
宇和島市の新しいまちづくりのための

住民アンケート調査

参考資料
（キーワード）

平成１８年８月

宇 和 島 市



キーワード

※左のNo.は、通し番号を振った調査票のうち、記入があった調査票を表す。

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード

1 女性 70歳以上 宇和島地区
青い海と空。鬼ヶ城連山。海上から眺めてみませんか、
鬼ヶ城連山。

7 女性 50代 宇和島地区 活気に満ちた南予の楽天地
8 男性 50代 宇和島地区 やさしい町
9 女性 60代 宇和島地区 清閑碧空
10 男性 70歳以上 宇和島地区 自然
14 女性 60代 宇和島地区 「いきいき」「思いやり」「元気」「活気」
16 男性 50代 宇和島地区 豊かな自然
18 女性 60代 宇和島地区 「ほんの少しの思い遣り」
22 男性 60代 宇和島地区 「海洋牧場」
23 女性 30代 宇和島地区 心
25 女性 40代 宇和島地区 豊かな山と海
26 女性 50代 宇和島地区 活力
31 女性 60代 宇和島地区 「活気」
34 女性 50代 宇和島地区 おもいやりのある町づくり
35 男性 60代 宇和島地区 安らぎの町・癒し
36 女性 40代 宇和島地区 少しの愛で大きな愛を育てよう！

39 女性 70歳以上 宇和島地区
子どもや大人が楽しくお金もかからない娯楽物があるとい
い

40 女性 40代 宇和島地区 緑
41 女性 30代 宇和島地区 安心
45 男性 40代 宇和島地区 「地域主義」
47 男性 50代 宇和島地区 海鮮
48 女性 30代 宇和島地区 楽しい・活気ある
52 女性 50代 宇和島地区 ゆとりの心（他人を思いやる広い心を持つ）
54 女性 70歳以上 宇和島地区 「文化」「健康」「暖かさ」
57 女性 30代 宇和島地区 生きものとの共生
59 女性 50代 宇和島地区 思いやり
62 男性 70歳以上 宇和島地区 緑の城下町
67 男性 50代 宇和島地区 活気
68 男性 60代 宇和島地区 活気
70 男性 30代 宇和島地区 全国一母子家庭の住みやすいまち
71 女性 70歳以上 宇和島地区 「若者が育つ町」
76 女性 60代 宇和島地区 輝き
81 女性 50代 宇和島地区 「おもいやり」「笑顔」「コミュニケーション」
84 男性 30代 宇和島地区 市職員
86 女性 70歳以上 宇和島地区 光る街　輪　温かさ（温もり）
89 男性 50代 宇和島地区 （ゴミのない）美しい海を育て守る市

93 女性 70歳以上 宇和島地区
若い人達が住みやすい町になるよう願っています
子どももすくすく育つように

98 女性 60代 宇和島地区 活気
99 女性 50代 宇和島地区 海の恵み
101 男性 60代 宇和島地区 海と山を満喫
105 女性 70歳以上 宇和島地区 迷ってます
106 男性 50代 宇和島地区 清潔な空間
109 女性 70歳以上 宇和島地区 希望の道

110 女性 30代 宇和島地区
文化
高齢者にやさしい街

112 男性 70歳以上 宇和島地区 活力
116 女性 30代 宇和島地区 「すごしやすさ」

10年度の望ましい市の姿をイメージ的に表す言葉や、今後のまちづくりのキーワードとなる言
葉について、お考えがありましたら、ご記入ください。（例：「青い海と空」・「自然」・「交流」・「やさ
しさ」・「子育て」）
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
117 女性 50代 宇和島地区 老後は安心
120 男性 50代 宇和島地区 活力
121 男性 30代 宇和島地区 「人と自然が輝くまち」
124 男性 70歳以上 宇和島地区 自然、やさしさ
129 女性 70歳以上 宇和島地区 若者に活力
130 男性 50代 宇和島地区 活気
136 男性 50代 宇和島地区 超自然
137 女性 60代 宇和島地区 若者と高齢者とのふれあい
138 女性 60代 宇和島地区 元気　暮らしやすい　楽しい
141 男性 20代 宇和島地区 「光る海、輝く野山」
142 男性 60代 宇和島地区 思いやりのあるやさしさ
143 女性 50代 宇和島地区 子育てにやさしい町
147 男性 70歳以上 宇和島地区 接待の心
148 女性 70歳以上 宇和島地区 朝の挨拶
151 男性 50代 宇和島地区 明るい笑顔と自主防災組織の充実
153 女性 50代 宇和島地区 ふれあい
158 女性 40代 宇和島地区 活気あふれ、笑顔があふれる市
160 男性 60代 宇和島地区 やさしさ
162 男性 不明 宇和島地区 やさしさ
166 男性 60代 宇和島地区 希望
168 女性 40代 宇和島地区 「思いやり」

177 男性 70歳以上 宇和島地区

「希望」「誕生！未来のピア」「小さい歌声、やがて皆の
大合唱へ」「蘇れ、わが郷土」「夢と語ろう」「語り続け
よう、青春のときめきを」「月のように優しく、太陽のよ
うに力強く」「新星Ｕへ」

178 男性 40代 宇和島地区 自然にやさしい町
181 女性 20代 宇和島地区 和み
182 女性 50代 宇和島地区 おだやかさ
185 女性 50代 宇和島地区 住みよい町
187 女性 50代 宇和島地区 青い海と空
191 女性 40代 宇和島地区 ふるさと（大好き。帰る場所。心）
194 男性 40代 宇和島地区 あたたかい心の町
199 男性 30代 宇和島地区 のどか

200 女性 60代 宇和島地区
宇和島にもっともっと若者が働けるところを作ってくださ
い

203 男性 30代 宇和島地区 うるおいの街
205 女性 30代 宇和島地区 みんなの笑顔
206 女性 70歳以上 宇和島地区 「活力ある街」
207 男性 20代 宇和島地区 創まりより未来へ

208 女性 50代 宇和島地区
光　暖
あかるい、あたたかい市や町になったらいいと思います。

210 女性 60代 宇和島地区 地球にやさしい
213 女性 50代 宇和島地区 歴史と観光
216 男性 70歳以上 宇和島地区 交流
217 男性 40代 宇和島地区 自然、共生、住みやすいまち

220 男性 40代 宇和島地区
住と食の安全
昭和３０年代の宇和島の人がらは本当に良かった

221 女性 60代 宇和島地区 平和　思いやり
222 女性 50代 宇和島地区 自然広がる緑の田畑、青い海
223 男性 70歳以上 宇和島地区 思いやりのあるやさしさのある町に

226 女性 50代 宇和島地区
文化の街
宇和は小さい街なのに古い町並みをうまく利用していま
す。

227 男性 60代 宇和島地区 自然の保護
228 男性 50代 宇和島地区 活力　生き生き
229 女性 40代 宇和島地区 子どもが育つ環境が良い
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
230 女性 60代 宇和島地区 やさしさ
233 女性 30代 宇和島地区 子育て
238 女性 20代 宇和島地区 安心、やすらぎ
239 男性 20代 宇和島地区 牛鬼が笑ってる
240 女性 60代 宇和島地区 青い海、緑の山、黄色いみかん
241 女性 40代 宇和島地区 支えあい、希望
244 女性 30代 宇和島地区 こどもの笑い声が響くまち
245 不明 70歳以上 宇和島地区 「真珠」「じゃこ天」
247 女性 50代 宇和島地区 「見守る」次の世代に協力していく
248 女性 30代 宇和島地区 「豊かな自然」「安全な街」
251 男性 40代 宇和島地区 ふるさとの海　宇和島
253 男性 40代 宇和島地区 人を愛し　緑を愛す
258 女性 50代 宇和島地区 心にゆとりを
261 男性 70歳以上 宇和島地区 青い海と空　子育て
268 女性 70歳以上 宇和島地区 美しい町　緑と花　活動
278 男性 70歳以上 宇和島地区 リアスの海、宇和島　リアスの宇和島
280 女性 60代 宇和島地区 清々しい自然と文化
281 女性 40代 宇和島地区 雇用
282 女性 40代 宇和島地区 人と人　元気で明るく
287 男性 40代 宇和島地区 「いいことありそ」なまち
288 女性 70歳以上 宇和島地区 やさしさ
289 女性 30代 宇和島地区 活気のあふれる
290 男性 30代 宇和島地区 もっと仕事を！
291 女性 50代 宇和島地区 生活安定
302 男性 30代 宇和島地区 活気
304 女性 70歳以上 宇和島地区 真珠とみかんの町
306 女性 60代 宇和島地区 ゆったり　はじける笑顔
308 男性 30代 宇和島地区 共存（自然、各世代間いろいろ含めて）
313 女性 40代 宇和島地区 明るく元気な街
316 男性 60代 宇和島地区 青い海と空
319 男性 40代 宇和島地区 誇り
323 男性 50代 宇和島地区 青　緑　空
324 女性 50代 宇和島地区 活気ある宇和島　文化のある宇和島
326 女性 70歳以上 宇和島地区 若者が安心して住めるまちづくりをぜひ実現してほしい
330 女性 70歳以上 宇和島地区 もう少しやさしい宇和島市を希望します
332 男性 50代 宇和島地区 子どもやお年寄りが昔のように交流を持てるまちづくり
334 女性 50代 宇和島地区 蛍こい、宇和島の水は甘いぞ！
337 女性 50代 宇和島地区 青い海とミカン
338 男性 60代 宇和島地区 城下町の特性と活力
343 女性 50代 宇和島地区 美しい緑と青い海とやさしい町
345 男性 20代 宇和島地区 心
346 男性 60代 宇和島地区 誰とでも心の通じる会話ができる
347 女性 50代 宇和島地区 若者の定住
350 男性 20代 宇和島地区 革命
351 男性 60代 宇和島地区 友情
352 男性 50代 宇和島地区 活気のある町
355 女性 30代 宇和島地区 活気のある町にしてほしい
357 男性 50代 宇和島地区 もっと開かれた行政
360 男性 20代 宇和島地区 和み
362 女性 30代 宇和島地区 住みよい町　思いやり
363 女性 60代 宇和島地区 活気のある宇和島
365 男性 60代 宇和島地区 子育て
367 女性 70歳以上 宇和島地区 愛　豊かな自然と人の城
368 男性 50代 宇和島地区 豊かな自然、活気ある農業・漁業
369 女性 70歳以上 宇和島地区 やさしさと活力のある市になればと思います
372 女性 30代 宇和島地区 自然を残しつつも暮らしやすい環境づくり
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
375 男性 50代 宇和島地区 活気
376 女性 60代 宇和島地区 人に優しく自然と語ろう
378 女性 70歳以上 宇和島地区 青い海と空に橋をつけてください
379 男性 40代 宇和島地区 市民のために
383 女性 40代 宇和島地区 海と空と企業　みんなの市
386 男性 50代 宇和島地区 人が町を作っている
390 女性 20代 宇和島地区 生き生き・充実・スマイル・発展
395 女性 30代 宇和島地区 すみやすさ
397 男性 70歳以上 宇和島地区 青い海と空
400 男性 60代 宇和島地区 青い海と空そして交流
402 女性 40代 宇和島地区 心も緑も豊かな町
403 女性 70歳以上 宇和島地区 温かさ
405 男性 50代 宇和島地区 交通信号の整備　自転車の安全運転　歩いても信号が短い
407 男性 30代 宇和島地区 元気
409 女性 50代 宇和島地区 おだやかな生活
411 男性 50代 宇和島地区 やすらぎ
412 男性 70歳以上 宇和島地区 ささえあい
416 女性 60代 宇和島地区 思いやり
418 女性 40代 宇和島地区 思いやり
421 女性 30代 宇和島地区 子育て　商店街の活性化　道路整備
422 男性 40代 宇和島地区 希望　定着　安心　飛躍
425 女性 70歳以上 宇和島地区 老人にはやさしさがほしい
427 男性 60代 宇和島地区 改革
429 女性 60代 宇和島地区 生き生き
433 男性 50代 宇和島地区 青い海と空
434 男性 30代 宇和島地区 希望あふれるまちづくり
435 女性 60代 宇和島地区 市街地（中心街）の活性化への創意工夫が一番
437 男性 50代 宇和島地区 高齢者と若者の交流
441 男性 30代 宇和島地区 ささえあい
445 男性 30代 宇和島地区 地球にやさしいまちうわじま
447 女性 40代 宇和島地区 人の集まる街
448 女性 60代 宇和島地区 おはようのあいさつのできる町
449 女性 20代 宇和島地区 癒し　心のふるさと
451 男性 20代 宇和島地区 人の温もり
454 男性 30代 宇和島地区 豊かな自然　住みやすいまちづくり
456 男性 30代 宇和島地区 日常への感謝の気持ち
457 男性 30代 宇和島地区 海と自然と魚
460 女性 40代 宇和島地区 明るい　活力
462 男性 30代 宇和島地区 住みたい町
467 女性 40代 宇和島地区 活気のある町
470 女性 60代 宇和島地区 平和
473 男性 20代 宇和島地区 宇和島市全体が明るい
475 男性 60代 宇和島地区 希望
479 男性 40代 宇和島地区 活気のある町
483 男性 50代 宇和島地区 城山
484 女性 60代 宇和島地区 みんなが楽しく暮らせるまち
485 女性 50代 宇和島地区 発展
487 女性 60代 宇和島地区 若者が都会に流れないような環境づくりを
488 女性 40代 宇和島地区 発展
489 女性 70歳以上 宇和島地区 高齢者福祉
493 男性 30代 宇和島地区 きれいな空気ときれいな海
496 男性 60代 宇和島地区 気兼ねの無い生活
497 女性 50代 宇和島地区 愛　助け合い
500 女性 50代 宇和島地区 活力
501 男性 40代 宇和島地区 教養と礼節の街
503 男性 30代 宇和島地区 自然と人々が仲良く
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
506 男性 60代 宇和島地区 もてなしの心

508 男性 40代 宇和島地区
安全な宇和島市（自然も、水も、野菜・食べ物、防犯も安
全な）

509 女性 20代 宇和島地区 いきがい
510 男性 30代 宇和島地区 若さ　思い切り　革命
512 女性 30代 宇和島地区 活気
513 女性 30代 宇和島地区 住みやすい町に！
514 女性 20代 宇和島地区 活気があふれる街　にぎわい
516 女性 30代 宇和島地区 人が集まる・輪のある街
518 女性 40代 宇和島地区 太陽とくつろぎの町
525 女性 20代 宇和島地区 「活気」・「若者」
528 女性 50代 宇和島地区 子供からお年寄りまで安心して住める町
529 男性 70歳以上 宇和島地区 自然を大切にしてほしい
530 男性 40代 宇和島地区 歴史の感じられる街づくり
531 女性 20代 宇和島地区 安心して住める町
532 男性 50代 宇和島地区 対話
533 女性 40代 宇和島地区 青い海　さんご礁
536 女性 40代 宇和島地区 躍進
538 男性 70歳以上 宇和島地区 青い海と空
539 女性 60代 宇和島地区 城下町らしさ
543 男性 50代 宇和島地区 活力ある水産業、農業
546 女性 40代 宇和島地区 活気・安定・若者達
548 男性 20代 宇和島地区 元気な魚
549 女性 40代 宇和島地区 夢と希望　活力のある宇和島
551 女性 20代 宇和島地区 めざせ、10万都市！

553 女性 30代 宇和島地区
・住みやすいまち
・人とのつながり

555 女性 70歳以上 宇和島地区 働く所なしで、子育てはだめです。
556 女性 50代 宇和島地区 全員身内
557 女性 30代 宇和島地区 活力
559 男性 60代 宇和島地区 住み良い宇和島
563 女性 40代 宇和島地区 人が行きかう町
565 女性 40代 宇和島地区 昔ながらの自然
566 男性 50代 宇和島地区 共生
568 男性 20代 宇和島地区 助け合い
569 女性 50代 宇和島地区 希望
572 男性 50代 宇和島地区 海畑

573 男性 60代 宇和島地区
やさしさ、明るさ、自由、無差別、相互理解、尊重の精
神、青い山、清い水、思いやりのある人々

576 男性 50代 宇和島地区 健康で安心おいしい食材がある街
577 男性 70歳以上 宇和島地区 小さな手に大きな夢
578 男性 20代 宇和島地区 歴史、文化、芸術
584 男性 30代 宇和島地区 普通の安全、普通の安心
585 不明 70歳以上 宇和島地区 青い海と空
590 女性 50代 宇和島地区 穏やか
593 女性 50代 宇和島地区 若者も、高齢者も“いきいき”と暮らせる街づくり
594 女性 20代 宇和島地区 「暮らしやすい町」、「安心、安全な環境」
596 男性 50代 宇和島地区 青い海と空そしてみかん
597 男性 40代 宇和島地区 笑顔の絶えない町
598 女性 70歳以上 宇和島地区 九島架橋
600 男性 50代 宇和島地区 福祉充実
603 男性 70歳以上 宇和島地区 青い海（河川と海）

607 男性 60代 宇和島地区
・年寄りに優しい街づくり
・子供から老人まで優しい街づくり

611 男性 70歳以上 宇和島地区
まずは人々とのコミュニケーションの挨拶。おはようござ
います、こんにちは･･･から。
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
613 男性 60代 宇和島地区 自然と海山
616 女性 30代 宇和島地区 緑と笑顔のまちづくり
617 女性 20代 宇和島地区 「華やか」・「活気」・「幸福」
623 男性 20代 宇和島地区 自然
624 男性 60代 宇和島地区 青い海と青い山と青い川
630 男性 20代 宇和島地区 賑わい、活気
632 女性 60代 宇和島地区 つながろう
637 女性 60代 宇和島地区 やさしさ
639 男性 40代 宇和島地区 やさしさ
640 女性 60代 宇和島地区 交流
641 男性 60代 宇和島地区 青い海と空、子育て
642 女性 30代 宇和島地区 帰りたくなる街、活気
650 男性 70歳以上 宇和島地区 思いやり
654 男性 60代 宇和島地区 春が一番早い街！桜と菜の花で春を演出する街づくり
657 女性 30代 宇和島地区 「和」＝平和で和やかな市
660 女性 20代 宇和島地区 海〔泳げる海、食べれる海（水産品などのことです）〕
666 男性 50代 宇和島地区 高齢と子供
668 女性 50代 宇和島地区 美しい川と山
669 女性 60代 宇和島地区 花いっぱい
674 女性 40代 宇和島地区 「緑の街」、「子供の笑顔」
676 女性 40代 宇和島地区 人口増加
683 男性 60代 宇和島地区 ふるさとと自然
684 男性 不明 宇和島地区 愛、健康、遊歩道
685 女性 30代 宇和島地区 豊かさ
689 男性 70歳以上 宇和島地区 明るい未来、やさしい行政
691 女性 50代 宇和島地区 愛媛の小京都
697 男性 70歳以上 宇和島地区 明るい町、子育て充実
700 女性 40代 宇和島地区 まちづくりは人づくり
703 男性 70歳以上 宇和島地区 「きれいなまち」「住みたいまち」「活力あるまち」
706 女性 50代 宇和島地区 活気
710 女性 40代 宇和島地区 躍進
712 男性 50代 宇和島地区 元気！元気！うわじま！
713 女性 60代 宇和島地区 歩きたい町、宇和島
716 女性 50代 宇和島地区 「山と海」
717 男性 50代 宇和島地区 共生
719 男性 20代 宇和島地区 ゆとりあるまちづくり
720 女性 40代 宇和島地区 ホッとする緑の中の小都市、宇和島
721 男性 60代 宇和島地区 いきいき城下町
722 女性 50代 宇和島地区 活力ある町
727 男性 60代 宇和島地区 思いやり
732 女性 60代 宇和島地区 全てに思いやり、労わり、心配りのできる町
733 男性 20代 宇和島地区 「みんなが安心して暮らせるまち」
734 男性 40代 宇和島地区 父子家庭

739 男性 30代 宇和島地区
城下町として歴史・文化を大切に、南予人特有のあたたか
い性格を生かして活気のある街

743 不明 70歳以上 宇和島地区 「自然と子育て」
745 男性 50代 宇和島地区 霊通視、木とか花等と話をして答えを出す
746 男性 30代 宇和島地区 楽園
748 男性 30代 宇和島地区 公平
750 女性 60代 宇和島地区 「豊かな町」「海、山、元気の町」
751 女性 30代 宇和島地区 活力のある宇和島に。
753 女性 40代 宇和島地区 子育て
754 女性 20代 宇和島地区 青と緑の栄える街
756 男性 20代 宇和島地区 人と人とのつながり
758 女性 20代 宇和島地区 心地よい町
759 女性 40代 宇和島地区 緑の山と青い空とあったかい人々
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
765 女性 60代 宇和島地区 「若人」「生き生き」「老後の生きがい」
777 女性 70歳以上 吉田地区 青い海と美しい緑
779 男性 50代 吉田地区 土着民
780 男性 70歳以上 吉田地区 良い環境作り
782 男性 60代 吉田地区 自然とやさしさ

788 女性 70歳以上 吉田地区
10年後には、おそらく此の世には生存していないと思うけ
れど、しっかりとした基盤（豊かな人間性）が一日も早く
つちかわれる様

790 男性 70歳以上 吉田地区 翔べ
791 女性 30代 吉田地区 ぬくもり
792 男性 70歳以上 吉田地区 耕す
794 女性 50代 吉田地区 自然と町なみの融合
799 男性 70歳以上 吉田地区 絆（きずな）
801 男性 70歳以上 吉田地区 「豊かな自然と人情」のまち
804 女性 50代 吉田地区 平和

808 女性 40代 吉田地区
実行～きれいごとだけの口先だけのキャッチフレーズより
具体的な行動が大切だと思います。

810 女性 50代 吉田地区 老若男女
811 男性 60代 吉田地区 「元気」
813 男性 60代 吉田地区 もう一度ゆきたい街。安住の地にしたい街。
815 女性 70歳以上 吉田地区 子育
823 男性 60代 吉田地区 「住みよい」
824 男性 50代 吉田地区 潤いのある町
825 女性 40代 吉田地区 健全な社会、またはゆとりあるくらし
827 女性 50代 吉田地区 和
828 女性 70歳以上 吉田地区 青い海と緑の山
829 女性 40代 吉田地区 「ゆとり」「ロマンティック」

830 女性 60代 吉田地区
・心ある誠
・和のある心

832 男性 20代 吉田地区 自然と文化の調和がとれた街
833 女性 20代 吉田地区 産業
836 女性 30代 吉田地区 若者、子ども、明るく生きる
837 女性 60代 吉田地区 青い海
840 女性 20代 吉田地区 「思いやり」
842 女性 60代 吉田地区 あたたかい手、自然への目くばり
846 女性 70歳以上 吉田地区 青い海と空
847 女性 50代 吉田地区 笑顔、安心、助け合い
848 男性 70歳以上 吉田地区 いきいきシティ
851 女性 30代 吉田地区 人情
852 女性 20代 吉田地区 老若男女すべてに対し充実したあたたかい町
857 男性 50代 吉田地区 高齢者福祉
859 男性 60代 吉田地区 豊かな森、青い海

860 男性 70歳以上 吉田地区
人にも自然にもやさしい町
<スマイル>

863 女性 60代 吉田地区 自然保護、地域福祉
864 男性 30代 吉田地区 未来型の町
866 男性 40代 吉田地区 「ありがとう」
867 女性 70歳以上 吉田地区 自然、子育て
869 男性 40代 吉田地区 子ども達の笑顔とすこやかさ
871 男性 40代 吉田地区 自然を守り、子育てしやすい環境に！
873 女性 50代 吉田地区 やすらぎ
877 男性 70歳以上 吉田地区 子育て
878 女性 50代 吉田地区 いきいき・はつらつ
883 女性 60代 吉田地区 元気のある町
888 女性 50代 吉田地区 住みやすさ
890 男性 70歳以上 吉田地区 自然とやさしさ
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
891 女性 40代 吉田地区 「若い力」
893 男性 60代 吉田地区 平和、やさしさ、子育て、福祉
895 男性 70歳以上 吉田地区 ブルー，ゾーン
898 男性 40代 吉田地区 「笑顔」

899 女性 70歳以上 吉田地区
毎日の生活の中には輪と言う言葉を忘れず、人のことには
やさしく自分を反省して。

902 男性 50代 吉田地区 自分達の為に、みんなでまちづくり
905 男性 40代 吉田地区 助け合い、支え合う
915 女性 40代 吉田地区 青い海、自然、みかん
919 女性 40代 吉田地区 未来へ
921 女性 70歳以上 吉田地区 安心して「あいさつ」ができる市、「えがお」にあえる市
925 女性 50代 吉田地区 青い海とみかん
927 女性 20代 吉田地区 若い力
929 女性 20代 吉田地区 思いやり
930 女性 50代 吉田地区 温和

932 女性 20代 吉田地区
「子育て支援」、「医療・福祉の充実」、「地球環境保
全」、「ニートをなくそう」、「少子化対策」、「障害者
の住みやすい街づくり」、「防犯対策」

933 女性 40代 吉田地区 宇和島らしく、活きているまち
934 女性 30代 吉田地区 助け合い（昔の昭和のように隣近所から）
935 女性 70歳以上 吉田地区 団結・英知
936 男性 60代 吉田地区 やさしさ
940 男性 60代 吉田地区 緑と自然、歴史文化の街
941 女性 70歳以上 吉田地区 思いやり

942 男性 50代 吉田地区
「たくましい人と自然を育む宇和海」、「やさしい人と自
然を成す鬼ヶ城山系」

955 女性 50代 吉田地区 支えあい
958 女性 60代 吉田地区 老人にも若人にも、夢のある街
959 女性 60代 吉田地区 思いやり、和の心
960 男性 不明 吉田地区 知性
961 女性 30代 吉田地区 いきいき
969 女性 60代 吉田地区 青い海と空
972 女性 70歳以上 吉田地区 心やさしい交わりのまちづくり
973 男性 40代 吉田地区 人と自然の融和
974 男性 30代 吉田地区 古い物や、年取った人を大切にする市
979 男性 40代 宇和島地区 活気ある生活
980 男性 50代 宇和島地区 やさしさ、思いやり、安心
981 女性 50代 宇和島地区 青い海と緑の風、夢
983 女性 50代 宇和島地区 ふれあい
984 男性 60代 宇和島地区 自然環境

986 女性 60代 宇和島地区
花のある、暑く風通しの良い町、心地良い宇和島であって
ほしい。

990 男性 70歳以上 宇和島地区 青い海と空
995 男性 30代 宇和島地区 活気にあふれた住みやすい街
1000 女性 20代 宇和島地区 心の豊かさ
1002 女性 50代 宇和島地区 「私たちの宇和島」
1004 女性 50代 宇和島地区 河、海、空、「自然」
1007 女性 50代 宇和島地区 「元気」「活気」

1009 女性 70歳以上 宇和島地区
何時までも自然を失わない人情深いまちでありたいもので
す。

1010 男性 50代 宇和島地区 「対話」「思いやり」「声かけ」
1020 男性 50代 宇和島地区 子育て
1021 女性 20代 宇和島地区 新しい幕開け
1023 女性 60代 宇和島地区 きれいな海と緑の山、いたわり
1026 女性 40代 宇和島地区 「弱者支援」「福祉」
1028 男性 30代 宇和島地区 後継者の育成
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード

1030 女性 20代 宇和島地区
「思いやり」「温かみのある街」「誠意」「人と人とのつ
ながり」「海と山」「活気」「笑顔」

1033 男性 70歳以上 宇和島地区 美しい自然と人との交わり　（城山を使った森林浴）
1036 女性 50代 宇和島地区 青い海
1038 男性 70歳以上 宇和島地区 古里の華（ふるさとのはな）
1040 男性 20代 宇和島地区 まじわう うわじま

1041 男性 60代 宇和島地区
10年後のことであれば20代30代までの方に聞いて参考にす
べきである。

1042 男性 40代 宇和島地区 活気のある町
1046 女性 30代 宇和島地区 ゴミのない街
1048 男性 70歳以上 宇和島地区 自然とゆとり
1055 女性 70歳以上 宇和島地区 山も海も街も自然の美しさ。
1058 女性 60代 宇和島地区 活気
1062 女性 20代 宇和島地区 「安全」子どもやお年寄りが歩きやすいまちづくりを。
1064 男性 70歳以上 宇和島地区 安全安心
1065 男性 50代 宇和島地区 やさしさ
1068 女性 30代 宇和島地区 緑のある町、やさしい心
1069 女性 30代 宇和島地区 自然と人にやさしいまち
1070 男性 40代 宇和島地区 他地域とは違う“宇和島らしさ”の表現
1073 女性 30代 宇和島地区 「青い海と空」
1075 男性 20代 宇和島地区 防犯
1079 女性 70歳以上 三間地区 優しい心と声かけ運動
1083 男性 20代 三間地区 伝統
1084 男性 60代 三間地区 希望に萌えて人が元気
1085 男性 50代 三間地区 進歩
1088 男性 70歳以上 三間地区 やさしさ
1089 女性 60代 三間地区 海に山に愛がある
1092 女性 30代 三間地区 安全、安心な町
1094 男性 60代 三間地区 自然、歴史、文化
1095 男性 50代 三間地区 情操教育
1099 女性 50代 三間地区 自然
1106 女性 30代 三間地区 人の温かさ、自然が豊か
1107 男性 70歳以上 三間地区 南予の城下町、宇和島
1115 男性 20代 三間地区 コミュニティ
1116 女性 60代 三間地区 明るく活気
1117 女性 50代 三間地区 文化の町
1118 女性 30代 三間地区 活気
1120 女性 30代 三間地区 思いやりのあるはつらつまちづくり
1121 女性 50代 三間地区 思いやり
1125 男性 60代 三間地区 愛せるまちへ
1127 女性 50代 三間地区 子育て
1134 女性 70歳以上 三間地区 明るい農業
1136 男性 40代 三間地区 「優」「彩」「活」
1137 女性 70歳以上 三間地区 自然、子育て
1139 女性 50代 三間地区 自然
1145 女性 50代 三間地区 かがやき
1146 女性 50代 三間地区 暖かさ、輝き
1150 女性 60代 三間地区 美しい海、美しい山の緑、自然に恵まれた町
1151 男性 40代 三間地区 永住できる町
1153 女性 60代 三間地区 みんな手をつないで
1157 女性 50代 三間地区 活気のある市、優しい笑顔
1158 女性 50代 三間地区 安心
1159 女性 60代 三間地区 昔の良さを、身近な人の助け合い、田舎らしい良さ
1161 女性 50代 三間地区 希望
1162 女性 50代 三間地区 自然、安全安心の住みよい町
1168 女性 60代 三間地区 共生と循環
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
1169 女性 70歳以上 三間地区 やさしさ、子育て
1170 女性 60代 三間地区 子どもたちの楽しい笑い声

1173 女性 70歳以上 津島地区
山と海　高い山々、アケボノツツジ、広い海、海岸、釣り
希望　年月をかけて豊かな都市になるようにしたい

1175 女性 60代 津島地区 活力ある町。
1188 女性 70歳以上 津島地区 子育て
1190 女性 40代 津島地区 田舎でのんびり
1191 女性 50代 津島地区 平和
1192 女性 40代 津島地区 「豊かな水産資源の町」
1195 女性 50代 津島地区 品格あるまちづくり
1197 女性 50代 津島地区 青い海と山
1200 女性 50代 津島地区 思いやり
1210 不明 50代 津島地区 やさしさ
1212 女性 50代 津島地区 老人と子どもが安心して暮らせる宇和島市
1213 女性 50代 津島地区 自然、活気ある街
1217 男性 40代 津島地区 文（化）経（済）両道。景（観）都（市機能）兼備。
1218 男性 70歳以上 津島地区 自然体の町
1222 女性 50代 津島地区 「素直な子どもたち」「基本の会話」「友だちを大切に」
1224 女性 70歳以上 津島地区 つながり
1226 女性 40代 津島地区 活気あるまち
1230 女性 60代 津島地区 若者の市
1235 男性 50代 津島地区 幸せ
1236 男性 50代 津島地区 やすらぎ
1237 女性 40代 津島地区 安心して子育て暮らせる町
1238 男性 50代 津島地区 いきいき
1241 男性 40代 津島地区 活気
1242 男性 40代 津島地区 活気
1244 男性 60代 津島地区 共生
1246 女性 30代 津島地区 心のバリアフリー
1252 女性 20代 津島地区 「ふれあい」
1253 男性 50代 津島地区 「思いやり」「文化」
1255 女性 50代 津島地区 安心して住める町
1257 女性 40代 津島地区 「豊かな自然」「コミュニティ」
1261 男性 30代 津島地区 環境の再生による笑顔（＝地域力）の復活
1263 女性 20代 津島地区 安全・自然いっぱい
1266 男性 20代 津島地区 いたわり
1268 女性 50代 津島地区 安全、安心、地域の活力
1269 女性 60代 津島地区 花、美しさ
1270 女性 70歳以上 津島地区 人にやさしい町づくり
1271 男性 50代 津島地区 「愛」「地域愛」
1274 女性 40代 津島地区 豊か
1277 男性 50代 津島地区 安心
1281 女性 70歳以上 津島地区 明るい町づくり
1283 女性 20代 津島地区 愛
1286 女性 40代 津島地区 「人情と自然がキラキラ輝くまち」
1289 男性 70歳以上 津島地区 みんなの通る里の道　広く使おう
1290 男性 70歳以上 津島地区 若者の多く住める町
1293 男性 40代 津島地区 活気と活力
1295 女性 70歳以上 津島地区 強く・やさしい子育て
1300 女性 60代 津島地区 自然を大切にしたい
1301 女性 50代 津島地区 思いやりのある人間教育
1305 男性 40代 津島地区 「海がある、山がある、そして街がある」
1307 女性 40代 津島地区 支え合う！
1309 女性 60代 津島地区 豊かな自然と住みやすい街
1310 女性 60代 津島地区 人情と自由と責任のある行動
1311 男性 50代 津島地区 まちの景観
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キーワード

№ 性別 年齢 居住地区 キーワード
1316 女性 60代 津島地区 助け合い
1318 男性 20代 津島地区 「子育て」
1319 女性 30代 津島地区 安全な暮らし
1320 女性 70歳以上 津島地区 「おもいやり」「笑顔」
1321 女性 60代 津島地区 人と人のささえ合い

1325 女性 60代 津島地区
都会に行った若者が「帰りたいと思うふるさと」にしてほ
しい。

1329 女性 40代 津島地区 子どもの笑い声が聞こえるまち宇和島
1331 女性 70歳以上 津島地区 「元気な市民」
1333 男性 50代 津島地区 過疎地再生
1334 女性 40代 津島地区 「新鮮」
1335 男性 70歳以上 津島地区 自然

1337 女性 70歳以上 津島地区
増穂の川を早く良くしてもらいたいです
大雨がふれば大変な事になります

1339 男性 30代 津島地区 活力
1345 女性 30代 津島地区 人
1347 女性 50代 津島地区 「緑とやすらぎの里」
1348 男性 30代 津島地区 一体、ぬくもり
1353 女性 50代 津島地区 発展・ゆとり
1354 男性 30代 津島地区 きらめく海、やさしい瞳、宇和島市
1357 女性 60代 津島地区 青い海と空
1358 男性 50代 津島地区 きれいな海

1361 女性 40代 津島地区
「オレンジ・ロード」。「じゃこてん」をもっとアピー
ル。

1364 女性 30代 不明 安心
1368 不明 不明 不明 交流の拠点造り
1373 不明 不明 不明 自然を大切に
1380 男性 40代 不明 ムダ・ムリのない町づくり
1384 女性 30代 不明 美しい海
1388 不明 不明 不明 自然
1394 女性 40代 不明 誰もが働ける町
1399 女性 40代 吉田地区 躍動
1401 男性 40代 吉田地区 若い力
1404 男性 70歳以上 三間地区 感謝
1405 女性 60代 津島地区 “ふるさと萌えのまち宇和島”
1406 女性 50代 宇和島地区 就労の場の拡充
1412 不明 不明 津島地区 おもいやり
1415 男性 60代 三間地区 若者の定着　活力のある町
1417 男性 30代 津島地区 自分と公共
1419 男性 60代 津島地区 叡智
1420 女性 70歳以上 宇和島地区 学術文化都市、文武両道（学校教育）、地産地消。
1421 男性 30代 宇和島地区 豊かな街
1422 女性 50代 宇和島地区 “花の町宇和島”
1423 女性 40代 宇和島地区 発展！
1424 男性 30代 宇和島地区 安全・安心
1426 女性 60代 宇和島地区 ささえ合うこころ
1427 女性 40代 宇和島地区 若い人、若い力
1432 男性 70歳以上 宇和島地区 子どもは市の宝
1438 男性 30代 三間地区 特色、独自性、福祉
1439 女性 50代 津島地区 「思いやり」
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