まれ関係〕 
・家族がいる、暮らしている（４件） 
・友人、知人がいる（２件） 
・生まれ育ったところに住み続けられること（１件） 
・生まれてから一度も他の場所に行ったことがない（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（新鮮な食材・魚料理・鯛めし・魚・魚介類・みかん・野菜・じゃこ天）（５件） 

〔自然〕 
・自然（良い・多い・豊か・囲まれている）（１件） 
・海、山、川がある（１件） 
・空気が良い（２件） 

〔景観〕 
・切り取りたい風景が日常にある（１件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（親切・良い・穏やか・あたたかい・優しい・関わり方・丁寧）（２件） 
・人と人の関係、つながり（１件） 
・豪雨災害を経験して、ご近所の方々との絆が深まった（１件） 
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〔雰囲気〕 
・静か（１件） 
・のどか（１件） 
・余裕がある（心・時間・空間）（１件） 

〔生活面〕 
・住みやすい（１件） 
・リズムが良くて安心して過ごしていける（１件） 
・地域の役に立てていること（１件） 
・行政や手続きが楽でわかりやすい気がする（１件） 
・コロナ禍でも、お客様に来ていただき自営できていること。都会だと人のつながりが少ないので、
続けていくことに不安を感じるかもしれない（１件） 

〔その他〕 
・旅行などに行った時に帰ってくるとホッとする（１件） 
・宇和島を離れてみて、人の温かさ、住みやすさを感じた（１件） 

〔他の人からの声〕 
・市外の人が宇和島に来た時、食べ物がおいしい、自然がきれい、のんびりできる、人柄がよいなど褒
めてくれた時は宇和島に住んでいて幸せと思います（１件） 

〔実体験、エピソード〕 
・子どもと買い物をしたり、散歩しているとすぐみんなが、小さなことでも声をかけてくれる。いつも
公民館の広場で遊ぶのですが、顔見知りになった近所の方がたくさんいるし、娘が外のコンクリート
で頭を打った時も、私が慌てていて、冷えピタを買おうとしたら、見ていた方が追いかけてくれて、
氷で冷やしなさいと親切にしてくれた。とにかく優しくとにかく声をかけてくれる（１件） 

・市外の方へ手土産、親交、話題づくりに宇和島のものを持って行った時、相手方に自分のふる里は宇
和島と言われたこと（１件） 

 
●「感じる」と回答した人が幸せや満足を感じること、場面 
〔生まれ関係〕 
・家族がいる、暮らしている（６件） 
・友人、知人がいること（12件） 
・生まれ育った場所で暮らしている（４件） 
・ずっと住んでいる場所（１件） 

〔食べ物関係・特産品〕 
・食べ物が美味しい（新鮮な食材・魚料理・鯛めし・魚・魚介類・みかん・野菜・じゃこ天）（21件） 
・安くおいしい（魚・特産品）（１件） 
・食べ物をよくただでもらえる、交換できる（みかん・魚等）（４件） 

〔景観〕 
・四季折々の景色が素晴らしい（２件） 
・海・山の景色は毎日変化があって楽しい（１件） 
・田舎ならではの穏やかな街並みで安心する（１件） 
・心を落ち着けるような景色に出会える場所がいくつもあること（１件） 
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〔自然〕 
・自然（良い・多い・豊か・囲まれている）（14件） 
・海、山、川がある（11件） 
・魚釣りができること（１件） 
・空が青いこと（１件） 
・空気が良い（１件） 
・山本牧場（１件） 
・南楽園（２件） 

〔人の良さ・魅力〕 
・人柄（親切・良い・穏やか・あたたかい・優しい・関わり方・丁寧）（13件） 
・人と人の関係、つながり（４件） 
・地域の人との交流（声掛け・サロン・老人会・災害を経験して深まった）（２件） 
・近所の人との助け合い、見守り、声掛けができる（６件） 
・お遍路さんなど、県外の人とコミュニケーションが取れたとき（１件） 
・知らない子ども、人が挨拶をすること（２件） 
・人に物事を尋ねると、とても丁寧に説明してくれる（１件） 

〔歴史〕 
・宇和島城（２件） 
・丸山（１件） 
・先人の足跡（業績）への尊敬を感じられる（１件） 

〔気候〕 
・穏やか（２件） 
・温暖（２件） 

〔雰囲気〕 
・静か（１件） 
・おちつく（１件） 
・心が和む（１件） 
・余裕がある（心・時間・空間）（１件） 
・のんびりと生活できること（３件） 
・あまりごちゃごちゃしていないところが安心できる（１件） 
・田舎暮らしができること（２件） 
・田舎過ぎないこと（１件） 

〔行政〕 
・岡原市長の存在（１件） 
・いざというときは、行政の対応が安心、信頼できる（１件） 
・災害時の市長の対応、市役所の方々の努力（１件） 
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〔生活面〕 
・住みやすい（５件） 
・平穏な暮らしができること（２件） 
・生活に不自由しないこと（３件） 
・程よく不自由なところ（１件） 
・十分な文化的経済的な生活が送れる（１件） 
・自給自足ができる環境（１件） 
・病院の応対が良い（１件） 
・子育てには良い環境（11件） 
・都会のような強烈な競争社会ではないこと（１件） 
・市外に住む娘が里帰り出産の際、ファミサポ制度を利用した（１件） 
・住めば都（２件） 
・衣食住が達成しやすい（１件） 
・リズムが良くて安心して過ごしていける（１件） 
・安全安心なまちである（３件） 
・バスやＪＲがあるため時間はかかるが、他県に行きやすいことに満足を感じる（１件） 
・街がコンパクトで暮らしやすい（１件） 
・ある程度の規模のスーパーがあるので、生活する上では便利（１件） 
・自動車で右折して店などに入ろうとするとき、対向車が止まってくれる（１件） 
・実家から仕事に通うことができ、生活に困らない状態であることに幸せを感じる（１件） 

〔その他〕 
・大きな災害が発生していないこと（１件） 
・天災による災害が他県と比べて少ないと思われる（１件） 
・兼業農家として、自分の生活は楽しめていると思う（１件） 
・今の主人と出会い、夫婦二人で楽しく過ごしている（１件） 
・親が近くに住んでいて親孝行ができること（２件） 
・吉田町に公共の陶芸窯があること（１件） 
・帰省した時、懐かしさで落ち着ける（１件） 
・旅行などに行った時に帰ってくるとホッとする（１件） 
・新型コロナウイルスで都市部のような感染リスクにさらされなかったこと（１件） 
・ワクチンの集団接種の流れがスムーズで素晴らしかった（１件） 
・友人や家族と地元のお店でごはんを食べたり、お酒を飲んだりするとき（１件） 
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〔他の人からの声〕 
・出身地を聞かれ、宇和島だと答えると、「いい所ですよね」とよく言われる。そんなところに住めてい
るのは幸せだと思っている（１件） 

・他県に出ている親戚とか友人とかから、「宇和島の天ぷらを送ってほしい、みかんも宇和島産がおい
しい。」と言われる時（１件） 

・大阪の孫たちが、宇和島に来ることを楽しみにしてくれている時。いろいろな体験ができるので喜ん
でもらえる（１件） 

・県外から帰省した家族や友人が「宇和島はいいね」と言ってくれる時（１件） 
・県外の人に海を褒められた時（１件） 
・市外の友人を宇和島に招いた時、景色や食事を喜んでもらえた時（１件） 
・知人（市外在住）が宇和島を語る時、いい顔をしてくれる（１件） 
・柑橘農家ですが、知人等から、太陽の恵みを受けたみかんがおいしいと喜んでもらえる時（１件） 
・テレビや雑誌で特集されると感じる（１件） 

〔実体験・エピソード〕 
・豪雨の時に避難所で近所の人たちと助け合いながら過ごした。田舎だから近所の人達と協力がで
き、安心できる（１件） 

・保育園のころから家族と出かけることがあり、公園で遊んだり、和霊神社に行って、いやなことを忘
れて満足したことがありました（１件） 

・娘が県外から「仕事でどんぐりがいるんやけど、そっちない？」と聞かれて、近くの山を歩いたら、
たくさんあって、都会にはない幸せを感じました（１件） 

・宇和島出身のプロレスラーがいる団体で、県外で、宇和島から来ましたと言ったら、とても喜んでくれまし
た（１件） 

 
●幸せや満足を「感じる」と回答したが、残念に感じる部分 
〔人の良さ・魅力〕 
・親切な人が多いと思うが昔はもっと良かった（１件） 

〔観光〕 
・近年は大洲のほうが盛り上がっているし、新しく出来た魚市場も八幡浜には劣るなというイメージで
す。こんなに美味しい魚介があるのに少しもったいなく、残念です（１件） 

・やすらぎの里温泉、薬師谷温泉がなくなったこと（１件） 
〔就労〕 
・都市部との賃金など格差が大きいので、そこを埋める努力が必要（１件） 
・仕事がいつまで続くか不安（１件） 

〔その他〕 
・あまり発展は期待できないかもしれない（１件） 
・満足については、まだまだです。全てにおいて充実したまちづくりをしていただきたく思います 
（１件） 
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問 21 あなたは宇和島に住み続けたいですか？その理由があれば教えてく 
ださい。 

 
●「ずっと住み続けたい」と思う理由 
〔現状維持〕 
・今の時点で、他の場所に住むことは考えられない（１件） 
・今のところ不満がないから（１件） 
・特別困ることはないから（１件） 
・他に行くところがない（３件） 
・宇和島以上に住みたいと思う場所が、今のところないから（１件） 
・年齢からして、このままでよい（11件） 
・老後、余生はゆっくりしたいから（２件） 
・経済（金銭）的に転居することが難しい（１件） 
・生まれた場所だから（18件） 
・愛着を感じるから（１件） 
・ふるさととなっているから（１件） 
・住みやすいから（５件） 
・住み慣れた所（10件） 
・周りの人とも（近所）わかっている（３件） 
・長く住んでいるから（２件） 
・転居を考えたことがない（３件） 
・生活の基盤・拠点だから（２件） 
・大切な人がいるから（２件） 
・もうここでいいかなと思うから（１件） 
・変化を好まないから（２件） 
・他へ行くのが面倒だから（２件） 
・市外に出たことがないので、市外で住みたくない（１件） 
・親が住んでいるから、近くにいるから（４件） 
・子育てしやすいから（４件） 
・食べ物が美味しいから（１件） 
・転居する理由がない（３件） 
・自分に合っている（環境）（２件） 
・他県や他市でも生活をしたことがあるが、宇和島市が一番住みやすい（１件） 
・町も大きすぎず、ちょうどいい（１件） 
・やりたい事が出来るから（釣り・ゴルフ、土いじり等）（２件） 
・宇和島をもっといい街にするためにしたいことがあるから（１件） 

〔家の都合〕 
・持ち家だから（16件） 
・農地、田畑があるから（２件） 
・墓地等があるから（４件） 
・ご先祖様の土地なので（１件） 
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〔仕事や生活の都合〕 
・農業をやっていくため（１件） 
・自営業のため（１件） 
・仕事があるから（１０件） 
・他に行っても仕事がない（１件） 

〔家族や個人の事情〕 
・家族がいるから（７件） 
・友人がいるから（４件） 
・宇和島で家庭を築いたから（１件） 
・障がい者になったから（１件） 
・母が病気で倒れたこと（１件） 
・子ども、孫がいるから（３件） 
・宇和島は子どもたちにとっては「ふる里」なので、折々に帰省するときにここで待っていてあげた
い（１件） 

・実家があるから、近いから（３件） 
・夫が西条市から来てくれたから（１件） 
・親戚が多くいるから（２件） 

〔利便性〕 
・便利だから（５件） 
・バイパス道路で便利になった（１件） 
・バイクやバスを使えば出かけるのもそれほど不便ではない（１件） 

〔自然・雰囲気〕 
・自然があふれているから（海・山）（７件） 
・田舎の方が好きだから（１件） 
・のどかでいいので（１件） 
・静かだから（２件） 
・のんびりしているから（2件） 

〔人の良さ・雰囲気〕 
・田舎すぎないから（１件） 
・便利さと不便さがちょうどよい（１件） 
・人が優しい（１件） 
・好きだから（２件） 
・人間性が良い（２件） 
・ゆったりとした生活（２件） 
・一番落ち着くところなので（１件） 
・せこせこしていないところがとても良いです（１件） 
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〔その他〕 
・こちらに来て 10年以上になるが、ほとんど宇和島のことを知らないので、逆にもっと知りたいと思
う。良いところ、悪いところを探してみたい（１件） 

・自分たちで、もっと住みよいまちにしたい（１件） 
・両親、親類は少ない方ですが、真剣にまちづくりをし、自分らしく、生きられることを大事にして、
これからも暮らしたいと思います。市長さんは温かく、礼儀正しいから信頼しております（１件） 

・やはり、帰ってきたくなる。生活の拠点にしたいのは宇和島だなと、常に思います。どれだけ見てき
て、暮らしてきても飽きません。いつも好きなまちだなと思うからです（１件） 

・地域の役に立てることで、心の平静が保てる（１件） 
・大学卒業後も、都会の選択肢はなし（１件） 
 

●「ずっと住み続けたい」と思うが、残念に感じる部分 
〔生活面の不安〕 
・病院への安心感がない（１件） 

〔不足〕 
・宇和島には魅力ある高校が無い（１件） 

〔利便性〕 
・運転免許証の返納後は、買い物や通院等、生活の上で困ることが多くなる（１件） 
 

●「住み続けたいが難しい」と思う理由 
〔生活面の不安〕 
・インフラが維持できなくなるような気がする（１件） 
・高齢者になった時に不安、心配である（３件） 
・将来が予測できないため（１件） 
・人口減少、過疎化、それに伴う生活の利便性の低下（４件） 
・高齢化（１件） 

〔災害への不安〕 
・土砂災害、豪雨災害が心配（２件） 
・雨が降ると怖い、不安（１件） 
・南海トラフ地震・津波（１件） 

〔金銭面の不安〕 
・給料が安い、収入が少ない（１件） 
・家賃、住居費が高い（２件） 

〔不足〕 
・保育が充実していない（保育園への入園が困難。預ける時間が短い）（１件） 
・商業施設・娯楽施設（映画館など）が少ない（２件） 
・コロナの影響により、店が閉まっている（１件） 
・仕事が少ない・ない（２件） 
・病院が少ない。良い病院を見つけても、お医者様がご高齢だったりする。気軽に健康診断ができな
い（１件） 
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〔家の都合〕 
・家があるから（13件）  
・農地、田畑がある（２件） 
・家の事情で迷っている（１件） 
・家を建てた（住み続けたいから、出たくても出られない）（７件） 
・ご先祖様の土地・お墓を守りたい（５件） 

〔仕事や生活の都合〕 
・就職のため（１件） 
・転勤、異勤がある（６件） 

〔家族や個人の事情〕 
・両親のこともあるため（１件） 
・故郷に帰る必要があるため（１件） 
・子どもたちも都会に住み、夫が病気で余命なく、１人になってしまうため（１件） 
・今後、実家に住むため（１件） 
・結婚のため転居するため（１件） 
・結婚相手が来てくれないため（１件） 

〔利便性〕 
・不便（４件） 
・交通手段がない、自動車に乗れなくなると不便（５件） 
・公共交通の便が悪い（バス・列車）（３件） 
・買い物が不便（１件） 

〔その他〕 
・知り合いが増えたため、住み続けたいと思うが、もともと地元ではないので、別にこだわりはあり
ません（１件） 

・狭い町だけに、人のしがらみがあり、なかなか仕事などがやりにくい。付き合い方も難しい（１件） 
・子どもたちは地方で独立しているため、宇和島で生活することはないと思う。自分自身も高齢になっ
ていくので、都会に行って生活しようとも思わない（１件） 

・学校に子どもを預けて働きたいが、夏休みの預かりがないようで、保育園卒園の時は夏休みでも預か
ってくれるが、幼稚園ではない。（おばあちゃんやおじいちゃんが県外なので）預かり先が見つから
ないと、収入を得ることが難しい。働く時間帯だが、幼稚園では 9:00 までに連れて行き、そこから
働くと 14:00 や 12:00 のお迎えに間に合わない。自動車がないので、その時間に働けるような仕事
を増やしてほしい（１件） 

・被災後、集落の住民の転出や高齢化が進み、地域住民のつながりが希薄になりつつあるため（１件） 
・空き家増加による地域の荒廃（１件） 
・以前と比べて、生活様式が変わり、仕事内容に変化があったため（１件） 
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●「できれば市外に住みたい」と思う理由 
〔移住希望〕 
・年老いていくと、環境の整った街に住みたい（１件） 
・定年・高齢になった時、子どもの所（県内・県外）に行く予定（１件） 

〔生活面の不安〕 
・経済的な将来性が全くない（１件） 
・高齢者になった時に不安、心配である（１件） 
・人口減少、過疎化、それに伴う生活の利便性の低下（１件） 

〔災害への不安〕 
・防災的に安全な場所が少ない（１件） 

〔金銭面の不安〕 
・住民税が高い（１件） 
・市県民税が高いわりに、保証がない（１件） 
・給料が安い、収入が少ない（３件） 
・家賃、住居費が高い（２件） 

〔不足〕 
・医療関係が充実していないから（２件） 
・高齢者向けの施設が少ない（１件） 
・宇和島にもっと楽しみ、公園、遊べる場所があればよいと思う（１件） 
・商業施設・娯楽施設（映画館など）が少ない（２件） 
・若者の行くショップやおしゃれな店、カフェなどが少ない（１件） 
・店があまりなく、買い物ができない（３件）  
・仕事が少ない・ない（２件） 
・魅力を感じる場所、文化が少ないから（１件） 
・休日楽しめる所が少ない（１件） 
・同世代の人間が少ない（１件） 
・温泉が無い（１件） 
・活気がない（１件） 
・商店街のお店がガラガラ（１件） 

〔家族や個人の事情〕 
・子どもがいるので、大学・専門学校など進学した場合、宇和島と進学先との二重生活ができないだ
ろう（１件） 

・子どもの高校卒業後の進路は、どのみち近くても松山なると思う。宇和島では就職場所もない 
（１件） 

・高校を出たら行くところもない（１件） 
〔自然・雰囲気〕 
・自然以外の魅力がない（１件） 
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〔利便性〕 
・不便（４件） 
・交通手段がない、自動車に乗れなくなると不便（４件） 
・公共交通の便が悪い（バス・列車）（１件） 
・買い物が不便（２件） 
・病院が不便（１件） 
・道が狭い（１件） 
・物価が高い（３件） 

〔その他〕 
・高齢者だけの世帯になると、地域の行事（作業等）への参加が体力的に負担となる（１件） 
・市立病院で対応できない病気で、親が松山に通院しなければならなかった（１件） 
 

●「市外のどこかに移る予定」と思う理由 
〔移住希望〕 
・子どものことを考えると早めに市外に移りたいと思う（１件） 
・住宅が密集しているため、閉塞感がある（１件） 
・現在居住している家が古くなったので、他市にある土地に新築転居の予定（１件） 
・出身地である市外に家を建てたため（１件） 

〔災害への不安〕 
・津波浸水深 4.0ｍ～5.0ｍ未満に住んでいるため（１件） 

〔金銭面の不安〕 
・給料が安い、収入が少ない（１件） 

〔不足〕 
・商業施設・娯楽施設（映画館など）が少ない（１件） 

〔家の都合〕 
・就職のため（１件） 
・転勤、異勤がある（４件） 
・旧宇和島市内に仕事が集中しているため（１件） 

〔家族や個人の事情〕 
・大学生のため（１件） 
・今後、実家に住むため（２件） 

〔利便性〕 
・不便（１件） 

〔人の良さ・雰囲気〕 
・なじみがない都市であるから（１件） 

〔その他〕 
・行政が市のことを大切に扱っている感じがないと思うので、子どもにもちゃんとコストをかけている
のか疑問です（１件） 
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●「よく分からない」と思う理由 
〔移住希望〕 
・松山あたりに引っ越したいと思ったことがある（１件） 
・引っ越す機会やきっかけができたら移住する（１件） 
・定年・高齢になった時、子どもの所（県内・県外）に行くかもしれない（５件） 
・縁があれば市外へ出る（１件） 
・もっと都会に行ってみたい気もする（１件） 
・今のままでも十分実家に近いが、できればもっと実家に近いところで暮らしたいから（１件） 
・自営業なので移れないが、そのしがらみがないのなら、他に住みたい（１件） 

〔現状維持〕 
・他に行くところがない（１件） 
・親がいるから住んでいる（１件） 

〔生活面の不安〕 
・独居となった時に不安があるため（６件） 
・急に状況が変わるかもしれない（１件） 
・将来が不安・不明なため（３件） 
・人口減少（１件） 
・高齢化（１件） 

〔災害への不安〕 
・災害が多く不安（２件） 
・南海トラフ地震・津波（２件） 
・避難経路が分からない（１件） 

〔金銭面の不安〕 
・給料が安い、収入が少ない（２件） 
・家賃、住居費が高い（４件） 

〔不足〕 
・商業施設・娯楽施設（映画館など）が少ない（２件） 
・少しずつお店も減ってきてさみしさを感じる（１件） 
・コロナの影響により、店が閉まっている（１件） 
・仕事が少ない・ない（２件） 
・活気がない（１件） 

〔家の都合〕 
・家があるから（１件）  
・就職のため（１件） 
・仕事がある（１件） 
・仕事上住んでいるという理由が強く、「住みたい」「住みたくない」に、あまりこだわりがない 
（１件） 

・仕事やその時の外的要因により、移住する可能性も否めない（１件） 
・仕事や子どもの学校など、どうなるかわからない（１件） 
・宇和島に住み続けている理由が、職場に近いということだから（１件） 
・仕事を変えたりすると、便利なところへ行く可能性がある（１件） 
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〔利便性〕 
・不便（３件） 
・交通手段がない、自動車に乗れなくなると不便（１件） 
・親の介護をしていて、宇和島のことをよく知らない（１件） 
・家族の意見も考えないといけないから（１件） 
・結婚などで離れるかもしれない（１件） 
・主人が他県出身のため（１件） 
・生活はしているが、実家が他の市なので（１件） 

〔人の良さ・雰囲気〕 
・人が優しい（１件） 

〔その他〕 
・不安しか感じない宇和島に、明日のことも分からない（１件） 
・退職した後、子どもたちが東京在住なので、どうなるかわからない（１件） 
・子どもが宇和島以外にいるから（１件） 
・良くも悪くもないから分かりません（１件） 
・ずっと住み続けたいと思っていますが、子どもたちが市外に住んでいて宇和島に帰って来る予定がな
いため、どうなるか分からない（１件） 

・市職員の不正が多すぎて信頼できない（１件） 
・職業による格差が大きい（１件） 
・ずっと住み続けたい気持ちはあるが、独身なので、自分の状況の変化次第で気持ちが変わる可能性がある
（１件） 

・親がいなくなり、子どもが巣立ったら、住み続けたいかと言われるとわからない（１件） 
・定年の時点で、住みやすさを感じるかどうか考える（１件） 
・個人的にこれからは１つの土地に定住する世の中ではなくなると思っているので（１件） 
・今、東京にいて視野が広がっているから（１件） 
・今後、両親から実家などを譲り受けた時、自分の給与で税金などを支払い続けることができるか分か
らない。家を手放すならば、宇和島にすみ続けたいとは思わない（１件）  

・できれば住み続けたいが、働きやすい職場、働く上での若者の選択肢が少ないと、若者は都会に出て
いく。そうなるとこちらでは、住めなくなる。今の時代に合った職場が欲しい（１件） 

・歳を重ねると、このゆったりとした豊かな自然の中で暮らしたいが、子どもたちが県外から帰って来
た時、「なんか、暗くて淋しい。」と言われたことがつらかった（１件） 

・出身地が宇和島ではないため（１件） 
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問 22 自分にできることがあれば、宇和島の発展や豪雨災害からの復興に 

貢献したい・できると思いますか？どんなことで貢献したい・貢献 
できると思いますか？ 具体的に教えてください。 

 
●「とてもそう思う」と回答した人が貢献したい・できること 
〔募金〕 
・募金（４件） 

〔寄付〕 
・できる範囲での寄付を続ける（１件） 

〔ボランティア〕 
・ボランティア（災害復興・復興支援・清掃活動・地域や校区・草刈り・高齢者に対して）（10件） 
・ファミサポのサポーターや子育て中の方と子育て支援のサークル活動（１件） 
・話の聞き役（１件） 
・復興の手伝い（片付け）（１件） 
・団体や人をつなぐ活動（１件） 
・みかんの収穫（１件） 

〔物の購入・利用〕 
・物品（地元の物産、復興応援グッズ等）の購入（６件） 
・地産地消（１件） 
・地元のお店を応援する（１件） 

〔情報発信〕 
・宇和島の歴史、文化、自然の発信（１件） 
・宇和島のＰＲ（２件） 
・地元愛を発信し続ける（１件） 
・風化させないために語り続けること（１件） 

〔地域活動に関して〕 
・復興イベント参加（２件） 
・イベント企画・開催（１件） 
・地元で何か新しいことを始める（１件） 
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〔その他〕 
・仕事が建設業であるため、仕事に関すること（１件） 
・吉田の親戚に重機（パワーショベル）を貸した（１件） 
・自分はネット上で流行しているゲームなどでいろいろな国や県外の人達が集うようなもの（サーバー）
を提供している（１件） 

・消防団員として、災害時は出動した（１件） 
・作業、土砂、水（１件） 
・自分でできることをする。人に迷惑をかけない（１件） 
・自分でできることは自分でする。何でも行政に頼らない（１件） 
・体力系の仕事など、自分にできることなら何でも（１件） 
・どの子どもも自分らしく育っていけるよう、環境、人を整えていくこと（１件） 
・学校や園の活動への協力、環境づくりなど（１件） 
・子どもたちに行ってらっしゃいと声をかけて、ふる里として居心地の良い場所をつくること 
（１件） 

・人口を増やす、人が集まりたい都市づくり（１件） 
・宇和島に観光客や移住者を増やしたい（１件） 
・地域経済の発展、事業再生（１件） 
 

●「そう思う」と回答した人が貢献したい・できること 
〔募金〕 
・募金（10件） 
・クラウドファンディング（１件） 

〔寄付〕 
・寄付（できる範囲、タオル、衣類や食料、道具、物資）（６件） 
・リサイクル（１件） 

〔ボランティア〕 
・ボランティア（災害復興・復興支援・清掃活動・地域や校区・草刈り・高齢者に対して）（31件） 
・ファミサポのサポーターや子育て中の方と子育て支援のサークル活動（１件） 
・地域の行事の手伝い（１件） 
・復興の手伝い（片付け）（４件） 

〔物の購入・利用〕 
・物品（地元の物産、復興応援グッズ等）の購入（10件） 
・地産地消（１件） 
・地元のお店で買い物をする（１件） 
・地元の飲食店を利用する（１件） 
・真珠を身につける（１件） 
・みかんを食す（１件） 
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〔情報発信〕 
・宇和島の魅力、発信、誘致の取組で観光、移住の促進（１件） 
・みかんなどの特産品の販促（１件） 
・宇和島のＰＲ（１件） 
・家族や友人に魅力を伝えること（１件） 
・外への情報の発信（名所、おいしいもの等）（１件） 
・市民の声を市政へ反映させる（１件） 
・小地域からも、いろいろな情報を発信し、市に届けること（１件） 
・きれいな海をアピールしたい（１件） 
・風化させないために語り続けること（１件） 
・医療情報の提供（１件） 
・健康、疾病に対するケア（１件） 
・アレルギーの子を守るために外部に話す（１件） 
・ＳＮＳなどでも発信していけたらいいと思う（１件） 
・宇和島以外の人とも交流を深めたい（１件） 
・市外の人に宇和島の素敵なところを教えていきたい（１件） 

〔地域活動に関して〕 
・近所は一人住まいの方が多いので、月１～２回ぐらい集会所で何かできればいいです（１件） 
・地域活動・支援活動に参加する（１件） 
・復興イベント参加（２件） 
・イベント企画・開催（２件） 
・線香花火ナイト、写真展（１件） 

〔避難に関して〕 
・避難への声かけ（１件） 
・自治体で災害の時、避難できるように考える。市全体で考えるより、住んでいる人にあわせて避難先を考え
る（１件） 

・物資を運んだりする（１件） 
・避難場所の検討（１件） 
・１か月の断水、居住退去を経験したことが活かせる（１件） 
・近所にも独居老人の方が多いので、声かけ避難など、助けになれば良いと思う（１件） 
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〔その他〕 
・自分の仕事や趣味を通じて（３件） 
・今の仕事に全力を注ぎ、間接的に復興の役に立つといった程度（１件） 
・一人では無理なことも集まれば可能、みんなで協力する（３件） 
・発展のための意見を出す（１件） 
・手話（１件） 
・クライミング（１件） 
・数年前に防災士の資格を得たが、実力が伴わず、研修を積んで習得して力をつけて、貢献できるようになり
たい（１件） 

・県外からＵターンしてきたので、中学生、高校生の就職相談、進路相談にのれると思う（１件） 
・地域や住民のことが分かっているので、連絡などで貢献できると思う（１件） 
・住民の皆様の健康維持、向上のための施術業（１件） 
・被災した人の力になれる活動に参加できればいいと思っています（１件） 
・年齢的に体力を使うことは無理だが、知識をもって貢献したい（１件） 
・手当、介護系で必要なことはできると思います（１件） 
・お弁当づくり、炊き出しをすることはできる（１件） 
・身近で困っている人がいれば、助けてあげたい（１件） 
・老後の生活をサポートする方法がないか、考えることがあります（１件） 
・子育てや教育、福祉に関すること（２件） 
・街の再編成（１件） 
・街を元気にすることができるなら（１件） 
・愛媛県内でも特色のある地域なので、発展や復興に貢献し、愛媛県の魅力向上につなげたい 
（１件） 

・アイデアを出す（１件） 
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問 24 宇和島市の認知度やブランドイメージの向上に関して、ご意見があ 

りましたらご記入ください。 

 
■男・20代・宇和島市出身 
・婚活パーティーで人を集めると知ってもらえると思う。 
・このアンケートについてですが、４～５ページの「広報うわじま」についてだけのアンケートがとても
分かりづらかったです。理由として、前回の質問を引っ張りすぎているところ、宇和島市についての全
体的なアンケートと同じ見た目だったため。改善策として、質問は一つ一つ答えられるようにすること。
（引用しても 1～2回） 「広報うわじま」用に用紙（ページ）を配色するなどしてまとめること。ア
ンケートへの意見は以上で本題の広報活動ですが、まずこの街をアピールするためには「宇和島のイメ
ージ」が重要と考えています。このえｂ街をあまり知らない人が宇和島と聞いてイメージするものにな
ります。具体例として、和霊神社、闘牛場、日本に 12ヵ所しかない現存する城等、他にもたくさんあ
りますが、全てを全面に出すとイメージにバラつきが出て、仮に人を呼べたとしてもまとまりません。
住民たちの人の良さなどは人が来てから知ってもらうほうが、好感が持てます。逆にアピールして、い
ざ宇和島に来た時に良くない人に出会うとイメージが下がります。それと県民性で真面目な方が多いの
で、アピールする際は、真面目すぎるアピールをするのはどうでしょうか。それなら変に批判を受ける
こともなく安全かと思います。今までにあるもの、流行等に追いつくのではなく、新しい流行を一から
作ってみてください。 

・農業後継者の減少で山・畑が荒れているところが多くなっている。楽しく農場ができるような、若い人
達が帰ってくる、魅力のある街をつくり、美味しい柑橘を生産できるための政策を考えてほしい。自分
達が、宇和島のことを、もっとよく知る必要があると思う。 

・レジャー活動や娯楽施設を充実させる。 
・21時の音楽は不気味なので、変更するか、やめた方が良いと思います。 
 

■男・30代・宇和島市出身 
・全国のメディアに取り上げてもらう。ご当地アイドルとか。（イケメン集団のほうが良いと思う）オー
ディションから特集する。 

・県内なら、新居浜市がやっているラッピングトラックを作って、宇和島のみかんや魚、観光をアピール
していくべき。 

 
■男・40代・宇和島市出身 
・現在、コロナ禍で「＃鯛食べよう」などのイベントについては、今後、コロナが収束しても、続けてい
ってもらいたい。宇和島の食べ物は最高だと思います。 

・真珠にしろ、魚にしろ、もっと県外にＰＲしていくべきではないか。市長が先陣を切ってどんどんＰＲ
していくべき。 

・自分は歯科医なので、この宇和島に住む子どもに歯並びやムシ歯、口呼吸の害等啓蒙活動ができれば良
いと考えています。テレビやマスコミでも取り上げられた予防歯科の有名な先生のある市では、その影
響で子どもさんの虫歯がとても少ないとあります。宇和島の子どもの口腔環境をより良くしてマスコミ
に取り上げてもらう状態になれば良いのですが。逆立ちしても都会には勝てないので、自分の仕事を通
じてメッセージを発信したい。東京の人にアドバイスして、宇和島真珠のパウダー入りの歯磨き粉を現
在準備中です。 
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・ロイズチョコレート工場誘致。見学ライン、できたてチョコ試食、源吉兆庵和菓子とコラボ。岡本太郎
の作品を常設展示。 

・消防団も災害従事者になると思われるが、ワクチン接種を優先すべきでは！！ 
・今ある地場産業だけを市が応援するだけでなく、もっと若い人達に向けた産業を市が前に立ち進めて、
ゆくゆくは自立させていくような会社なり自営を支援していってほしい。 

・対外的アピールや戦略が八幡浜より劣ると思える。マーマレードや黒湯やかまぼこ板利用等、地元も楽
しめるものを創作し、発展、維持させる力はどこから来ているのか、よく考えてアピールしてほしい。
海も山も歴史も日本中どこでもある話で何のアピールにもならない。 

・ＳＮＳで行政がイメージアップの活動することは反対です。例えば、一流ｗ企業に就職の決まった人が
東京に住む時、東京都港区の公式ホームページやＳＮＳを見て、魅力を感じて移住するのでしょうか？
全くありえないと思います。結局のところ、魅力ある就職先やお金になる産業がある所には人が集まり、
行政が行わなくても企業や個人がＳＮＳでたくさんの情報発信をすると思います。つまらない小手先の
ロゴマークなどより、就職先の一つの方が大事であると思います。自分は高校卒業後、県外に出て、訳
あって宇和島に帰ってきましたが、「松山ぐらいに実家があったら」と再就職を検討する際に強く思い
ました。そして親になった今、「将来近くにはいてほしいが、自分と同じ思いをさせたくない」「宇和島
にいても、どうにもならんよ」と悩むところです。 

 
■男・50代・宇和島市出身 
・宇和島を観光先として勧めたいか、の問いがあったが、そもそも宇和島の歴史自然文化について、行政
も民間も発信できる知識も体制もない状態ではどうにもならないことが分かっていないのではないか
と思う。宇和島に来る観光客に、宇和島の観光をしたいので市内を周ってほしいと言われた時、どこに
連れて行けば良いのか？はっきり言える人がほとんどいない。宇和島は何もないところだからと言って
いる人がほとんど。一番最低だったのは、数年前まできさいや広場で実施していた宇和島クルーズ（日
振島、戸島、こもぶち、遊子等）のクルーズ事業が廃止になった件。唯一、宇和島でまともな宇和海の
歴史自然文化を観光客に案内できる事業であったのに、きさいや広場の担当が退職すると取り止め。ま
ず、宇和島を観光地として全国に売り出したいのならば、行政も民間も双方からやる気のある観光事業
の活動家を公募して、観光事業を作らせる必要がある。リーダーが多く出てこないといくら良い事業案
が出ても誰もやらないし、やりたくない者に任せたら廃止の方向に持っていかれる。これがこれまでの
宇和島の現実です。まず公募でリーダーの候補を集めていくことが先決です。追加だが、きさいや広場
の牛鬼展示室が物置小屋と化している。観光スポットを物置小屋にするのはやめてもらいたい。きさい
や広場の市民ギャラリーも、ゴールデンウィーク中は物置小屋になり、市民の展示が不可となる。こん
なバカげた話は無い。改善してほしい。 

・やすらぎの里の閉鎖理由を詳しく説明せよ！まだそんなに古くない！手抜き工事ではないのか！とても
もったいない！詳しく説明すべき！ 

・5つの魅力を発信しても、ブランディングにつながるような気がしない。目指す姿「ココロまじわうト
コロ」の実現度合いを評価すること自体が難しい。全体的に具体的なイメージが湧かない。 

・宇和島城の広報、また、天守閣付近に海の見えるレストランやお店をつくる。ロープウェイで天守閣の
ところまで気軽に登れるようにする。そういうことができる広報活動。 

・宇和島が舞台の小説や映画作品を広報する。「世界の中心で愛をさけぶ」の映画のロケ地が香川県ではなく、
宇和島で作ってほしかった。あれを宇和島でやっていたらと思うと残念。「海すずめ」は今一つだったので。 

・マラソン日本一になられた鈴木健吾さんの小中校時代の練習環境や人脈（育てるのに関わった人たちや
友人）を広報し、また、パリオリンピックに繋げていくような活動をしてほしい。 
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・宇和海の魚の料理や料理店、また、釣りや釣りのポイント等魚に関する記事を特集したり、もっとアピ
ールしても良いと思う。 

・みかんやみかん山、みかん狩り、おいしいみかんの選び方、みかんの流通やみかん農家の１年等みかん
についての詳しい情報を広報していく。 

・宇和島の商店街が、年々本当にシャッター街になっているので寂しい。 
・商店街を活性化させるような利用法や頑張っている店、人たちを応援し、また行きたくなるような広報
を目指す。 

・宇和島市同様に津島町、吉田町、三間町の商店街にある行きたくなる店や会いたくなる人等発掘や広報
を頑張ってほしい。 

・就職、バイト、パート先をたくさん掲載すると良いと思う。 
・宇和島市場（ＷＥＢ）を作って、各水産、農産、手芸等の仮想商店街での販売みたいなものはどうでしょうか。 
・アンテナショップみたいなものを作ってほしい。 
・ここ最近、ＳＮＳなどの影響もあり、宇和島市の広報活動が変化してきたかなと思います。ただ、宇和
島は、食べ物は美味しいけど、宿泊までは…との声を聞きます。魅力ある宿泊施設などが整備されれば、
県内外を問わず知名度が向上すると思います。期待しております。頑張ってください。 

 
■男・60代・宇和島市出身 
・子どもの頃（40年前）に比べたら、はるかに活発になっていると思う。 
・宇和島城周辺の開発と商店街の活性化を目標として、有名ブランド店の格安での借地で、商店街を中心
として、大規模店の活用。また、駐車場の完備（無料）などを商業施設の充実を検討する。 

・各スポーツ施設の分散を集中型とした、大規模な運動場の建設。 
・これから南海トラフに備えた災害施設の充実を目指してほしい。 
・特にありませんが、道路の周り（近く）の花壇などをきちんと整備することも良いと思います。 
・つまらないシールを作成しないこと。 
・現在、コロナウィルスに一般市民、行政等も振り回されている状況では何もできないことを残念に思い
ます。早くいつもの生活に戻れて、自由な行動が可能になることを願います。すべてはそれからです。 

・「宇和島本」はセンスがあってとても良い。宇和島信用金庫の「つなぐ」（年４回発行）も良い。パンフ
レットをパソコンやスマホで読んだり見たりできるようにならないか。YouTube で宇和島の案内をす
るようなことが、もっと広く強力に認知されるような仕掛けを取り組めないか。「宇和島本」に出てい
るようなことを何か体験できるようにし、ホテル、旅館、民宿、レストランとも連携して宿泊、食事（郷 
土料理）をするようなツアーを取り組めないか。ＳＮＳで発信する。テレビで芸能人に体験してもらう
番組を放送する。 

・様々取り組んでいて、良いと思う。行政放送が19時10分ぐらいで、ＮＨＫ全国ニュースの重要な放送と重
なることが多い。もう少し遅く、19時30分ぐらいでも良いのではないか。 

・過日、震度４の地震がありました。津波の心配は無いとのことでしたが、海の様子を見ようとライブカ
メラを見ましたが、一番よくわかる「津島曽根」のカメラが停止したままとなっています。台風シーズ
ンも参りますので、早期の復帰を願います。 

・このアンケート実施のタイミングが悪いですね。一般的なひな形のアンケート設問で、コロナ感染の状
況によっても大きく変わっていくし、役所、行政、経済、農業等全てが大転換の時期にきていると思い
ます。この先どうなることかと大変心配しています。まずは雑感まで。 
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■男・20代・宇和島市外出身 
・仕事が少ない、給料が安い、家族を養えない、賃貸マンションが無い、分譲マンションが無い、家賃が
高い、遊び場が無い、映画館が無い、ふる里に住みたい。 

・高齢者が多い宇和島市ですが、健康管理、健康予防に対する意識がもっと必要ではないかと思います。
宇和島市に多い病気や、何歳まで健康だったか等の情報があれば、市民の方も健康に目を向けてくれる
のではないかと考えます。また、それに対してのイベントや情報開示があれば、宇和島市民も安心して
暮らしていけるのではないかと思います。あと、大石昌良さんのイベントを増やせば、若い層のイメー
ジも上がると思います。 

 
■男・30代・宇和島市外出身 
・公共交通手段が高い。若い人には安い高速バスなど選択肢があると良いと思う。東京－大阪が 4,000 円
（バス）、成田－上海が8,000 円（飛行機）、大阪－宇和島が10,000 円（バス）。交通費で他に負ける。
若い人の抜け道を作らないと。ワープ。松山からでも片道３時間かかる。四国周遊夜行バスとかで、昼
の時間を無駄にせずに、運転で疲れず、お得に乗れる料金プラン。そういう定期とか、夏休み限定の四
国周遊夜行バス（星が綺麗）天の川号とか、そういった夢のあるバスを運営しないと解決できない。 

・市内に２カ所クライミングができる施設があるのは大きい。もっと力を入れてほしい。 
・土居真珠さんのような、体験ツアーがもっと増えたら良いなと思います。いかだ屋さんのような、海を
感じる所で食事ができたら良いなと思います。泊まる所に少し困ります。（県外の友人、親戚を招待す
る時）漁業関係のプラスチックゴミが多いのが残念です。チェーン店でない、おいしいお寿司屋さん（地
元の魚を使った）もあったら嬉しいです。男鮨が無くなってしまいました。宮下付近が夕方臭くなるの
もなんとかしてほしいです。 

 
■男・40代・宇和島市外出身 
・作成や活動している人は、大体が自己満足で終わることが多い。このようなアンケートもどれだけ真剣
に答えているのか疑問だ。普段から市民との交流での気付いたことを気に留めていれば、方向性が見つ
かると思う。100の良言より１の苦言を大事にすべきだ。 

・若者には、遊ぶところも少なく、生活しにくいのではないか。自然の多い所ではあるが、集客の目玉と
なるものが少ない。（お店など、大型商業施設）自然の豊かさをメインに、キャンプ場などの充実を図っ
てみては。キャンプ場も、今あるものは、やっているかどうか分からないものが多いように思う。 

 
■男・50代・宇和島市外出身 
・宇和島の末端地域に対する行政的支援をしっかりしないと、これから10年後、その地域は寂れていく
と思う。若い世代が住むためには仕事と教育（学校や保育園）が必要であるが、そのことに関する支援
が全く無い。むしろ、末端を切り捨てているように感じる。 

・PFO（真珠、魚、オレンジ）をしっかり支援する取り組みができているのだろうか。この３つの産業を
支える後継者が育たなければ、宇和島の魅力は無くなると思います。行政はやっているのかもしれない
が、形として表れていないし見えてこない。保育園はどんどん無くなるし、学校も統廃合で末端には子
どもの声が無くなっている。経済性ばかり考えて進めているように思えてならない。地方が生き生きす
る宇和島のイメージが見えてこない。 

・せっかく九島に橋が架かったのだから、そこに観光客を呼び込むようにしないともったいない。景観を
生かせる施設がないと、行っても物足りない。 

  



第３章 市内調査 

72 

 
 
・もう少し、ネット環境、ケーブルテレビを改善してほしい。三間町務田は光のインターネットが使えません。 
・南予地方は、高齢者の比率も多く、広報活動をＳＮＳで発信してもほんの一部の市民にしか届かない。
（ワクチン予約を見れば分かる）年配者が、市や行政に自分も貢献できる、疎外されていないという感
覚を持てるよう、昔ながらの紙ベースの広報や、ＳＮＳの教育を行わなければ、本来の行政の広報活動
の役には立てないと思う。 

・他事はあるが、広報活動には特になし。 
 

■男・60代・宇和島市外出身 
・コロナ禍において、感染がより心配される首都圏や松山市への移動もままならない状況が、今後も続き
そうです。宇和島市周辺に在住の方の中には宇和島市へ行くのも心配！と思っている方がいると聞きま
した。１ 対策の徹底を見える形にし、アピールできるレベルにしたい。２ 本調査とほぼ同様の内容
の調査を隣接している愛南町、鬼北町、西予市にも実施（協力依頼）し、市外在住の方の価値観・イメ
ージも情報収集したい。 

・四国は唯一、新幹線の走っていない島として、その島の中でも特に何もないことを売り出して認知度の
向上に繋げる。（ブランドイメージは下がるかな） 

・市民が行ける娯楽施設を作ってほしい。例えば風呂施設など。 
・以前も直接お電話で。検討されていない。カレンダー、大安・赤口を入れてほしいです。見てすぐ捨て
る（ゴミ箱行き）ではなく、１ヵ月取り置きできます。広報印刷代もバカにならないのではと思います。
早速７月５日投函後再検討頂きたいと思います。８月は無理なので９月号より。楽しみに広報届くのを
お待ちしております。 

 
■女・20代・宇和島市出身 
・現在の宇和島市の市政に満足はしていませんが、出身地であるため、魅力ある街に変わっていけばいい
なと思います。農産物や海産物、人の温かさ等の魅力はあるので、若い世代が住みやすい市政へと変わ
れば移住先としてはかなり魅力的な街としてアピールできると思います。別件ですが、このアンケート
や市・県民税等の提出期限や納付期限が短いと思います。もう少し余裕をもって投函してください。 

・なぜアンケートが届いたのでしょうか。宇和島に若い人が少ないからですか？紙媒体のアンケートより、
ネットとかでできたらありがたいです。 

・地方移住や観光先で会う人の人柄が良いかどうかはガチャでしかなく、たまたま地獄のように酷い人に
当たるかもしれません。宇和島に住んでいるのはディズニーランドのキャストではなくただの市民で、
善良な人もいれば悪人もいるし、犯罪もある。県の「まじめえひめ」のような、そこにいる人間をセー
ルスの材料として宣伝するのは偏見の助長であり、住民としては個人的に強い反感があります。 

・アンケートの性別男に男・女のほかに「答えない、それ以外」の欄を設けてください。私はその欄が増
えても「女」に丸をしますが、前述の通り、宇和島には多様な人間が住んでいるためです。 

・一過性じゃない、リピーター客に魅力のある何かがあったらいいと思います。宇和島市だけではなく、
若い世代が働ける企業が無いと発展は厳しいと思います。 

・ミスタードーナツやサーティーワンアイスクリーム等の若者のための場所が減ったのが寂しい。スター
バックスコーヒー、タリーズコーヒー等のお店も欲しいので進めてほしい。これからも宇和島に住み、
子育てしたいです。広報活動など通し、これからも宇和島の良さを伝えてください。 

・ここ数年広報活動がとても良くなっていると感じる。 
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・自分が大学の時に帰省して愕然としたのは、この街には大学生にあたる年代の若い人がすっぽり抜けて
いることです。宇和島と縁のない人に訴求してゼロから観光や移住でゆかりを持ってもらうことも大事
ですが、既に縁もゆかりも持っている人たちとの縁をもう一度結び直してほしい。宇和島から出た人に、
このまま宇和島を捨てた故郷にして欲しくないのです。コロナ禍が収束した時に帰省を支援する方法は
ないでしょうか。学生の多くは、奨学金と言う実質の借金を抱え、昔よりはるかに高騰した学費を払い
ながら、アルバイトに追われる子ども達です。そんな彼らにとっては、一度の帰省だけでかなりの負担
になります。現在コロナで休止中の宇和島自動車の夜行バスでさえ、大阪梅田－宇和島間で往復15,400
円、実家に泊まるにせよ、お土産や外食で２万は予算に欲しいところです。大阪の最低賃金になら約20
時間の労働です。（まあこれが愛媛の最低賃金になら 25 時間になるわけですが…）地方高卒と言うハ
ンデを脱するために将来の自分に借金して暮らす若者にとって、もはや帰省は贅沢品です。この人達に
コロナ禍が終わったタイミングで一斉に宇和島に帰ってもらう。この年代ならほぼ全員がスマホを持っ
ています。できれば「＃宇和島」の投稿を促す。宇和島にゆかりのない友人を連れてきてくれると関係
人口増のきっかけになるのかもしれませんが、そうでなくとも一斉の帰省で同級生が集まれば外食のき
っかけになり、地域にお金が落ちるはずです。お土産も購入してくれるかもしれません。年代を限らず
同窓会の開催を支援するのも良いのかもと思いました。ちょっと有名なだけのインフルエンサーを使う
より、よっぽど長期的なメリットがあると思います。帰省は、帰る場所、故郷、今現在住んでいる場所
とは別のもう一つの選択肢（オルタナティブ）としての意識づけをする機会として大きな機能を持つか
らです。ただ、実行と言う視点では私にはアイデアがないです。膨大な予算をつけてこの人たちにポン
とお金や地域限定の商品券を渡せたら話は簡単そうですが、金銭面もさることながら公平性の観点から
しても難しそうだと素人ながら想像します。成人式が延期（あるいは８／14 の日程が中止）になった
人などに絞るとかでしょうか。あるいはＳＮＳ投稿に対する抽選キャンペーンのようなものなら。また、
帰省を強く推奨する空気が醸成されてしまうと、実家との関係が良好ではない人や学生時代にいじめな
どを経験して悪い思い出のある人にとってはかなり苦痛になると思います。もし帰省を促す、同窓会を
支援することがあれば、その時には企画のどこかに必ずこの「帰省したくない／できない人がいる」と
言う視点があってほしいと思います。 

・①住みたくなる、②帰りたくなる、③連れていきたくなる街を目指されているところですが、③に関し
ては最近のＰＲ活動により向上されているのではと思います。鯛も真珠も宇和島の名産であることが改
めて市内外の人にインプットされたと思いますし、お客様を宇和島に招く時は、それこそ鯛めしや真珠
店にお連れしたいと考えます。そして課題として①、②について、そこが充実してくると、それこそ宇
和島のブランドイメージの向上につながると思います。宇和島市民が宇和島をお勧めでき、宇和島在住
であることに幸せを感じることができたら、もっと活気のある街になるのではないかと思います。 

・宇和島は１日で魅力が伝わるような場所ではないと私は思っています。もちろん良い意味で！！１日と
言わず、せめて３日、良いのは１週間。人を誘致したり、移住者にアピール、広報活動を行うのであれ
ば、少し長めの時間を要してでも、“宇和島の日常”というものをお伝えすればより良いのではないか？ 
と考えています。ですので、何かまとまった日に行うことができるツアーなどがあれば良いのではない
かと常日頃感じております。（既出でしたらすみません）１日、半日で“何もなかった”と帰ってしまう友
人が近くにいたため、もったいないな！と感じ意見させて頂きました。宇和島が益々のご発展ができま
すよう、祈っております。 

・県外で宇和島を知っている人に出会った時、大抵、宇和島東高の野球部の話題や釣りが好きな方だった
ので、知るきっかけとしては釣りや海のアピールをもっとできたらいいのではと思います。 

・宇和島の美味しいものを、もっとＰＲすると良いと思う。 
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・真珠を女優さん（ネックレス、ブローチ等）、俳優さん（タイピン、カフス等）に着用してもらい、ＳＮ
Ｓに載せてもらい、知名度を上げるべき。一般の人が身に着けた姿をＰＲして、日常的に身に着けられ
るアイテムとして紹介するのも大切だが、著名な人に身に着けてもらい、正装の時のアイテムとして知
ってもらうことも大切だと思う。真珠は、ダイヤモンドやルビーのようにキラキラ光る宝石とは違い、
上品な光沢として光るので、着こなし全体が上品に仕上がる。デパートで売られている県外産の真珠は
とても高いが、宇和島産の物は品質も良く、価格も手に取りやすい商品もある。若い世代の男女に着飾
る楽しみを知ってほしい。 

・宇和島で働く人たちの賃金を上げてほしい。宇和島の賃貸は松山と比べて高く、ガソリン代も食材の物
価も安くはない。それなのに賃金は安いため、市外へ人が流れてしまうのは当然のことだと思う。県外、
世界へＰＲするのも大切だが、市民が生活に満足できれば、口コミで良い噂が広まり、少しずつでも転
入者は増えるのではないかと思う。なので、まずは市民の労働環境や福利厚生の底上げをできるよう宇
和島の企業に呼びかけてほしい。一部の経営者だけが豊かに暮らしている気がする。正社員になれない
場所に人は来ないと思う。 

・空き家を活用した週末カフェや古民家宿泊体験等、地元の人たちと触れあえる「ゆっくり過ごせる宇和
島」「ほっとする宇和島」等、色々とＳＮＳを使ってＰＲしていけばいいと思う。せっかくなら海バージ
ョン、山バージョンと色々バリエーションを増やして、いつも自分たちが見ている風景をあえていろん
な角度で見てみると、色々発見があって魅力的かもしれない。地元の人に地元を好きになってもらうの
が１番！ 

 
■女・30代・宇和島市出身 
・正確な時期は覚えていないのですが、以前館博物館で刀剣の展示をしていた際、見に行った知人から「奥
部守吉行」が展示されていたと聞きました。５年ほど前から、ゲーム（刀剣乱舞）で結構注目されてい
るジャンルだと思います。他施設では、ゲームとコラボしてみたり（ゲーム内の刀剣男士のパネルを設
置したり）、コラボしないでも、登場する刀剣を目玉みたいな感じで広報したりするのですが。上記の
展示では、チラシ（？）でも興味を惹かないピックアップだったようで、見に行った人とは別の友人が、
「見に行けばよかった！」「知ってたら行った！」「宣伝が下手！」と悔しがって怒っていました。今は
新型コロナのこともあり、他所から観光客を呼び込む事には賛否あると思いますが、認知度であったり、
集客であったりは、流行を取り入れない手はないと思います。上記の一件は、私自身も宣伝下手だなと
聞いていて思いました。 

・公園が小さい。丸山公園も、あんな上に造っているけど、子連れでなかなか行けない。もう少し考えて
造ってほしい。大洲のふれ愛パークのような公園がほしい。 

・私は子育て中ですが、宇和島はあまり子どもを連れて遊びに行ける場所がないように思う。（公園以外
で）子どもが関われるイベントなどがある場合は目立つように宣伝などしてくれると嬉しい。（お年寄
りばかりで、みんな子どもを産むために里帰りはしているが、地方に行ってしまう人ばかり。もっと子
育てしても楽しい場所だと分かれば、残ってくれる人もいるのではと思う。） 

・育ってきた街、宇和島の数十年前は活気があって、子どもながらに楽しめるスポットがたくさんでした。
活力ある街、宇和島、若い人であふれる街に戻ってほしいと思います。＃WithPearl とても魅力的で、
身近に感じることができ、普段使いとしてパールを使っていこうと思える取組。 

・以前の広報より、宇和島の魅力が伝わってきます。宇和島に住んでいるのに知らないことが多いなと思
いました。これからも宇和島のことを伝えてほしいです。 

・意見ではないのですが、シールがもらえて嬉しかったです。ありがとう。 
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・他の都道府県や市町村とのコラボ企画やイベントがあれば楽しいと思います。例えば、宇和島の方言で
「がいな」と言いますが、鳥取県でも方言で「がいな」と言う地域がありますし、語尾に「～けん」を
使う地域もあります。同じ方言を使うととても親近感が湧きますし、興味も生まれる人もいると思いま
す。同じ方言つながりで「がいなコラボ企画」でサンシャインかフジ、マルナカのような大型スーパー
でお互いのニッチな名産かお互いの地域の特産を使った限定商品を売り出したりして、例えば、宇和島
の鯛をトッピングした鳥取のカレーとラッキョウが入った商品とか、鳥取県には「水木しげるさんが妖
怪を探して何度も訪れたまち宇和島」として、珍しい柑橘をアピールしたりとか、ご当地妖怪同士コラ
ボとか。お互いに親近感を持って、お互いに旅行してみようかなと思うきっかけになるようなイベント
があれば楽しいなと思います。今はコロナ禍でイベントも難しいですが、感染状態をコントロールでき
るようになったら、もしそのようなイベントがあったら参加したいですし、商品も買いたいです。 

・今はまだコロナ禍で難しいが、収まった頃に宇和島へ行きたいと思うような発信ができると良いと思う。
帰りたくても帰れない人たちが多い中、ＳＮＳなどの発信の仕方次第で認知度は増やせるのでは。自然
に癒しを求める人達も多いはず。接触をなるべく減らせる、アウトドアが流行っているので、そういっ
た場所の整備は必要かと。実際行って、イメージと違ったら好感度も下がると思う。 

・老若男女、様々な人の意見を取り入れる仕組みづくりをしてほしい。宇和島は市民の意見を聞かな過ぎ
です。今のままでは過疎まっしぐらです。広報に関しては、得意な若者の力を借りてはと思います。 

・とても努力されていると思うのですが、何か足りない感じが。ウィズパールも、モデルなど一部で盛り
上がっている感じがして、周りは冷めた感じになっていました。各地域の特色ある店などを紹介するの
も、もちろん大切ですが、普段の何気ないことをクローズアップして、大事のように取り上げるのも１
つの手だと思います。例えば、鯛の出荷の流れ～都会の市場に出るまでの紹介、みかんの生育～出荷ま
での流れ、野菜の生育～出荷までの流れ、市役所職員の１日（または１ヵ月）の仕事のルーティン、市
役所の手続きのオンラインでできることの紹介、広報ができるまで、など。 

・子ども達が遊べるスポット、イベント等あると良い。海が楽しめる体験など。（キャンプ、魚釣り、真珠な
ど） 

・ＳＮＳの更新を活発にすることが、若者や世界からの宇和島の認知度につながります。フォロワー数が
認知度に直結します。女子旅や百景、観光物産協会さんのとても素敵な写真がたくさんあり、もったい
ないと思います。更新頻度が高いと増えます。 

・ふるさと納税の返礼品に魅力を感じません。品物は良いのですが、素敵な写真にするべきだと思います。
じゃこ天を作っているところ、商品の箱ではなく魅力的な写真に。真珠の写真も、モデルの人がつけて
いたり、机の上に載っている写真の方がいいです。アクセサリー系の人気の Instagram の写真を参考
にしたらいいと思います。パールは人気の物なので。質が高く、お得な素晴らしい商品を、うまく戦略
を立てて、広めてほしいです。宇和島のことを考えて頂いてありがとうございます。良い街にしていき
たいです。 

・宇和島市の歩道が凹凸をし過ぎて、自転車や車いす等がつまずきやすい。高齢者が多い街でなぜあるの
か？？平らにしたらいいのでは？？ 

・大阪などに比べると、宇和島は預かってくれる機関がある。（保育園や幼稚園）小学校に進学の後、夏休
み預かってくれる所が幼稚園だとないので、フルタイムで働くには、途中で保育園に転園しなければな
らない。子どもの生活環境を変えるのは大変なので、保育園でも幼稚園でも働けるようにする。 

・牛鬼祭りで“ヤクザ”のような印象が強いので、昔と全然違う。（衣装）子どもに見せたくない。 
・小中高で、ボランティアが多く、清掃活動が多いので、宇和島市は、三間などに比べて綺麗になってい
ない。成人して帰ってきた時でも、綺麗にすることができる活動があれば参加しやすいのでは。宇和島
市は他の吉田や三間よりも、車から見る時、植木などが汚く見えたりする。 
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・脱出ゲーム、謎解きゲーム、ドッキリ、逃走中等の楽しい企画。 
・電子書籍での図書館の本の貸出し。 
・徳川家康と一緒に、日光東照宮に祀られた藤堂高虎が建てた宇和島城。（知名度） 
・1000 円ガチャ。 
・宇和島の名菓がバラバラに売られているので、どれか分かりにくい。買いにくい。 
・宇和島に住んでいる人が、誰かを案内する時にどこか分からなかったりするので、観光地の案内や情報
を見て覚えられることがあればと。 

 
■女・40代・宇和島市出身 
・地域猫にやさしい宇和島になってください。隠して殺処分しないでください。 
・アウトドア・キャンプ人気は、今後も続くと思うので、大型キャンプ場施設（津島南レクキャンプ場も
とても良いが他にもあって良い）を開発してはどうか。キャンプ場＋道の駅＋子どもが遊べる施設（あ
まり無い）など単体ではなく、総合的に活動できるスポットが欲しい。そのエリアに宇和島らしさ、宇
和島にしかない・できない体験やグッズ等をＰＲするのはどうか。まさに“ココロまじわう”スポットが
再現できるのでは。例えば、“宇和島パールキャンプ場（仮名）”など。真珠をモチーフにしたグランピ
ングなど。真珠エステのできるキャンプ場。 

・「広報うわじま」の無料配布量が多すぎると思います。スーパー、コンビニ等さまざまな所で見かけま
す。すべて税金で賄われているので、常にベストを追求しながら制作してほしいです。「広報うわじま」
は好きですが、無駄にしているのが少し多いと思います。 

・ホームページが見にくくなったように思います。市外の方はもちろんですが、市内に住んでいても、ホ
ームページで調べることがしにくいため、市外の方はもっと見る気にならないのでは？と思います。 

・若い子達に残ってもらうために、もっと働く場所や環境が必要。今のままでは「年配の方ばかりの町」
になりそうで不安です。 

・宇和島特産品を使用し、近隣高校とのコラボ商品の開発。ＰＲ活動も、学生にしてもらう。特色のある
学校が、たくさんあるので、横のパイプで各校が色々な関わりを持ち、楽しいものを作ってくれそう。
小・中学校のｅスポーツ大会。宇和島のＳＮＳ映え選手権みたいなものとか。（一人一台貸してもらっている
ので） 

・宇和島市のブランドイメージがまだまだ弱い感じがします。若い人たちが宇和島に住みたい、老後も宇
和島が良いと言える街であってほしいと思います。 

・外国語指導助手の先生に寄り添った契約をするべき。国際都市を掲げていることが恥ずかしい。素晴らしい市
だというＰＲが下手。オリジナリティーなし。他市の真似。 

・金瀬教育長さんのように草の根で活動されている人達に寄り添う管理職を望む。気さくに話もしてくださるら
しい。補助金だけでなく、気持ち（まごころ）を望む。 

・若者が楽しめる施設や子育て中の家族などが楽しめるアクティブ施設など欲しい。何年か前から天赦園
横の公園でキャリー箱のタワー（城）のような物を作りましたよね？あのような税金の無駄遣いはやめ
てほしい。見に行く前に無くなっていました。あのような物を作るなら、子どもたちが喜ぶ用具の１つ
でも作ってもらいたい。公園などの安全点検もされていますか？何年も壊れたままの遊具がある公園も
ありますよ！！市役所は何をされているのか！？ 

・「広報うわじま」カラーで見やすくなったのは間違いないのですが、たくさん読まれずに余っている様
子も見たことがあります。今の時代はペーパーレス（私は紙の方が好きなのですが）なので、「広報うわ
じま」にかかる費用をＳＮＳや Instagram、または何かのイベントのほうにかけたほうが良いのではな
いか、と常々思っていました。 
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・男性に多く見られる挨拶できない人々。若い職員さんの仕事に対する態度がちゃらんぽらんで税金でお
給料をもらっている意識を感じない。やらされている感丸出しで不愉快。１階の窓口などの業務をして
いらっしゃる方はとても感じが良いので、所属する部署や上司によるのかも、とも思う。若い職員さん
だけでなく、ベテランの職員さんも愛想がなく、謙虚さが見られない。もちろん市民に挨拶できない。
公務員はエラいと思っている言動に失望。議員さんは病気を患っていても選挙に当選すると言う噂も信
じられるほど地元への貢献度を感じない。コネで市職員になる人がいるらしい。令和なのに。保守的。
長いものに巻かれている。年功序列。ハワイと交流があると言う割には、いつどんな交流をしているの
か市民は知らなかったりする。広報の仕方が下手。ホームページは見ない高齢者がいることも知ってい
ながら、大切なお知らせはホームページ。お金に関することはちゃっかり郵送で徴収する。生活保護の
基準が職員の知り合いに甘い。職員同士の勤務査定が馴れ合い。「70点つけとくわ」と言う会話があっ
たらしい。 

・宇和島へ行きたくなるようなYouTube のアップロード。 
・観光先としては、勧められない理由は、何もない…と言う印象。釣りが好きな人、お城好き、みかん、
文化。好きな人が選んで行くことはできても、何の好み（特に興味を持つもの）が無い方には、特に勧
めることは思い浮かばないです。他市にはないものはもっているものをどううまくアピールできるかと
も思います。でも、釣り好きに向けて！！とか、そういうポイントを置いてのアピールじゃないと、宇
和島を広めていくのは難しいかなとも思いました。ポイントを決めて観光アピール、〇〇するなら宇和
島と思えるくらい何かできれば良いですね。あと、子ども達が遊んだり親子で過ごす場所は、何かしら 
があっても充実していないのが現実かなと思います。津島の児童館はとても良かったのですが、津島地
区ということもあり、何度も行くことはなかなか。それなら他市に足を運んでも、居心地の良い遊具や
ベンチ、トイレ、小さい子も遊べ、高校生までもが活動できるような公園へ行きます。そして近くのシ
ョッピングモール（スーパー）で買い物をして。その場所で色々な年齢の方が楽しめる場所が集中して
いる所があると、人も集まりやすくなると思います。 

・天赦園のグランドで、のびのびと遊んでいる子どもたちや家族連れ、運動している様々な人が気持ちよ
く利用している姿を見ると、この素晴らしい広い緑のグランドを残してほしいと願います。子どもたち
がのびのびと走り回れる場所をぜひ残していただきたいです。この広々とした緑の場所こそブランドイ
メージの向上に繋がっていくことと思います。 

・子ども達にもっと宇和島の魅力や歴史等、誇りが持てるものだと知ってもらえると、これからの宇和島
につながるのでは。今現在も大事に、またこれからの未来へ続くことも同時に考えて頂ければ。外に出
て、住んでみて、宇和島のことを知ったり感じたことも多々あったので、中にずっといる人に加え、外
に出ていた人などの意見も参考にできれば良いと思います。 

・小さくて、人口も少ないけれど、過疎化丸出しの街並みを放置しておくのは、見る度に寂しい気持ちに
なる。特別珍しいものがある街ではないけれど、せめて“きれいな街”と感じてもらいたい。沿線の花壇、
垣根、海沿いの道、歩道、バス停やトイレ。何気なく通る道々が人の思いのこもった清掃や手入れが行
き届いていたら、それだけでもそこに住む人の街への思いを感じとることができる。メインな物品だけ
でのアピールでなく、人の心のぬくもりを感じる宇和島であってほしいと願う。センスあるまちづくり
のトータルコーディネートしてもらえる人はいないものか。田舎の良さを生かすもの。「ココロまじわ
うトコロ」のキャッチコピーを感じるものは今のところどこにあるのか？！と言う印象。どう展開して
いこうとしているのかも、全く分からない。 

・広報は、センス良く、素敵になったと思います。 
・自然は良いと思いますが、給料の割には物価が高く、何とかならないでしょうか。 
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・伊達博物館の建て替えを、隈研吾さんにして頂きたいです。パフィオうわじまは本当にヒドい作りで、
恥ずかしいです。梼原の図書館は本当に美しく、子どもたちは宿題に毎日来ている姿がＴＶに放送され、
とても羨ましく思いました。隈さんが、なるべく地域の建築物に貢献したいとコメントされていたので、
ぜひお願いしたいです。ずっと残る美しい建築物を望みます。 

 
■女・50代・宇和島市出身 
・みかん、魚、真珠も色々ブランド名がありますが、宇和島と分かりやすい一本にしたらよいと思う。組
合などを越えて協力し、一つにまとめること。そのためには、農家の子、漁家の子が住みやすい助成金
給付や減税をしてあげてください。それを皆で買いましょう。 

・宇和島の真珠のネックレスをプレゼントしたら続々と結婚が決まり、ハッピーアイテムだなあと思いました。
どんどん売り出すべきだと思うし、もっと、宇和島の良いところ発信すべきだと思う。アピールが足りないの
では？ 

・高校野球など、全国レベルで子ども達が活躍してくれたことで、「宇和島市」と言う名前が、認知される
ことがありました。今回の、マラソンの日本記録などでも同様です。色々なスポーツや活動で、全国レ
ベルを目指す子ども達が育つことは、かなり有効だと思います。サッカー、野球などでも、小さいうち 
からクラブ活動があるように、市を挙げて色々なスポーツや活動などで支援できるような活動をもっと
目に見えてできたら、そういう子ども達が育ち、全国で高い位置を目指す人になって、結果宇和島市も
認知されることになるのではないかと思います。 

・シールありがとうございます。 
・宇和島と言えば、牛鬼、じゃこ天ほか、色々ありますが、もっと強烈なインパクトのあるものがあれば
いいと思います。今、宇和島に観光に来ても温泉がありません。津島にやすらぎの里がありましたが、
劣悪な管理が続き休館しています。早く温泉を再開してもらいたいです。宇和島市民の望みでもあるし、
私自身も旅行に行く楽しみは温泉が絶対です。 

・１ 良い取組だと思う。この街の良さは、ＰＲ次第で資源になると思う。これからの若い人たちに、何
もない不便な田舎と思われ、宇和島を離れる選択ばかりではないこと、実は歴史的にも価値がある面
白い街、誇れる場所であることを知らせたい。 

２ 四国遍路の通過点、札所等の文化地理的な利点を生かした観光ＰＲの取組強化。将来的に世界文化
遺産登録となるよう働きかけたり、巡礼の道や宿、民泊等の整備も、数年先のコロナ終息を見据え、
反動で観光客が押し寄せる可能性などを期待し、一歩ずつでも進めておくと将来に希望が持てる気が
する。宇和島城、日振島等も歴史好きには価値あるものだと思われる。 

３ 古き良き物を、選んで守り保存、活用していく。古民家再生に予算を（補助を）。文化財の周知、公
開。 

４ 今の時代に合った広告、世代に焦点を当てたＰＲ方法、文化財、遺跡、史跡、食文化、気候、住み
やすさ等の長所を誰に向けてお勧めし、どの世代の、どこの人々に来宇してもらうのか、または移住、
Ｕターンしてもらうのか、研究すると効果がより上がると思う。 

５ 高齢者に安心の支援。福祉の充実により、ずっと住み続けたい、不安が無い、離れている人が少な
く、子育て世代にも優しい街になると思う。 

・他県に行った時に自慢できる宇和島でありたいのですが、特にこれといったものがないような。まだま
だ宇和島について知らないことがあるのではと思います。そういう宇和島を勉強する場がもっとあれば、
宇和島のもっと良いところが発見でき、もっともっと好きになれるのではないかと思います。 
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・私は、市の職員ではないのですが、みきゃん、ダークみきゃん、伊達にゃんよの入ったＴシャツを仕事
着として欲しいです。ベースが決まっていて、それぞれの会社だったり、学校だったり、部活の名前が
入れてもらえるようなものがあったら（もちろん「うわじま」という文字は必須で）いいのになと思い
ます。「うわじま」出身の人なんかも、作ることができるようにしたら、嬉しいと思う。それぞれの土地
で着てもらったら、知名度も上がると思う。 

・真珠とみかん、鯛、じゃこ天。もっともっとＰＲしていくべきだと思う。地元の若者が地元に残れるよ
う、地元の産業を盛り上げていかないと、宇和島は高齢者ばかりになってしまう。どう盛り上げるか…
案はないですが。コロナの時期なので、人を集めるイベントができていないだけかもしれませんが。宇
和島の良いところ、美味しい物、発信していきましょう。 

・パフィオうわじまの空きスペースにスターバックスコーヒーを誘致してほしい。映画館もできると嬉し
い。ミスタードーナツが無くなったのも寂しい。 

 
■女・60代・宇和島市出身 
・旧宇和島市内で生まれ育ち、吉田町での暮らしの方が長くなった。伊達文化を中心とした広報活動に加
えて、三間・吉田・津島の文化を周知してほしいと思う。 

・広報活動費に市税がどのぐらい使われて、どのような仕組みになっているか見えてこない。費用の多く
は、市外の業者などに使われている気がする。ロゴマーク（市）も、どこの会社へいくら支払ったのか？
広報で知らせているのか。それが、いつのことなのか、分かりません。 

・色々な場所で（近辺も）行われているイベントが分からない。（月日、場所等。後でケーブルテレビニュ
ースなどで知るといった状況）何で知ればいいのか。何で紹介されているのか分からない。知らない人
も多いと思う。もっと分かるように宣伝してほしい。そうするともっと盛り上がると思う。 

・キャッチコピーの「ココロまじわうトコロ」。わざわざ造語でうわじまを逆さ読みで、本来の日本語に
ないまじわうを使用することに違和感が少しあります。もう、若者の略語などは理解できない世代です
ので。正しい日本語は使ってほしいものだと思うので。（まじわるで宇和島をアピールしていくことは
できなかったのかと） 

・自然豊かな人情も厚い良い街だと思うが、ショッピングなどの楽しみもできれば良いと思う。商業施設
などできればもっと活気が出ると思う。（回答になっていないかもしれませんが、意見として） 

・今から生活していこうと支所に行った際の、窓口の定年を過ぎたであろう男性職員の対応の酷さに呆れ
ました。女性職員の方にほとんどの指示を仰ぎ、自分では分からない様子だったと。若い方の育成を強 
く望みます。今後の手続きは、その支所には二度と行くことはありません。他支所に行ったら対応も良
くスムーズに手続きが終了したそうです。こんな街に住みたくない。 

・「宇和島って、どんなとこ？」って聞かれ、「前を向けば、海。後を見れば、山。」と答えたことがありま
す。自然に囲まれたのんびりとしたところで、私は大好きなのですが、山は林ではなく森になっていま
す。海は、皆が生産場、生活の場として活用していますが、山に少し「力」を注いでほしいと思います。 

・宇和島市民でも、宇和島城を現存天守 12城の 1つであることを知らない人がいる。小さい天守である
が、価値あるものと自慢でき、まず市民に認知してもらいたい。 

・宇和島と言えば真珠。真珠エキス入りの化粧品があるとテレビで放送され、それを見た人が、わざわざ
県外から探しに来たという話を聞いた。（化粧品店の話）可能であれば、真珠を活用した化粧品などを
作成、製造販売してはどうか。 

・以前より商店街および周辺が寂しく、これでは若い方々は魅力を感じず、居つかないのでは。 
・宇和島を、島だと思っている人がいる。愛媛県内でもそういう人に会ったことがある。もう少し、認知
度を高める必要があると思うが、現場で何ができるのかは私には分かりません。 
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・歳をとると、ＩＴやパソコン、スマートフォン等、使いにくいものばかりです。高齢者向けのＰＲなど、
紙面などで考えていただければと思います。 

・友達に何かの機会に真珠などをプレゼントしますが、お店には入りづらく、買いにくいような雰囲気な
どがあります。道の駅の中に求めやすいコーナーを作ったり（値段、種類等）選びやすい環境作りも大
切かな？と思っています。 

・『柿原の柿』をご存知でしょうか。出荷時の平箱や送り箱に、『柿原の柿』と印刷しています。我が家は
兼業農家で細々と作っています。これだけではとても暮らせません。専業農家さんも少なくなりました。 
後継者もいませんので、10年、20年後はどうなっているのか心配しています。甘くて、美味しいので
送ると皆喜んでくれます。「他と違うね！」と。それができなくなると残念です。個人ではネット販売も
難しいし、何とかなりませんか。 

・子どもの時から宇和島のことを自身のことと考えたりしていくと良いと思う。防災マップ作り、地域の
産業の体験（見学とかだけではなく）自分たちが宇和島で働くなら何ができるか、どうしたら良いか考
えることを始めることが大切。地域の人たちと交流していく。このように取り組んでいけば、広報活動
についてのアイデアも生まれてくると思う。それぞれがんばっている人たち（業種）に他の業種など横
のつながりを作ってくれる人があれば、困ったときにアイデアをもらったり、助けてもらったりするこ
ともできると思う。こういう人がこんなことやっているよ、というのを広報で地道に取り上げ、認知度
を高めていくしかないかな。今のキーワードが「持続可能な社会づくり」だから、宇和島をどのように
「持続可能な社会」にしていくか考えていけば良いかなと思う。小さな街だけど、自立してやっていけ
る宇和島（病院、教育、福祉、電力、水等）にしていかないといけないと思う。特にこうしたら良いの
ではないかというプラン・活動はすぐには思いつきません。 

 
■女・20代・宇和島市外出身 
・初めて宇和島の広報を見たときは、「読みづらい」「面白くない」と思った。なんとなく第一印象が捨て
られず、今も読むのには勢いがいります。地元の広報や Youtube は自慢したくなるもので、よく広報
の表彰にも選ばれていました。広報のカメラマンはドローンの撮影をしたり、よくみんなとコミュニケ
ーションを取ってくれていて、すごくフレンドリーでした。広報がすごく近いもので存在していました。
ゆるキャラもあり、ゆるキャラが話しているような中身もありました。宇和島の広報は少し古いひと昔
前のものという印象を感じる。少しずつ写真のクオリティは上がったなと感じるが、カラーも少ないの
で読みづらい。 

 
■女・30代・宇和島市外出身 
・公式LINEで発信する情報をレベル＆クオリティ＆魅力アップして頂きたい。すべてのＳＮＳで同じ情報でな
くて良いので、（Facebook と Twitter はほぼ同じ印象）使われている層に合わせた情報発信をお願いしたい
です。LINEでは、ホリバタやまちづくり系のイベント情報を発信して頂きたいです。 

・公務員で全て担おうとせず、「こういうところができない」といった弱み、関わりしろを公表して、民間
企業や個人がまちづくりや魅力発信に関われるようにしてもらえたら、多くの人を巻き込んでいけるの
ではないかなと思います。たくましい中小企業が多いと思いますので、そういった企業があることを、
市内の若い人たちに知ってもらえる機会があれば、将来的にＵターンしてもらえるのかなと思っていま
す。小中高校生に宇和島の歴史、文化、産業に関する教育を行ってもらいたいです。これが将来的に、
宇和島を支えてくれると思います。子どもを育てるように、ブランドを育てていきましょう。
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・宇和島で住むことは私には合っていなかったため（今住んでいる場所の地域性が合わないだけで、市内
の他地域は良い場所なのかもしれませんが）、市外への移住を予定しています。ですが、観光地として
は宇和島は魅力的な場所だと思います。有名な観光地（宇和島城など）だけでなく、変わったお店やレ
トロな路地等のマイナーな場所も併せて、とにかく周知のために発信をしていけば良いかと思います。
美味しい食べ物もたくさんあるし、もったいないなと思います。パンフレットなどを見ても、大体どれ
も同じようなこと・場所の紹介しかない、ありきたりなものが多いように感じます。お金はかかるので
しょうが、冊子のようなパンフレットに、情報をたっぷりと詰め込んだものの方が読んでいて楽しいし、
興味が湧くかと思います。それを県内外の道の駅、交通機関の施設等、旅好きの人が多い場所に置いて、
とにかく周知するしかないかと。インターネットは興味を持って初めて調べられるものだと思いますの
で、まずは発信（パンフレット、ポスター等）して、目に留めてもらうのが大事だと思います。ＳＮＳ
はバズったりしない限り、内輪で楽しむものでしかないと思います。映える写真とかを上げ続けてバズ
るのを待つしかないのかなと思っています。ただ思っているだけのことをだらだらと書いてすみません。
観光資源は決して少なくない街だと思うので、観光ＰＲが上手な県などを参考にしてたくさんの人に周
知されればと願っております。かわいいシールを同封してくださりありがとうございます。他県の文通
相手の手紙に貼ってＰＲさせていただきます。 

・紙媒体の広報冊子を実際に手に取るのが良いと思います。最近の若い人はインターネット依存症の人が
多くスマートフォンやパソコンで情報収集していますが、私は、インターネットは好きではないし、イ
ンターネットは犯罪の温床となる空間だと思いますし、バーチャルで何でも体験できるような最近のＳ
ＮＳには様々な問題があると思っています。最近の若い子どもたちにもインターネット依存症の子ども
が増えていますし、ネット空間には誹謗中傷などの犯罪も多いですから、特に義務教育に通っている子
ども達などにはインターネットは使わせない方が良いと思っています。昔ながらの昭和のようなインタ
ーネットがない時代のように、パソコンはなるべく使わず紙媒体で新聞を読むべきだと思います。昔の
人はインターネットを使わずに本を読んでいましたしね。 

・うわじまブランドのロゴマークとキャッチコピーは良くできていると思いますが、公募する機会があっ
ても良かったのではないかと思います。（大人はもちろんのこと、市内の小中高校生等からも。キャッ
チコピーの字だけを手書き風のフォントにするなど。子ども達に実際に書いてもらった中から選ぶとか）
広報についてですが、表紙の写真に関する記事を載せてほしいです。６月号の写真は、中の記事にもお
話が載っていないし、季節感も無いので、何が伝えたいのか全く分かりませんでした。また、素敵な写
真なのに、関連する記事も無く残念に感じることもあるので、中の記事と表紙の統一感があると良いと
思います。 

・坂下津インターチェンジ近くの来村川河口付近は、バードウォッチングをしている方を見かけます。な
ので、撤退して営業していない東洋軒店舗を施設として、店舗前の駐車場を公園に、第２駐車場をその
まま駐車場として利用できたら良いのではないかと思います。地元の人間さえ、買い物をする時に、車
をどこに止めるか惑ったり悩んだりします。特に商店街の店に行く時は、どこに停めたらお店に近いか
悩みます。なので、市営・民営・個人、規模の大小関係なく宇和島市内にある全ての駐車場を検索でき
る機能を『伊達なうわじま安心ナビ』につけてほしいです。「地元の人間が車で買い物しやすい」＝「車
で観光に来やすい」と思います。あと、路上駐車も減ると思います。 
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・今後、高速道路が愛南町の方へ延伸することで、松山など都市部への人の流出が増加すると思います。
これまで、宇和島へ買い物に来てくれていた人達も、松山へのアクセスが良くなると、より気軽にそち
らへ出かけていくのではないかと心配しています。高速がつながり、便利になることは良いことです。
しかし、これまでも、高速ができたことで、それまで細々とでも人が集まっていた国道沿いの店が無く
なり、人気が無くなり寂しい感じに変わっていきました。宇和島市の中心部においても、そのような状
況にならないかと不安に感じます。今のコロナ禍の状況もあって、飲食店や大手チェーン店も閉店して
います。商店街も静かです。私は中予出身ですが、「南予と言えば宇和島」という印象をずっと持ってい
ましたが、その宇和島が寂れていくことは南予全体に影響すると思うので避けていきたいです。エミフ
ルのような大きな商業施設が欲しいのではありません。困らない程度に買い物ができ、医療が受けられ、
歳をとってもこの土地で生きていけたら良いのです。時々、松山や旅行に行けたら良いのです。宇和島
の穏やかな自然を観光客の人達に知ってもらえて、「疲れたら癒されにおいで」って、休息できる場所
を提供できて、店主がこだわり作った商品が並ぶ個人の店を巡って。大きく派手なことではなく、長く
続けていける宇和島の魅力発信ができればと考えます。 

・宇和島の鯛に関する話題をテレビで目にする機会が増え、刺身や鯛めしにとどまらず、他の活用方法も
色々と可能性があると感じました。様々な方のご尽力あってのことと思いますが、今後も楽しみにして
おります。南予地方はみかんの種類も豊富だと感じています。ただ、新品種の名前や特徴が覚えにくい
ので、道の駅やスーパーにＰＯＰなどでアピールして頂けると、南予のみかんの認知度が上がるのかも
しれません。宇和島と言えばこれ！とわかるようなキャッチフレーズや商品があればさらにブランドイ
メージの向上につながるかもしれません。（既にあるかもしれませんが、じゃこ天食べ比べセットなど。） 

・大洲市の映画館が閉館になった今、何度か映画のロケ地になった宇和島市に映画館を誘致できれば最高
だと思います。そうなれば、南予地区唯一の映画館です。建物は元しんばし本店を利用して、席は芝居
小屋や寄席のように枡席を設けてレトロな造りに。１階は過去作から上映中の映画原作本に特化した本
屋さんやグッズ販売店があれば良いなと思います。宇和島自動車のバスを利用した人には、映画鑑賞料
割引サービスがあっても良いかなと思います。もし、商店街に映画館ができれば、商店街も盛り上がる
と思います。 

 
■女・40代・宇和島市外出身 
・鯛めし、じゃこ天、みかん、ブリ、宇和島城等、宇和島市と結びつけられたキーワードをテレビなどで
もよく耳にするようになりました。ただ、それがとても遠いところにあるような気がして。市内（旧市
街ですが）に住んでいながら、それらの魅力に触れることがなく、宇和島を楽しんでいるかと問われた
（気がした）今回のアンケートは、自信を持って回答することができませんでした。この機会に、ホー
ムページやこの取り組みについて知ったことも多くありました。情報量や文字が多く、全てを見ること 
はできませんでしたが、色々な方が地元のために頑張っておられることが分かりました。広報活動につ
いての意見ではありませんが、少し感想を書かせて頂きました。 

・もっと宇和島に行きたいと思えるような所もない。ブランドを作ったのに、そのブランドは何に使うの
か？何のためのものか認知度を知ったところで、それが皆がわかるのかよくわからない。もっと市民が
「宇和島良い所で来てみてや」と言える市づくり。町をきれいに、住みやすいところ＝ブランドが先と
思うのは何？ブランドを向上させて、宇和島が良くなるのかと思います。が、すごく良い街にしてほし
いです。 

・ホームページや観光パンフレットがおしゃれで見やすくなったとも思います。 
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■女・50代・宇和島市外出身 
・観光にもっと力を入れるべき。市民自体がこんなに観光素材がたくさんあるのに理解していなくてかわ
いそう。大きなアーケード、きさいや等、人が集まれる場所はあるが、残念な感じ。外から来る人たち
は美味しい魚とか期待して来ているけど、宇和島に来ても全く無し。きさいやでいっぱい売ってくださ
い。遊びに来た人もとても残念がっています。よろしくお願いします。あと温泉も無いのが残念です。 

・広報を読んでいると代わり映えしない。特に議員のところは自分たちの周りのことだけしか話し合って
いない。例えば学校のこととか。片親子育て世代にしか優しくない。予算の少ない宇和島だけのイメー
ジしかない。もっと高齢者の多いみかん農家、荒れ果てた畑など率先して買い取って、宇和島市で盛り
上げてほしい。せっかくみかん畑があるのに、今の市長何もしてないの？って思うほど、石橋さんの時
の方が色々やってくれた。顔が見えた。宇和島に来てほしいのなら、今流行のジップラインを九島でや
るとか、バンジージャンプとか。せっかく海がきれいで土地がある津島の南レク近くに水族館とか作っ
てほしい。宇和島は寂れていくイメージしかない。町おこしに力が入ってないです。コロナでキャンピ
ングカーでの旅行なども流行しているなら、キャンピングカーを停めて泊まれる海沿いの施設とか。
色々な所から来てもらえると思います。せっかく、じゃこ天、真珠、鯛めし、色々良い物があるのに、
高知のおひろめ市のような賑やかで宇和島の物が食べられる市場があればもっと良いです。きさいやも
頑張ってはいますが。買ってその場で食べられて、飲めて、としてほしい。後はアーケード。年々寂れ
ていき、かわいそう。今は昭和レトロがまた流行ってきています。そういう街にして人集めたらおもし
ろいです。埼玉には昭和レトロな街並みができたとか。予算もそういうところにどんどん使っていただ
き、昔からがんばっているアーケードに昭和レトロ感を出して人を集めてください。やればできるはず
です。（笑）すみません。思ったこといっぱい書きました。 

・観光地としての魅力が無いので、旅行客が来ない。宇和島城は素晴らしい天守閣を持っているけれど、
知人はがっかりして帰りました。他にも行ってみたい所がなければ、人は来ません。さびれて不便にな
るばかりの宇和島に住みたいとは思わない。 

・宇和島市は、広報不足だと感じる。今はコロナでイベントも少ないが、宇和島に住んでいる人が知らな
いイベントがたくさんあったりする。もっと、市をあげて、観光やイベントを色々発信していくべきだ
と思う。 

・真珠や鮮魚の品質は素晴らしいと思います。ただ、真珠のプロモーションに市民を活用するのは頭打ち
のような気がします。 

・自転車の愛媛県での整備はとても進んでいると思います。（サイクルラインやサイクルトレイン等）遅
ればせながら、宮崎県でも少しずつ自転車に乗る人が増えてきました。愛媛県と宮崎県はフェリーで繋
がっています。コロナでは高校の卒業旅行で候補に上がったほど、「いつか行きたい」県になっている 
と思います。ですが、決め手がなかなか。「友達に会うため」なら行ってもいいかなと奥さんが思っても
「山道の運転は…」と旦那さんが乗り気になれない。そこで、私の経験からではありますが、夫婦で体
験旅『宇和島市を拠点に愛媛をぐるり サイクルトレインと美味しいのに太らない旅（郷土食）』。奥様
には、ふくめんや丸ずし（健康食）、パール美容成分のシャンプーで温泉（松野町）シノハラの図書館で
ゆったり過ごして少しボルダリング。旦那さんにはロードバイクで周ってもらう。（トレイン併用）一
緒にマウンテンバイクをレンタルして予土線電車の旅も。宮崎発でも、帰りはフェリーも利用して、運
転を気にせずゆっくり帰れます。長い旅行でお金もかけられるなら、四国カルストや道後温泉やとべ動
物園をプラス。伊予灘ものがたりで１周でも。九州・山口サイクルツーリズムに愛媛県が加わってくれ
たら、ますます楽しそうなルートになりそうです。パンフレットを同封しました。ご参考になれば嬉し
いです。宇和島市は文化も歴史もあって、高知にも繋がっている魅力があります！楽しみにしていま
す！  



第３章 市内調査 

84 

 
 
・特産品、特産品のＰＲに工夫があれば、と感じることがあります。その品１つをＰＲするのではなく、
食べる物であれば、それを使った料理や、アレンジ（創作）を一緒にＰＲしてほしいと思います。自然
に関しては、その時季に応じた観光とタイアップさせたイベントを考えていただけたらと思います。 

 
■女・60代・宇和島市外出身 
・ＳＮＳを利用して色々しているみたいですが、年寄りは見る機会はほとんどありません。市全体が若年
層ありきでやっているのでは？緊急時のサイレンも、電子音の一定のトーンでは耳の不自由な人は聞き
取れません。強弱の音域が望ましいと思いますが。 

・もう少し年配者に優しい街になってほしい。それは年配者を特別扱いしてくれということではなく、年
配者と若者をつなげてほしいということです。 

・広報活動というわけではないけれど、宇和島以外の人がビックリすることの１つに、病院がズラリと並
んでいる！！と、県外の人たちはビックリする。そんなふうに、食べもの屋さんがズラリと並んだりし
たら面白いと思う。（カナダに行った時に、骨董品店がズラリと並んでいて、見ごたえがありビックリ
した。） 

・移住者を受け入れることに当たって。宇和島の土地について、地番と登記の場所等地図上で異なってい
る所が多く売買ができない。早く整理しないと空き家も廃れていく一方です。 

・若い人達が学校卒業しても働く場所が少なく、県外に出るケースが多い。若い人たちが地元で頑張れる
ように職場を増やしてほしいと思います。若い力が原動力です。魅力的な街づくりをお願いします。 
※伊達なうわじま安心ナビ、楽しく活用させて頂いています。 

・子ども達が、外で遊べる公園とかの整備をしてほしい。駐車場も。九島の橋や景観を生かした観光に取
り入れると良いと思う。魅力ある場所ができることで、認知度やブランドイメージにもつながると思い
ます。 

・若者が遊べる場所がほしい。空き家が多いと街が暗く見えるので、地域ごとに綺麗にして、すっきりし
た街になると良いと思います。 

・岡原市長様にこの手紙を読んでもらうために書きました。必ず渡して下さい。今回市長に２点お聞きし
たくてペンを取りました。私の孫は 16歳、13歳です。コロナワクチンが 12歳から接種をスタートし
ている。私なりに精査して調べてみましたがどうしても 12歳から打つと言うことは安全なのか？この
ワクチンはまだ治験中だということですね。この先どうなるかわからないこのワクチンを 12歳から打
つのは不思議でたまりません。「遺伝子組み換えワクチン」であり、歴史上初だと本にも書かれていま
した。コロナで若い子達は死んでいません。が、コロナワクチンでは 20 代は数人亡くなっています。
今までのコロナワクチンで亡くなった方、国は認めていません。もし宇和島で12歳からの子どもたち
が亡くなったら「自己責任」この一言で終わらせてしまうでしょう！こうなる前に宇和島のトップに立
つ方でしたら、もっと情報収集するべきでは？ 
もう１点、コロナ感染で死亡、重篤者が出たらテレビで知事、市長たちが騒いでいましたが、コロナワ
クチンで死亡や副反応状況の報告が一切ありません。治験中であるならワクチンを打つ前にこういった
情報を国民は知るべきです。おかしくないですか？安心と言いながら、既に566人死亡、重篤者も2,000
人を超えています。１番最初に報告すべきことです。それをマスコミや政府、知事、市長、裏がないの
であれば堂々と発表するべきです。宇和島市ならラジオ放送を使って発信できることです。なぜ国、愛
媛県はコロナワクチン死亡を表に出さないのか？大変な大問題であると思います。市長様、暑くなりま
したご無理なさらないように。 
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■性別無回答・60代・宇和島市外出身 
・私達の若い時みたいに、商店街で買い物をする習慣がなくなり、今の若い人達（家族）は車でどこでも
出向いていけるような社会になってきているので、宇和島自体の活性化にはなっていないと思います。
商店街の駐車場にわざわざ車を止めてまで買い物をする人は少ないと思います。閉店時間も早過ぎる。
ひとつの集合体（ファッションモール、フード）があるような、１カ所で、買い物ができるような施設
があると良いと思う。商店街で何かイベントなどをしていても、告知が広がっていないため、何がある
のか、やっているのか分からないし、人から口コミで知ったりすることが多い。宇和島祭りも、今まで 
のやり方ではあまり魅力がないと思う。もっと、若い人の意見も受け入れて、変化がほしい。きさいや
広場は、駐車場が難点だと思います。止めにくいし、すぐ満車になる。パフィオうわじまは、会場（レ
ッスンなどで使用したことがあるが、使用料も高い）、駐車場代も高い。空調料金も別途要る。 


