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Ⅰ 地震・津波対策について 

No 地区 意見 

1 宇和島 

・大きな地震を想定した時、道路が寸断されたり津波の襲来で集落が孤立する可能

性もある。そうした時、せめて対策本部と情報受発信の出来る自立した整備が出来

ないものかと思う。災害対策として集会所に太陽光発電（災害時に使用可能なもの）

小型、中型の風力発電装置の設置ができないものか・・・ 

2 宇和島 

・市内に来る前に島いっぱいあるので、どれだけの津波が来るのか実感がわかな

い。 

・予想津波数値を知らない。 

3 宇和島 
・津波だけでなく、裏山が崩れたりして避難ができなくなるのではないか。又、避難場

所への道が悪く、年寄りや子供には大変だと思います。 

4 宇和島 
・伊方原発がどうなるか一番不安です。再稼働することのないよう願います。 

5 宇和島 
・災害が起きた時、男の人は仕事や自治会・消防などで駆り出されるので、女の人１

人で子供 3人を避難させてあげれるか不安です。 

6 宇和島 

・近年のゲリラ豪雨時、来住川～神田川原等の水位が上がり、災害が起きた時も家

は、津波に飲み込まれると思っています。川の環境整備も必要ですが、震災が起き

た時の避難施設等の整備や、家族がそれぞれ学校・職場等でも訓練・連絡方法等

必要だと思います。 

7 宇和島 ・体制がわかりにくい。備蓄はどれくらいあるのか？救援体制は？ 

8 宇和島 
・市長の対応に不安を感じる。 

9 宇和島 

・道路が狭い。 

・避難所が少ない。 

・家が古いから地震では倒れる不安がある。 

10 宇和島 ・避難場所が周りと孤立すること。山の中で何もないこと。 

11 宇和島 
・子どもの食物やオムツなどがちゃんと支給されるか不安。 

12 宇和島 

・地震については、各家庭で対策をとることができるが、津波に関しては対策のとりよ

うがなく不安である。海岸沿いに住む者としては海のすぐそばの道路しかなく、津波

で命が助かったとしてもその先の避難道がないことに不安を感じる。 

13 宇和島 ・避難場所がはたして安全なのか不安に思うこと。 

14 宇和島 
・避難路、避難場所の整備をもっと、もっとお願いしたい。 

15 宇和島 

・住宅の耐震性又海岸近くの住宅、学校など津波など心配です。定期的に避難訓

練をして欲しい。 

・宇和島市も伊方原発問題ですが３０ｋ圏内に入っているので充分に検討して良い

結果を出してほしい。 
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16 宇和島 

・避難する場所をもっとはっきりして欲しい。 

・避難場所に行ったあとはどうすれば良いか？など具体的に知らせてほしい。 

・いろいろな状況に応じて避難訓練を為べきだと思います。 

17 宇和島 

・今年 3 月に行われた災害対策の避難場所に集合し、逃げ道を見た時、この道では

子供、お年寄りは歩きにくいと感じました。これから少しずつでも整備のことを考えて

頂けたらと思います。 

18 宇和島 
・津波が起きた場合、宇和島市内に高台の所が数少ないように思います。又緊急

時、地域での呼びかけ放送等の連絡状況に不安があります。 

19 宇和島 
・時間的なことと情報であります。 

20 宇和島 
・やはり原発ですね。 

21 宇和島 

・天災に対しては誰もが予知、予測不可能である。各自治体でそれぞれの防災対策

は立てられているが、それはあくまでも事象の後である。さて、それではどうすれば良

いか。天災が来ないようにするには、安全祈願だけである。陸と海に天災防止安心

祈願塔を建立して、市民の全てが宇和島に天災が生じないよう祈るのみである。一

見ばかげているように思われるが、これが結構効き目があるのだ。これでもう安心で

す。何の心配もいりません。 ＜信じる心に天災はこない。＞ 

22 宇和島 
・高齢者が避難するために時間がかかりすぎる恐れがある。 

23 宇和島 
・この頃いやし博で、宇和島市に活気が出ている様でうれしい。合わせて花いっぱい

の公園が出来るとさらに良いなと思う。 

24 宇和島 
・伊方原発がまた使われるとしたら不安・・・ 

25 宇和島 ・東北並の地震や津波が来たらダムもどうなるか？どうしようもないと思う。 

26 宇和島 

・地震が起きたら安全な場所で身を守り避難する。 

・津波情報賀出たら高台に避難する。 

・原発が心配。 

27 宇和島 
・雨、風をしのげる場所を避難場所にして下さい。 

・ペットも一緒に避難できるとうれしいです。 

28 宇和島 
・多くの被災者がでた場合、全員が寝起きする場所があるのか不安である。 

・日頃の訓練をすべきである。 
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29 宇和島 

・まず 3/11 にあった市を上げての避難訓練について、何の意味があったのか分から

ない。ただ時間になったら避難所に集まって市長からのメッセージを聞いただけ。災

害時の市のシステムや避難所での対応などがどうなっているのか詳しい説明があれ

ばよかった。大切なのは参加人数の多さよりも内容では？訓練の内容がもっと具体

的で有意義であれば参加人数も自ずと増えるのではないでしょうか？・避難所につ

いて 自宅よりもかんり低地で川もすぐ横なので経路を含め、避難するのが安全なの

か疑問。・動物について （災害時には人命優先なのは当然と前置します）訓練の時

に犬を連れてきた子どもがいました。きっと大切な家族なのでしょう。宇和島市ではそ

のようなペット同伴避難についての対策はあるのでしょうか？私は猫を飼っていま

す。「訓練なので」猫は連れて行きませんでしたが、実際災害があったら置いて逃げ

ることはできません。かといって他人の迷惑（動物嫌いやアレルギーの方もいるでしょ

うから）を考えると避難所にも連れて行けません。自分は猫と自宅に残る覚悟で備蓄

もしてますが、それが出来る人ばかりではないと思うのでご一考下さい。 

30 宇和島 ・宇和島も津波対策をお願いします。 

31 宇和島 
・自治体での取り組み 

32 宇和島 
・災害が身近に起きてはないのでも（東日本大震災の様な起きたらと）不安に思う。 

・地区の決められた場所へいつも身の回りの者は備蓄しています。 

33 宇和島 

・宇和島は幸いにも災害に縁が薄くありがたいと思いますが、災害は忘れたころにや

ってくるという事があります。常に持って出るものは用意していきたいものと常々心が

けています。そして足腰を常に鍛えること。この事を一番に考えています。 

34 宇和島 ・水、食料、避難場所（ふとん）、トイレ（生理用品、子ども、高齢者用おむつ） 

35 宇和島 
・家の裏山が地震が起きた時等、木を切るとか整備をしてほしい。 

36 宇和島 
・まだ地震に備えての準備が不十分なので早く準備をしておこうと思う。 

37 宇和島 ・家族に障害者がおり災害が起きた時に一人でどうすればいいか不安に思います。 

38 宇和島 

・津波の可能性がある時、市民にどういった方法で知らせてくれるのか。実際、東日

本大震災の時、宇和島にも津波警報が出ていたのにそれが分からなかった（仕事

中、ＴＶない、携帯やネットを見れる環境ではない） 

・広報車を出すべきなのでは。 

39 宇和島 
・住みだして日が浅いので地理がよくわかりません。避難場所までの道に、大きく目

立つような看板があると迷うことなく行けそうな気がします。 

40 宇和島 

・まず、避難区域を明確に指示して貰いたい。ここまで来れば安心と言った場所の確

保を明示して貰いたい。地震の起こる 10 分～15 分前には、宇和島市全体の指示を

確保して貰いたい。津波の恐ろしさは関東大震災で一般市民、もちろん私も含めて

知っているので、日頃から避難地域へ逃げる時間を設けてほしいと思います。津波

にあったら、津波後の対策をどうするのかなど具体的に明示して欲しいと思います。 

41 宇和島 ・ライフラインの確保が出来るのか。 
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42 宇和島 

・避難路、避難場所の選定に不安を感じている。雨露をしのげ、水、トイレの確保で

きる場所が必要と思います。住民のコミュニティ単位での避難体制になるとしたら、自

治会の名簿作りを確実な物にする必要があります。表札を出し向こう三軒両隣を認

識して助け合うことを日頃から訓練する必要があります。市の職員が先頭に立ち、地

域でリーダーシップを取ってください。 

43 宇和島 ・市がどれだけ素早く対策してくれるかが不安。 

44 宇和島 
・伊方原発の爆発での放射能汚染。 

45 宇和島 

・災害が起きた際、きちんとどこに居ても知る事が出来るか。・市内の方へ先に救助

が来て、赤松など海端の方はちゃんと助かるのか。・避難する時のための道具袋を

市の全員に備える様に声掛けをして欲しい。（避難場所の確認も）←避難所の安全

性の確認を市にお願いをしたい。（崖崩れや建物の崩れ）・人の命、ペットの命、親

やお年寄りの命、子の（赤ちゃん）命、平等に助けて欲しい。・市と地域の協力（避難

訓練など） 

46 宇和島 
・ケガをした場合の医師までの対応の仕方。 

47 宇和島 
・東日本大震災の様な 15ｍの津波が来るとどの地域まで災害が起きるのか、シュミレ

ーションした物を広報誌などで情報が知りたい。 

48 宇和島 

・居住、勤務地域が海抜何メートルに位置し、想定される津波の高さは何メートルか

と言うのを市がもっと周知すべきと考える。老人介護等の施設を高台に設置するなど

も検討されるべきではないか考える。 

49 宇和島 ・災害時に高齢者の安否について、すぐに確かめる事、世話をする事。 

50 宇和島 
・大きな災害だけでなく、毎年の様にある佐伯町や朝日町等の大雨時の浸水地域の

対策をして頂きたい。 

51 宇和島 
・家が壊れる事。 

52 宇和島 
・どうにも出来ない。 

53 宇和島 

・各地区の自主防災会活動の充実を図って欲しい。各役員の意識向上の為に防災

リーダー研修会の開催を各地区の活動実績発表をして、お互いが良い所を参考に

して、住民のための後方支援活動を図る。 

54 宇和島 

・大浦一区に住んでいますが、海が目の前なので津波が来ても助かる気がしない。

避難所まで結構距離があるし、道がとても狭いので、逃げ切れないと思う。道幅を広

げるなど、避難経路の整備をしっかりして欲しい。 

55 宇和島 

・就寝中や真冬に起きた時。津波に逃げ遅れないか。家はＳ44 年建てなので、耐震

がありません。市の建築課へ相談も億劫で、その時任せで過ごします。高齢者の

為。 

56 宇和島 ・24 時間、いつでも正確に知らせて貰えるのかどうか。どんな方法で。 
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57 宇和島 ・水や食料の備蓄に補助金を出して欲しい。 

58 宇和島 
・手、足が不自由なので不安。 

・老人二人なので不安。 

59 宇和島 ・春に行われた訓練を、一年に二度程していただくと良いのでは。 

60 宇和島 

・東日本大震災、テレビで見て解ってるつもりだけど、実際、我が身に降りかからなけ

れば分からない事、それでは遅いのですが。最近、自治会、消防等たびたび防災会

議をしております。色々取りきめしている書類を見て、一人暮らしの人が手助けを誰

がと、事細かく一人一人の輪が広がる事を切に願います。 三浦豊浦地区 

61 宇和島 

・避難場所まで安全に行けるのか。 

・避難場所が安全なのか、支援物資が届くのか。 

・3 月に行われた訓練では安心できません。 

62 宇和島 
・独居老人や障害者の家に民生委員が必ずのぞいて来て欲しい。1 回ものぞかない

民生委員がいる事を知って下さい。 

63 宇和島 ・地震、津波対策が不十分であると思えるので対策を強化してもらいたい。 

64 宇和島 ・工事は終わっているが、深層の崖崩れが心配。 

65 宇和島 
・救援物資はどこに行けば貰えるのか不安です。 

66 宇和島 

・狭い道路が多く、高台へ逃げるのに（丸山へ向かう道路）大きな直線的な道が欲し

い。また、海に近い場所の高台（市役所を含め）中に入らずとも上がれる階段が欲し

い。 

67 宇和島 
・保手地区は普段でも川の増水で道が洪水になるのに、津波が来たら逃げようがな

い。もっと早めに道路状況が分かれば安心できる。 

68 宇和島 ・個々に日頃より防災意識を持っている事だと思います。 

69 宇和島 

・家が高い所にあるので、津波に関してはある程度の安心感はありますが、雨による

土砂災害が心配です。宇和島市全般の危険個所の調査を早急にやってもらい、市

民調査結果を報告してもらいたい。 

70 宇和島 
・自宅に住めなくなった時、どこに身をよせるか心配です。 

71 宇和島 
・各地区、自治会等を通じて具体的な避難誘導の指導を早急にすべき。南海地震

は明日発生しても決しておかしくない!! 

72 宇和島 
・避難場所が自治会でもはっきり安全だと言いきれていない事。ここが安全だと言う

場所が無い。 

73 宇和島 
・避難場所が適正かどうか？ 

・高齢者の避難。 



6 
 

74 宇和島 

・高齢者を抱えて、いかに早く避難できるか。高台まで、どう連れて行けばよいのか

考えてしまいます。やはり、自治会の方に迷惑を掛ける以外ないので常日頃から状

況を知らせておくべきですね。 

75 宇和島 
・大地震が起これば先ず広場へ避難し、次に高台へ避難する様にしている。海の方

向には行かない。 

76 宇和島 
・医療が機能するかどうか。 

・食料の確保。 

77 宇和島 

・現実に被災した場合、果たして何処に逃げれば良いのか。どの位の津波か情報が

メールで届くそうなので携帯電話を必ず身につけておく。なお、上記より恐ろしいの

は、やはり“伊方の原発”です。 

78 宇和島 
・宇和島に住んでいる以上、災害のリスクは覚悟しておく必要がある。 

・行政に過大な期待をすべきではない。 

79 宇和島 

・東日本クラスの津波が来た時点で宇和島は壊滅だよね。だって、海抜がほぼ0ｍだ

もの。10ｍクラスの堤防でも建てたら？ 

・地震だって、何十年も前の建物の方が多いくらいなんだよ？市が職員全員の給料

を向こう 10 年～20 年、毎月 1/10 支給にして、地震対策の為のお金でも出せば？ 

石橋は月 5万円とか（笑） 

80 宇和島 
・津波の心配。 

・原子炉の事故の心配。 

81 宇和島 ・迅速な情報伝達を徹底する。 

82 宇和島 
・避難路の整備他、場所の指定、看板等不足、高所への誘導、高齢者、障害者の誘

導、自治体での役割分担。災害の時間帯、朝昼夜等、独居老人、誘導訓練。 

83 宇和島 
・台風対策。 

84 宇和島 
・年齢を重ねるにつれて、自分で避難する事が出来にくくなっていくのを自覚するよ

うになっている事。 

85 宇和島 
・避難場所の確保（障害者 or 高齢者） 

86 宇和島 ・避難路の安全性 

87 宇和島 
・家族が離れている時、災害が起きた時、とても不安です。子供達をきちんと守って

やれるか？起きた後の事を現実の事として、捉える事ができるか？大変不安です。 

88 宇和島 ・海に近いので、ある程度の津波の高さなんかを知っておきたい。 

89 宇和島 

・海岸に住んでいるので、災害が起きたら山に逃げるのですが、逃げた後、しばらく

は山にいると思うので、山にいるのが不安。地震、地波はいつ起こるか分からない

し、今、小さい子供もいて、ミルクやオムツ、ミルクに使うお湯など、どうするのだろうと

思う。オムツとかは事前にカバンなどに用意して、持って逃げるけど、お湯までは無

理なので、災害が起きたら小さい子供がいる方はこの様な事が心配。 
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90 宇和島 
・海抜何ｍの表示をもっと多く提出し、日頃から津波が来た場合にどの辺りにまで避

難すれば良いかを分かりやすく示す。 

91 宇和島 

・私達家族は、来村川流域に居住していますので、津波が心配です。訓練はあって

も、大した情報を伝える訳でもなく、どの程度の地震で、どの高さの津波がどの位の

速さで到達するのかも知らされていません。もっと細かい情報を出していただかない

と準備や心構えが出来ません。 

92 宇和島 
・伊方の原発の放射能漏れの安全性についてはどうなのか。 

・普段から地震、津波対策について、訓練の必要性があると思う。 

93 宇和島 ・防災訓練や避難訓練をもっと実施して欲しい。（ほぼ強制） 

94 宇和島 

・学校などが避難場所になると思いますが、家から近くにある中学校は古すぎて危な

いと思います。←地震が来た時に崩壊していると思うから。また、高い所が近くに無

いので、どこに逃げたら良いのかよく分かりません。学校によって避難場所をはっきり

させるべきだと思います。津波が来たら学校でも駄目だと思います。 

95 宇和島 
・歩行困難の為、避難する際の介助者がその場に居ない場合どうするか。不安であ

る。両親も高齢であるため、車椅子での移動も難しいと思う。 

96 宇和島 

・自分の住んでいる場所、もしくは行動範囲において“海抜何メートル”の場所なのか

が知りたい。 

・100ｍおき位に「現在所は海抜何ｍです」等の標識があると便利。逃げる際に目安

になる。 

97 宇和島 
・足が悪いため、家の中にいると思います。 

98 宇和島 
・南海大地震の想定震度と、その震度の程度別、津波の高さ、市街地の水の高さ

等々の被害予想を具体的に（死者数なども）予想して広報で知らせて欲しい。 

99 宇和島 ・復興のための資金。津波の際の迅速な対応（誘導や広報） 

100 宇和島 
・海が近いため、津波が心配。 

・老いて来たので、一人で避難出来るか心配。 

101 宇和島 ・地盤沈下。 

102 宇和島 

・子供達にしっかりと学校で防災教育をして頂きたいです。我が家では、我が子に防

災教育をしていますが、地域、学校ぐるみで東日本大震災の時に釜石市の小中学

生がしっかり防災教育を受けていて、90％以上助かった“釜石の奇跡”その小中学

生を教育していた群馬大学の片岡教授の話がとても良かったです。皆で釜石の小

中学生の様に防災意識を高めて、一人でも多くの命が助かりますように。市全体から

発信して宇和島の小中高の学校で「釜石の奇跡」に学んで頂きたいです。宜しくお

願いします。あと、水や食糧などの備蓄を津波にやられない場所（丸山など）にして

はどうでしょうか。東南海地震の時は、宇和島まで物資もなかなか届かないと、それ

なら市として備蓄しておいて頂きたいです。 
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103 宇和島 

・津波が何分後に来る恐れがあるとか、家にいたら TV などで分かるが、外では分か

りにくいだろうから、サイレンやアナウンスなどで知らせるとか、とにかくどこにいても

津波情報が分かる様にしたらいいと思う。 

104 宇和島 

・被災地から発せられるツイッターは行政はあてにならない。ボランティアとか、ＮＰＯ

とか住民とかに助けられているとのつぶやきが多い。政府は1年3カ月経っても住民

の助けにならないとの発言が目立つ。宇和島は迅速に行動出来るよう、色々な場面

を想定して混乱なきようシュミレーションしておき、市民をリードして欲しい。緊急財源

を積立てておくのも良いと思う。 

105 宇和島 

・避難場所（三島神社（夏目町に住んでいる））が定められているが、場所が昨年起

きた津波で安全であるか、高台であるのか不安である。 

・津波等発生の際、避難勧告の方法を。逃げる様に警告の仕方を判りやすくすると

言うが、身近にテレビ、ラジオ（外出中で在宅でない場合）が見れない場合は、どの

様な方法で周知するのか。 

・高台に逃げるにも三島神社では無理ではないか？または、高い建物を定める事は

出来ないか？ 

106 宇和島 

・88 歳の老人と同居しているので避難が心配、また、おしめ薬を服用しているのでな

くなると心配。トイレの数。放射能漏れが心配。仮設住宅が早急にできるのか？ 

・医療体制を充分にすること。 

・津波に対する防波堤を作ること。 

107 宇和島 
・家族に身体の不自由な者がいる場合、なかなか避難できない。 

108 宇和島 

・災害時の本部となるべき市役所が大津波の際に機能をするかどうか。 

・海岸近くの学校（子供）の安全確保。 

・伊方原発の安全性についてなど 

109 宇和島 
・いつ起こるか分からない災害。不安だらけですが思いつきません。 

110 宇和島 

・震度 7 以上で家屋は崩壊する。また、その場にいて歩ける状態であっても、高齢の

ため、津波避難場所に迅速に到達できるか心配だ。行政として対策はあるのか？否

か。 

111 宇和島 ・迅速な初動が尊き生命を救う。 

112 宇和島 
・海、川に近い避難場所は検討すべきと思う。 

113 宇和島 

・電柱の印も、もっとあれば良いと思います。 

・避難場所が遠くては、高齢者はそこまで行けません。近くで安全な場所を確保する

ことも大切だと思います。若く、または元気な人の避難場所は大切ですが、全ての方

がそこまで行く事が出来ません。市内各地で高いビル等安全な所を避難（第一の）

場所として、持ち主と市の話し合いで確保してもらえれば有り難いです。 

114 宇和島 
・昨年の東日本大震災後の対策について、言葉でいろいろ言うが、整備は全く出来

てない様に思う。 
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115 宇和島 
・原発 30 キロ圏内なので、風向きによっては宇和島から避難しないといけないので

は？（原発事故が起きないとは考えられない）想定外の事が起こる可能性もある。 

116 宇和島 
・海の近くに住んでいて、津波が来た時の安全だと思われる避難場所が無い。 

117 宇和島 ・災害が起きた後の生活に不安。 

118 宇和島 
・在宅療養を送っている高齢者は逃げる事ができない。交通機関の確保。 

119 宇和島 

・地震、津波の避難場所までの通路、場所に不安があります。住吉山公園が避難場

所になっている校区なのですが、津波時に海に向かって避難路を行く事はどう考え

ても無理だと思います。何度か公園まで登ってみるのですが…。確かに以前よりは、

手すりや登り路等整備されてはいますが、老人にとっては、とても厳しい条件でした。

別の場所は考えられないのでしょうか？不要です。 

120 宇和島 
・緊急避難場所のマップを見たが、保手 3 丁目の避難場所は少し遠いのではない

か。 

121 宇和島 ・大地震を察知するセンサーがあれば。 

122 宇和島 ・避難勧告（一早く知らせて欲しい!） 

123 宇和島 
・宇和島みたいな小さい町は、復興できるか不安。 

124 宇和島 

・海が近いので、津波対策は重要だと思う。今年 3 月に行われた避難訓練に参加し

たが、サイレン等、何も聞こえなかった。おこなった事だけに満足せず、その後、どの

様に改善したのか、市民にフィードバックして欲しい。 

125 宇和島 
・島と山に囲まれており、大きな災害はないと思われるが、対策としては、「避難場

所」の徹底と思う。それ以上の災害は考えないし、対策不能と思われる。 

126 宇和島 

・宇和島市は海が近いので、津波がすごく危険だと思うので、その時、今現在、決め

られている避難場所で本当に大丈夫なのか不安です。例えば、建物であっても、そ

のものが古いだとか、土地自体すぐに割れたり、崩れたりしそうだとか、そんな所まで

もう少し考えて頂きたいです。 

127 宇和島 
・市職員が、市民の為に動く!!と言う気持ち、意識を持っているのか不安です。←市

役所での職員を見ると、特に思います。 

128 宇和島 

・津波警報が出た場合、城山への避難になっているますが、途中、海、川があるので

かえって危険な状況も考えられます。一時避難、緊急避難場所として、高層マンショ

ンや高層建物などの検討も必要だと思います。 

129 宇和島 
・ダムが崩れないか心配。ダムが崩れたら、大量の水が流れ、行き場を失う。 

・衣、食、住の不安。トイレなど、お風呂も…。 

130 宇和島 
・情報、連絡網の通信不安 or 医療現場の混乱が心配! 

131 宇和島 
・1 人住まいで、年を取っているので不安です。 
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132 宇和島 
・物資がどこに集まるのか？また、集まった物をどの様にして、避難所に配布するの

かが分からない。 

133 宇和島 
・子供（赤ちゃん）を抱えての避難は大丈夫か??を思ってします。 

134 宇和島 ・避難経路の確立、確認、連絡。 

135 宇和島 
・日頃から、地震等に前向きに考え、行動する準備をしておく必要がある。常に頭の

中に入れて生活すること。 

136 宇和島 
・山の上を整備して、地震、津波の対策をして欲しいと思います。 

・下水道整備を早急に! 

137 宇和島 
・津波が来た時に、防ぐ物が無いと思う。 

・もし、避難場所が崩れた場合どうしよう…と思う。 

138 宇和島 
・情報が取れない場所。・一人で居住時。 

139 宇和島 

・起きる事は仕方の無い事だから、普段から避難場所などに遊びに行けたり、集まっ

て色々と活動（運動などなど）出来る様な場所、気軽に出かけられる様な雰囲気を作

ってみたら良いのでは。 

140 宇和島 ・避難場所が適当でないと思います。 

141 宇和島 

・災害が起きた際、正確な情報をどうやって得るのか。避難の途中で津波に巻き込ま

れる事があってはならない。住民全員が分かる様な避難誘導が出来ると良い。特に

学校が海に近いのでとても不安である。 

142 宇和島 
・想定外の事が起こる時は、どうにもならない。 

143 宇和島 
・家屋が築 100 年なので不安。 

・避難場所（神社）そのものが危険。 

144 宇和島 

・幸い住居が高地にあるため、津波の心配はないが、地震においては、いつ起こる

か分からず不安である。 

・日頃から、自分の身は自分で守れる様、健康で生活出来る様にして行きたい。 

145 宇和島 
・宇和島に災害が起きた時の避難経路が分かりにくい。見て分かりやすい災害マッ

プの表示板を作って欲しいです。 

146 宇和島 ・病院が大丈夫か?（職員が平常でも不足している様に思う。） 

147 宇和島 
・地震が津波が来る事があっても安心していられる宇和島作りをして頂きたいと思い

ます。 

148 宇和島 

・地震が来て避難しても、物資がきちんと届くでしょうか？不安です。（高速はだめに

なるのではないか。）行政にしても（市民も）、危機感が少なく、避難場所も海や川に

向かって行くのは、本当に不安です。もう少し、危機感を持って対策が必要ではない

でしょうか？津波もサイレンだけでは、分かりにくかったです。（東二版大震災時） 
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149 宇和島 
・朝日町なのですが、もう一度、避難場所の見直しをして欲しいです。今の所では不

安です。 

150 宇和島 
・いつ地震が来ても、逃げれる様に普段から準備をしております。 

151 宇和島 
・避難場所は一応分かっているが、自宅から少し遠いので（徒歩 30 分～？）、いざと

いう時、自分を含め、近所のお年寄りの皆さんが歩いて避難できるか不安です。 

152 宇和島 ・避難場所が遠いので避難している間に被害に遭いそう。 

153 宇和島 

・何かあった時、サイレンが鳴るが、何のサイレンか分からない。マイク放送して欲し

い。 

・井戸（水）の設置を考える。 

154 宇和島 
・備蓄基地及び、テント村の設置場所の確保が必要ではないか。 

155 宇和島 

・まずは、人命確保が一番。危機管理体制の整備や防災組織の確立が重要。東日

本大震災の様な災害が起きた際には、現状では全く機能せず、大震災の教訓が全

く活かされない。 

156 宇和島 
・1 人住まいで、何も分からないので避難先などの看板が見える様にしてもらったら

助かります。 

157 宇和島 ・市内は山に囲まれているので、地震が来たら、崩れないかと心配しています。 

158 宇和島 
・避難道の道幅が狭い。 

159 宇和島 
・市内、特に沿岸部の防災無線の整備が必要。 

160 宇和島 ・住宅密集地に住まいの為、火災が起きた時に不安。 

161 宇和島 
・飼っている動物について心配。 

162 宇和島 
・災害が起きてからの食生活がどの様になるかが一番不安。もちろん仕事の件も。

山、川、海岸などのチェックをしっかりしてて欲しい。 

163 宇和島 
・考えれば、考えるだけ不安になる。とにかく“その時”に、いかに的確な行動がとて

るかどうか。 

164 宇和島 
・自宅付近の避難場所で、大震災が起きた際に、津波などから逃げきれるか不安で

す。また、避難所生活となった場合の、衣、食、住が不安に思います。 

165 宇和島 

・特に不安に感じている事は、小中高校の生徒達の安全を確保できるかです。津波

に対する避難場所が城山になっていますが、多くの市民が一度に向かった場合、混

雑など十分な安全が確保できないのではないでしょうか。また、各学校の耐震工事

はスムーズに行われているのでしょうか。 

166 宇和島 
・身体が不自由なので、何があっても逃げる事は出来ないと思います。 
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167 宇和島 

・高齢者の多い地域の避難場所が、高い所（お城山）というのは、無理な事は、考え

なくても理解できるはずだと思います。もう少し深く考えて欲しい。それぞれの立場、

環境を考えて、全ての事においても行政は、住民にとって何が必要かという事を市

民の立場に立って考えて欲しい。 

168 宇和島 

・災害時の要援護者に対する行政の取り組みについて、どこの省庁が管轄し（消防

なのか市役所、警察？）管理しているのかが分からない。 

・在宅での医療機器を使用している場合、停電になった場合の対応策はどの様にな

っているのか知りたい。（災害時の備え） 

169 宇和島 
・近くに、高齢者及び障害者などの人がいるか分かっていない。災害時に声かけな

ど出来れば良いと思います。訓練に参加されている方はけんこうですので。 

170 宇和島 
・危険を免れる避難場所が近くに無い事が不安です。 

171 宇和島 
・高齢者の多い地区なので、有事の際への配慮が必要と考えている。 

172 宇和島 ・防災無線の設置。 

173 宇和島 
・地域の災害時の集合場所が、ただの空地（道路）なので、高台でもなく、建物でも

ない。対策がないに等しい。 

174 宇和島 ・いざという時、私は腰が悪いので、外まで逃げる事が出来るかどうか心配です。 

175 宇和島 
・あのレベルの津波が来たら、ある程度の対策くらいしていても、無意味だと思う。 

176 宇和島 

・私の家は、目の前が海ですが、防災対策もされておらず、避難場所も山（山ではな

いかもしれないが、津波などの場合は、山しかない!）山に行って、その後はどうなる

んだろうと思います。 

177 宇和島 

・現在、住んでいる家が、築 40 年を超えている為、大地震が来たら、持ち堪えるかど

うか不安です。耐震整備も考えていますが、手抜き工事（目で分からないだけに）と

か、ないかどうか不安です。市で、信頼できる耐震整備の基準に対応出来る業者を

認定して頂ければ安心して任せられる気がします。 

178 宇和島 

・東日本大震災の日、津波の恐れがあるという事で、避難の指示が聞こえず、別の人

達が動いているのを見て初めてそれを知った。そのため、それらの指示がいざと言う

時に、どこにいても伝わってくるのか心配をしている。 

179 宇和島 
・自身の身を守る事に精一杯だと思うので、起こった時、1 番に何をすべきかのみ、

日頃から身につけておきたい事。 

180 宇和島 

・すでに近くの避難場所は、危険が気がしている。考え様によっては、住居的に逃げ

場がないので、諦めている事もある。海抜 5ｍのシールも最近気付いたくらいです。

もっと、市民に分かりやすい避難場所マップなどあれば良い気がします。 

181 宇和島 ・人の住んでいない所に避難しても、その後の事が不安に思います。 

182 宇和島 
・丸山公園の登り坂、和霊小学校や天神小学校の通学路の壁等の耐震性は大丈夫

なのか。 
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183 宇和島 ・高齢者、病人等の対策を強化して欲しい。 

184 宇和島 
・高齢者や障害者の方々に対する避難介助、誘導、連絡等、普段から周知して欲し

い。 

185 宇和島 ・原発に替わる電力エネルギーの開発にもっと力を入れるべきだと思う。 

186 宇和島 
・津波対策をもっとして欲しい。 

187 宇和島 
・避難場所が遠い。（子どもを連れて行くには時間がかかる…） 

・避難場所が本当に安全なのか？ 

188 宇和島 

・あの大災害で学んだ事は、地震があったらとにかく高い所へ逃げる事。特に足の弱

い方や病気のある方をいかに早く安全な場所まで逃げてもらうかですが、津波から

逃れる事が出来ても、ライフラインは止まっていると思うので、必要最低限の物を自

分で用意しておく事が大事だと思います。大震災から1年以上経ち、テレビから流れ

るショッキングな映像を忘れかけている今、備えが大切になってくると思います。 

189 宇和島 

・避難訓練に参加しました。地域でもっと回数を増やして、呼びかけをしたら良かっ

たと思います。また、避難場所の適正を考慮して欲しいと思います。初めて参加して

みて実感でした。 

190 宇和島 

・巨大地震、津波に対する不安は良く分かるが、被害を完全に防ぐ事はできない。10

ｍの津波が予想されるからと言って、それより高い防波堤を整備しようとするのではな

く、避難する時間をいかに短縮するかを前提に対策を講じるべき。また、避難者が健

康や気力を損なう事なく、速やかに復興に移行できる様、避難生活の支援に対する

準備について計画しておく事が必要。 

191 宇和島 
・津波が来た場合に、年寄りを連れて逃げる事が出来ないのではと不安です。 

192 宇和島 ・政府の対応に失望。 

193 宇和島 

・高台への逃げ道、整備の促進。 

・リフォーム（特に耐震）資金の公的支援。→銀行等との提携、利子補給 etc 

・大多数の住宅が倒壊するのでは…。 

194 宇和島 
・期待してない。 

195 宇和島 

・海に近い場所で小さい集落に住んでいる者として、津波は非常に怖い事だと思い

ますが、対策と言うと無く、ただ、見守るだけだと思うしかありません。市の方に任せる

しかないのでは？ 

196 宇和島 ・市の大病院には、自家発電能力は完備されているのだろうか。 

197 宇和島 

・東海、東南海、南海の連動した地震の大きさと、津波の高さが新しく発表されたが、

今の避難所で安心か。・地震や津波に対するハザードマップはあるのか。・市役所は

港に近いが、対応できるのか。 

198 宇和島 
・災害はいつ起きるか分からないので、夜間の訓練すべき。 
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199 宇和島 

・災害（地震、津波）が起きた場合、TEL、テレビの回線が不通になってしまうので、

直ちにヘリコプターで上空から避難する様に放送して頂きたい。ヘリは災害用（色

彩）にして、誰でも確認出来る様にして下さい。気分的に安心します。 

200 宇和島 
・お年寄や小さな子どもを持つ家庭の把握をし、実際に災害が起きた時、手伝いや

手助けが出来る様、日頃から交流を持つ事が大事だと思う。 

201 宇和島 ・海端にある建物が心配。 

202 宇和島 
・避難場所を市役所に大きく記入の事。避難訓練を実施している所と、してない所も

沢山あるのでは？呼びかけをして、是非実行のもとに！ 

203 宇和島 
・地盤が埋立の土地なので地震などの被害や、港町なのでテレビで観た状況になり

うる危険性は多少なりともあります。 

204 宇和島 ・島なので、大地震、大津波が来たらどうしょうもない。 

205 宇和島 
・まずは住む所、後は食べ物、身体（健康）に関する不安等、考えればきりがない。

対策については、これをしておけば大丈夫というものはなく、よく分からない。 

206 宇和島 

・自分の子ども達が学校や保育所、幼稚園へ行っている際に地震、津波が起きた

際、どの様に、どの場所へ避難をするのか。また、学校、保育所、幼稚園でどの様な

対策を立てているのか知りたい。 

207 宇和島 

・伊方原発再起動（稼働）の件（放射能汚染）一度、掲題の様な災害が発生すれば、

その被害を免れない。その近郊住民の生活や健康被害。特に風下側にあたる南予

地方住民には、適切な再稼働前の説明が十分になされていない。或いは、全くなさ

れていいない事に不安を覚える。これからは、伊方住民だけ、或いは30㎞圏内の住

民だけで、その賛否を問う事に対して非常に不安を感じる。 

208 宇和島 

・避難場所は広報等で見て知っているが、避難場所までの道が整備されていない。

体の不自由な人などどうするのかと思う。それに、津波等の場合はその高さにもよる

が、この避難場所で本当に安全なのかと疑問を感じる。鬼北町の方は、防災無線が

ある様で、それに伴い光ネットも引き入れているとか…なぜ、宇和島市はそう言うのを

しないのか。よその地の良い物は参考にすべきと思います。 

209 宇和島 

・津波が起きれば海岸線の地域はすべてなくなると思うので、命が助かった場合で

も、住む所、食料、衣料は不安に思う。市役所もなくなればどうなるのかと不安に思

う。 

210 宇和島 
・避難場所への安全に速やかに行ける経路の確保 

211 宇和島 ・災害対策の地域整備、日頃の避難訓練など 

212 宇和島 

・まだ今は足も大丈夫ですが年を追うごとに足も弱ってきます。その時に大震災が起

きれば若い人達に迷惑をかけると思うと心配です。その時は構わないで頂きたいも

のです。私の為に若い人の命を失いたくありません。原発も稼働してほしくない。 

213 宇和島 
・１人で住んでいるので、昼まで、小さい地震や津波ならいいが、大きなのが来たら

不安です。 
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214 宇和島 

・人知をこえた天災に対する人間の無力さを痛感しました。 

・万一の災害時に備えての食糧備蓄をお願いしたい。 

・防災無線の整備 

215 宇和島 ・海岸部で道路が寸断され孤立した場合、海からの支援は可能なのか・ 

216 宇和島 
・大切な物はさっと持って逃げるようにしている。水はペットボトルに入れてある。 

217 宇和島 
・普段から備えております３日間の食品です。自分を守るために能力の強化が重要

かと思います。集合場所も大切です。 

218 宇和島 
・市役所が海にとても近いことにより混乱の中どこへ連絡の中心をおくのか（連絡等

すれば良いのか）不明である。 

219 宇和島 
・自宅が高い場所なので津波の心配はないと思うが、地震災害対策として食料、飲

料等の備蓄や家具転倒防止などを今こそ真剣に考える必要があると思いました。 

220 宇和島 

・災害発生時の人命救助に関して、昔と違い近所交際も少ない現在、家の事情は分

からず救助の見落としがあるという。関西大地震の時、震源地である淡路島では死

者が出なかった理由は隣保の存在が貢献されたと聞いています。今の宇和島はどう

かということを考えたい。自治会の役割を再度見直すことが必要か？ 

221 宇和島 
・海が近く不安がある。外出中に地震、津波の際どこに行けばよいか分からない。県

道などに避難場所の標識をもっと出してほしい。 

222 宇和島 
・寝たきりの老人が家に居るので災害時の避難や対応について不安を持っている。 

・自宅近くの避難場所や避難経路を詳しく知らないので不安がある。 

223 宇和島 
・防災無線（家庭内）の設置 

224 宇和島 
・道路状況がボコボコ道や歩道がないなどで、車椅子や足腰弱い人達は避難するの

に手段がなく難しい。どのように避難するのかな・・・？ 

225 宇和島 
・県外にいる子供との連絡がすぐにとれるか 

・県営住宅の４階のため津波より自身が心配になる。耐震性のことで。 

226 宇和島 
・避難場所へ向かう道の方が危ない場所がある。 

227 宇和島 
・海岸に住んでいるので不安 

・避難場所の指定場所が余り良くない。 

228 宇和島 

・自治会で避難訓練などして高所に逃げる際、高齢者を安全に移動させるのが困難

である事をしみじみ思う。住居が海に近く、後にすぐ山がせまっている所で、住民の

６割近くが６０歳以上である点もあり、不安は多い。住民同士で助け合っていかなくて

はと思っている。 

229 宇和島 

・災害時、１人で（自力で）逃げられないから不安です。 

・対策：皆が協力して助け合う事 
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230 宇和島 ・映画館がないのが淋しい。 

231 宇和島 ・水、食料品の不安。市が市民に配給できるだけの備蓄をしてほしい。 

232 宇和島 
・津波があった場合に地区自治会の場所に海抜の標識を作ってほしい。この地区で

は何メートルか？ 

233 宇和島 
・住民の情報提供（停電、機器損壊時の）災害弱者の援護、避難場所の確保、地域

の孤立化（水、医療、食糧、生活用具等の確保不安）救助、救急対策 

234 宇和島 ・対策・・・訓練あるのみ 

235 宇和島 
・自分の身は自分で守る。 

236 宇和島 

・高齢者は余り動かない方が良いのではと自分の年齢から考えて思っています。若

い人が生きてこそ未来があります。まず自分の生命を大切に。そして落着いてからま

わりを見守っていただければ。 

237 宇和島 ・その時はその時、運の良い人はそれ、運の悪い人はそれ。 

238 宇和島 
・地域（自治会）のコミュニケーションが必要と感じます。 

239 宇和島 
・仕事や学校で離れている時に被災した場合、家族（子供達）とすぐ連絡が取れるの

か不安 

240 宇和島 
・原発事故をまず心配します。 

241 宇和島 

・自分の子供を迎えに行って津波の被害にあわれた方も大勢おられたと思います。

被災した時に学校や保育園に子供のことを託して大丈夫か？それとも迎えに行くべ

きか？宇和島は海と山に囲まれており被災すれば「陸の孤島」になるのではない

か？今自分も備蓄は十分ではないが市の食糧の備えは十分か？迅速にいきわたる

か？ 

242 宇和島 
・まず自助→共助→公助 

243 宇和島 

・小さい子供がいるので避難訓練に参加しましたが、一番近い避難場所の入口は鍵

がかかっていて入れず別ルートは川沿いの道を歩き、低い境内に上がる場所でし

た。考えられる津波が来ると逃げ場所はないと感じました。整備し直してほしいです。

244 宇和島 
・昼もしおきたら、１人暮らしのお年寄りはどうするんだろう？どうしたらいいんだろうか

考えてしまいます。 

245 宇和島 

・東日本大震災時に海岸側で仕事をしていましたが、市の職員等の声掛けに出会い

ませんでした。昨今はしっかりしたマニュアルの作成があると思いますが、その内容

等を伝えてほしいものです。 

246 宇和島 ・家が古くなっているので避難することを考えています。 

247 宇和島 
・災害時の避難場所がどのような場所であるのかを認識されているのか？理解でき

ない。家の中で動かないという住民が居るのです。この私も避難しないと思う。 
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248 宇和島 ・早期、的確な情報伝達 

249 宇和島 ・高齢者が避難する場合、場所的に無理な所になっていると思う。 

250 宇和島 

・警報のサイレンの件 耳の遠い人等々テレビを見ている時等少々の音ではわから

ない。まして１秒単位で鳴らしても何かしら？くらい。もっと、けたたましく連続にて鳴

らさないと気付かないのでは？ 

251 宇和島 

・私のすぐ裏は山で大きな岩がゴロゴロころがっています。近くの家は、うちに比べ大

分安全と思われるのにアパートが出来る時見事にコンクリートで補修され危険区域の

立札も出来ました。一応市の人が見に来てくれた事もありますが、雨が降れば段畑

から次々と滝の如く水が流れ落ち、この不安は大変なものです。老夫婦二人の生活

でおまけに主人は難病を持っています。地震が来れば確実に岩が降る様に落ちて

来ると思います。 

252 宇和島 ・自分の身の安全が第一。それ以外はなりゆきで行動するしかない事。 

253 宇和島 
・海抜５ｍ、１０ｍ表示を市内、市街地の目につきやすい場所にもっとたくさん表示し

てもらいたい。 

254 宇和島 

・津波に対しての対策がもっとされるべきだと思う。堤防を高くするとか情報網の普及

等まだまだ課題は多いはずです。市政ですべきこと宇和島市民が連携をもって協力

すべきことがまだあるはずでは・・・。私は個人的に東北の多数の人と今まで関わって

いるので言えることが、東北の人の方が他人に対しての思いやり優しさが宇和島（愛

媛）の人に比べあります。去年の東日本大震災でも東北人が見せた大変な中でも見

せた思いやり人同士の連帯感が愛媛・宇和島の人達にあるのか・・・これが一番不安

かも・・・。 

255 宇和島 
・災害時の避難等の対応マニュアルを作成し配布してほしい。 

256 宇和島 
・地震・津波が起きた時に災害派遣の準備など国と県との連絡網の整備、充実をお

願いしたい。避難場所の整備、防災無線の配備（日振島のこと） 

257 宇和島 ・地震の際、避難路の暗い道を明るく誘導灯を設置してほしい。 

258 宇和島 
・子供の学校や自宅も海に近いので津波が一番心配です。すばやく避難が出来る

様にしてもらいたいです。 

259 宇和島 ・津波避難場所が大雑把すぎる。処理のこまかい具体的な場所の指定が必要です。

260 宇和島 
・日頃から避難路の整備を定期的にやっておくべき。いざという時に使えるように。 

261 宇和島 
・保育園や学校の耐震化工事を早急にしてほしい。特に大浦保育園が心配です。 

262 宇和島 
・逃げ遅れないか不安。 

・学校に登校している子供達の事（平日の昼間に災害があった時） 

263 宇和島 ・地震・津波が起きた際、自分がどの場所にいるか？ 
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264 宇和島 
・老人を避難させることができるのか不安。 

・防災グッズは身近に置いている。 

265 宇和島 
・震災後の経済面、精神面が心配。普段から体力をつけておくこと地域の人達と仲

良く何より伊方原発が心配。 

266 宇和島 

・津波を想定した避難訓練に参加しましたが避難場所へ上がる道の狭さ階段の上が

りにくさに驚きました。また、避難を促す放送が屋内にいるとほとんど聞こえなかっ

た。整備をお願いします。 

267 宇和島 

・いつ災害がおこるかわからない時代。平日に小中高校と地域施設と住民の避難訓

練をしたら良いのではと思う。休日も良いけれど平日の訓練は、保育所から高校、短

大と地域との連携が出来るのではないでしょうか？ 

268 宇和島 ・朝日町の避難場所は龍光院である。高齢者や障害者はどうして避難するのか。 

269 宇和島 
・東日本大震災という災害が事前に起こっており、その教訓を活かしていく。それが

一番の対策であると考える。 

270 宇和島 
・近所が古い住宅が多いので倒壊の不安があります。 

271 宇和島 
・不安に思います。 

272 宇和島 

・我が家は離島で現在、夫・長男は島。私と次男は街で住んでいて、実際島の避難

場所はわかっていますが、今自分が住んでいる避難場所は知りません。昼間災害が

起きたら次男は学校、みんな家族がバラバラなので、とても不安です。宇和島の家

は海に近くどうすれば良いのかも全く理解出来ていません。島のように地域地域でマ

イク放送とかは出来ないのでしょうか？ 

273 宇和島 

・道路、水道、電気等のライフライン確保の具体策。・地区、地域毎の海抜表示と啓

発。・道路整備。（特に交差点と角）・河口付近の堤防等の整備。・保・幼・小中学校、

公共場所の緊急避難マニュアルの徹底。・道路付近の耐震化率の判定と整備。 

274 宇和島 
・１０ｍ以上の津波が来た時、家がつかってしまうので心配。 

275 宇和島 ・具体的に避難場所を提示してほしい。子孫のために脱原発を望む。 

276 宇和島 
・情報伝達の設備が急がれる必要あり。 

277 宇和島 
・津波・豪雨などにおける災害に対してあまり行政の対策が松山市よりも遅れてい

る。 

278 宇和島 
・津波が来たらどこに逃げたら安全かわかならい。 

279 宇和島 ・津波が来た際、皆で住む所があるか心配。 

280 宇和島 

・避難場所は把握しているが災害はいつ起こるか分からないので時間帯での対策を

指導してほしい。また日中仕事をしている際は、市内のいろいろな場所にいることが

多い為、市内全体の避難場所を広報に載せてほしい。 
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281 宇和島 ・年を取るにつれ避難場所まで行けるかどうか不安がある。 

282 宇和島 ・災害レベル毎のハザードマップ作成を提示。それに基づいた避難場所の見直し。 

283 宇和島 
・東日本大震災のような災害が起きればパニックになると思う。注意報・警報の予知

が市の情報通信網などで早々にわかる様にする事が必要と思います。 

284 宇和島 
・海に近い、老人が多い、備蓄。 

285 宇和島 

・私の住む住吉町の避難場所は住吉山（公園とは名ばかり）となっておりますが避難

道路が階段で高齢者や車椅子の方など介助を必要とする人の避難は難しい。避難

場所を決めた場合には、避難者に配慮した整備が急がれると思います。 

286 宇和島 ・避難道や避難場所の整備。 

287 宇和島 

・住吉地区の避難場所が住吉山となっているが、測候所が移転して以来登ってみた

事がなく、今ではほとんど誰も足を踏み入れない場所となっている。日頃から住民の

散歩コースなどとなるよう整備をお願いしたい。桜の花の時期だけでも人々で賑わう

といいと思う。また地震・津波災害時と台風などの災害時とでは避難場所が異なって

いてわかりにくい。 

288 宇和島 

・小学校が平地にある場合は、子供の安全対策はどうなっているのか？天神・和霊

への食料・水などの備蓄は設備としてあるのか？市立宇和島病院・社保の地震への

対策はどうなっているのか？ 

289 宇和島 ・食料、水、電気はどうなっているのか？ 

290 宇和島 

・旧宇和島市内では多くの住民に周知できるシステムが一斉放送程度しかなく、きち

んと伝わるか心配。また避難場所の中には津波の被害（または影響）を受けそうな場

所もある。公的建物はもちろん、民間ビル（マンション含む）も活用し、高所の避難場

所の確保も必要では。 

291 宇和島 
・避難場所への経路の管理（草刈り、街灯の設置、手すりの設置） 

292 宇和島 

・各地域での自主防災組織づくりを行うことが大切なのではないだろうか。地震津波

対策においても、高齢者や障害者の人も含めた訓練や対策も必要なのではないだ

ろうか。 

293 宇和島 

・場所的に市役所そのものが大変な事になると思う。職員一人一人の自覚と心構

え、個人においてはせめて両隣くらいの把握は必要かと思う。当り前の事がなかなか

できないものです。 

294 宇和島 
・再度家の周辺のがけくずれの岩盤調査を行ってほしい。 

295 宇和島 
・年齢とともに身体の状態が思わしくなく、自分で自由に動けないので逃げることが

出来るか心配です。 

296 宇和島 ・伊方原発が同じ状態になったら・・・かなり不安がある。 
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297 宇和島 
・四国方面へのヘリ救済が望めないのではないかとの不安がある。（国からの援助を

含め）自分達（地域団体）で自分達の命を守る術を身につける必要性を感じる。 

298 宇和島 

・本島ではないうえに、宇和島まで交通の便も悪い為、災害が起こった場合、支援物

資やボランティア支援などの遅れが非常に心配です。また、海沿いにある町な為、

津波の影響は大きく復興などの遅れも懸念されます。 

299 宇和島 
・当市の被災地（例えば姉妹都市の仙台市等）への協力が余りできていないので、

当市が被災した場合協力が受けにくいのではないか。 

300 宇和島 
・避難できる場所が近くない。 

・災害が起きた後の生活（住居など） 

301 宇和島 
・市の素早い情報と判断があれば災害は最小限に回避できると思います。各自治会

への防災無線や各家庭向けの防災ラジオ等あればいいと思います。 

302 宇和島 
・高台では山津波が心配。 

303 宇和島 

・宇和島市役所が海に近いところにあるので、津波の被害にあうのでは？と思ってい

ます。データなどは委託できていても、その後の情報伝達がスムーズに行えるのか

疑問。住吉・大浦地区は見返り橋などの橋でしか逃げる道がなく橋が流された場合、

孤立してしまうのではないかと不安になります。その橋までの道も危険です。 

304 宇和島 
・テレビ及びラジオの情報を聞いて行動する。夫婦とも足が悪いので、後は運まかせ

です。 

305 宇和島 ・大切な物は自分の身近な所にしまっておく。 

306 宇和島 
・避難場所までたどり着ける気がしない。道もせまく古い住居などが多く、家がくずれ

て道がふさがれてしまうような感じがしました。 

307 宇和島 ・独居、老夫婦など弱者の方の避難対策について不安に思います。 

308 宇和島 
・①自助②共助③公助の在り方を具体的にわかりやすく広報などに知らせながら、

それぞれが常に確認が出来るようにしてほしい。 

309 宇和島 
・沿岸部、島嶼部の安全確保、避難場所の確保。埋立地の液状化現象。 

310 宇和島 
・避難場所と備品の確保。 

311 宇和島 

・避難場所への道の整備、四国ガスのガスタンクは正面に津波を受けて大爆発する

可能性あり。 

・伊方の原子力発電所の自身津波対策として３０数項目の改善がなされているが造

成標高が低いので防波堤の整備。真水の量の確保として南予用水との連結、外部

電力も電源車頼みでは不十分と思われる。想定ではなく絶対に安全に運転を止め

てほしい。 

312 宇和島 

・津波がおこった時入院されている方や自宅で体の不自由な方の避難に不安があり

ます。また、その為に（消防の方や家族の方）被害にあわれるという事態はおこって

ほしくありません。 
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313 宇和島 
・時期も季節も、いつどのような災害にあうかわかりません。そんな時に市民が困らぬ

ように万全の対策をお願いします。 

314 宇和島 
・防災無線など瞬時に危険を知らせる手だて、各地区ごとに安全な避難経路を誘導

する方法などが整備されているのか？ 

315 宇和島 

・もちろん対策は必要ですが全国で東日本大震災のような津波が来るとは思いませ

ん。地形を考え色々と分析も必要ですが宇和島で十数メートルの津波が来るとは思

いません。地域に応じた対策が必要なのかと思います。 

316 宇和島 ・自然には勝てない。なるようにしかならない。不安はなし。 

317 宇和島 

・小中学校の耐震工事がきちんと行われているか疑問に思うときがあります。古い校

舎なのに大丈夫なんだろうかと思う学校や、いつも工事している学校を見ると、その

目安がどうなっているのか分かりません。 

318 宇和島 
・公共施設（特に学校）の耐震性に問題がある。 

319 宇和島 ・伊方原発の放射能もれ。 

320 宇和島 ・食糧の事。 

321 宇和島 

・やはり防災訓練は必要と思います。今までに数回参加してみて（校区、市など）避

難場所に集合して人チェックとあいさつだけで終わったりすることもあり、例えば一人

暮らしで高齢者の誘導（誰がするのか？）や集合されていない方の人数把握は自治

会班長はできているのか？「生存確認」の意味で目的を明確にし反省・評価も市民

に報告していただきたい。 

322 宇和島 

・不安なこと・・・①伊方原発②須賀川ダム③高齢者を伴って車を使用せずに避難す

ること。 

・対策・・・①出来る限り節電に努める。できれば停止。万が一の場合は速やかに情

報を流せるよう（１００キロ圏内に）取り組んでいただきたい。②地域・学校での防災訓

練。 

323 宇和島 

・どれだけ早く情報が入ってくるか。 

・市内の防災無線の設置は？ 

・地震での須賀川ダムはだいじょうぶなのか？ 

324 宇和島 
・家族との連絡がすぐに出来るだろうか一番不安に感じます。 

325 宇和島 

・今でもあちらこちらから赤字の声・・・ 

・職場がすぐにもとにもどり、活気がもどるのかという不安。 

・道路の交通網の寸断が不安。 

・子どもたちの安全がきちんと保たれるか不安。 

326 宇和島 ・津波の際に逃げる時、山道の整備が出来ていない。 

327 宇和島 
・災害が身近に起きた際サイレンやマイクでの放送が聞き取りにくい。避難場所や避

難経路が何か大丈夫なんだろうか？と心配します。 
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328 宇和島 

・避難場所への道がせまく、上が墓地で地震の場合適当でない。 

・避難訓練の時は寝たきりの人も一緒に訓練できる様教えてあげて下さい。うちの地

区では元気な歩ける人だけでした。対象海岸地域です。 

  

329 宇和島 

・海抜表示について、大通りの電柱に表示されている所もあるが、もう少し範囲を広

げ目印となるところの海抜を広報などで知らせてほしい。 

・先般の訓練では合図のサイレンが室内では聞こえなかった。 

330 宇和島 
・今は健康で主人もいるけど、一人になった時とか足腰が弱くなった時が不安。 

331 宇和島 ・海が近いので津波が流れ込まないか、水深をいつも見ています。 

332 宇和島 

・地震、津波はいつくるかわからない。今はとっさの行動ができるが、もっと年がいくと

動けないと困るので不安。対策としては日頃の訓練が必要だと思う。自治会を通して

年に１回をもう少し増やしてはどうか？ 

333 宇和島 
・山の上の避難場所などにベンチなど置いていただけたらと思います。 

334 宇和島 
・自分の体は、自分で守ることが大切であるが、年と共に動きが悪くなっているので

不安あり。出来るかぎり自分でがんばる心得。 

335 宇和島 

・小中高それぞれの学校の安全性は？自治会での避難場所に集合は出来るが、そ

れから先の動きが分からない。市として何かあった場合のシュミレーションは行ってい

るのか？医療体制のマニュアルなども整えてあるのか？ 

336 宇和島 ・天災はやむを得ないが、人災はしないこと。 

337 宇和島 

・海と山に囲まれた地域、避難場所が危険。 

・家の前が海なので津波の心配。 

・裏が山なので地震による山崩れが心配。 

338 宇和島 
・国道５６号の橋（保田地区から祝森地区）が一本しかないのが不安。 

339 宇和島 

・有事の際医療体制の確保。 

・リーダーシップの人材確保。 

・避難所への心理士派遣。 

340 宇和島 
・津波対策の構築と早期実施。 

341 宇和島 

・地震津波対策について、公の施設等が必要になる場合は少しでも海抜の高い地

域の立地を利用して、大浦等はやめ、例えば薬師谷等の土地を利用してはいかが

かと思います。 

342 宇和島 ・一人での生活です。地震がおきた時は不安です。 

343 宇和島 

・最近裏山に通じる山が大雨があって崩れた為、いつ崩れるか心配ではある。擁壁

は一応あるがきちんと調査してほしい。ここだけじゃなく他の所の山の調査もしてほし

い。津波も当然心配だが身近にある危険な事の方が心配。 
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344 宇和島 

・所々でも海抜○○ｍの表示はあるが、もう少し詳しく緊急の時には市内どこに避難

するのが１番いいかポイントを教えてもらい広報でも各家庭に１枚は、より詳しい避難

経路がわかるマップがほしい。地区ごとだと避難場所に殺到するおそれがあるので、

それでは各自対策になるので不安です。ご年配、若者に限らず身体の不自由な方

は沢山いるので、その対策も教えてほしいです。 

345 宇和島 
・須賀川ダムの耐震強度はどのくらいでしょうか？東日本大震災のような強い地震に

耐えられますか？ダムが決壊した場合の被害は想定できますか？ 

346 宇和島 

・防災、防火、避難訓練を定期的に行うようにしないと、いざという時動けないと思い

ます。そして改善するところ、住民の意見をよく聞き、ベストに近づけていってほし

い。 

347 宇和島 

・避難するには足が悪い事。手荷物の準備はしていても持って逃げる事は出来な

い。最低の荷物とは２～３キロぐらい？特に高齢者にはより細かい（現実をみすえた）

情報が欲しいと思います。 

348 宇和島 
・勤務先から自宅へ帰る事が出来るかどうか。 

・沿岸地域の高台の避難ルートと避難場所の整備。 

349 宇和島 
・各家庭での食料・飲料の備蓄は必要。 

350 宇和島 ・老人で体が不自由なので不安です。夜だったら家でじっとしている他ありません。 

351 宇和島 ・山間部に住んでいます。「通行出来なくなれば」と不安です。 

352 宇和島 
・市民全員に正確な情報が伝達できるか不安。・車での広報が難しいので、防災無

線、ＦＭ放送での複数伝達が必要。 

353 宇和島 
・自分自身で身を守る。人を頼らない事を日々頭に入れておく！ 

354 宇和島 

・皆様と同じように考える事が多いです。どうぞ皆が安心できるよう、空の神、海の神

様、家の神様に手を合わせています。（お金では買えない気持ちが心の中につまっ

ています。） 

355 宇和島 

・災害時に何をどれだけ用意すればいいかわからないので、非常持ち出し袋のよう

なものがあれば、配布して欲しい。ダメなら詳しく書いたようなものが欲しいです。あ

れもこれもで袋に入りきらないし、結局何も用意出来ずにすんでしまいそうです。 

356 宇和島 

・予期せぬ時間帯の災害なので、家に居てた時は貴重品の持ち出しが出来るよう

に。 

・町内にところどころ大きく避難場所を掲示して下さい。 

357 宇和島 
・現在１人暮らしなので発生時間帯によっては不安。万一の場合助け合える地域の

交流も少ないので不安。 

358 宇和島 
・マンションに入っている方は自治会に加入していませんが、災害の時にどなたが住

んでいるのか、取り残されているのかわからないと思います。 

359 宇和島 
・防災無線の設置 

・高齢者・障害者の避難時における支援対策 
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360 宇和島 
・地震などに備えて水や食料などの必要最低限の品をまだ用意していないので、早

く用意してすぐ取り出せる場所に常備しておきたいと考えています。 

361 宇和島 
・海抜が低い場所に住んでいて実際に津波があれば具体的に逃げる場所に不安が

ありあます。避難訓練に参加した時も現実的には無理な場所でしたので。 

362 宇和島 

・食料品や飲料水は確保されているのか？テントや毛布の備蓄はあるのか？仮設住

宅を建設する土地はあるのか？各家庭に人数分の救命胴衣を配備してはどうか？

（浸水地域の住民に） 

363 宇和島 

・現在住んでいるマンションが３Ｆだから、津波は大丈夫かもしれないが、相当古くガ

タがきているので、地震の場合は助からないかもしれない。職場にいた場合は５Ｆま

で逃げる。別に友人もいないので自分も含め市民全員が死亡しても構わない。動物

だけが助かって救助されればそれでいい。 

364 宇和島 ・避難所までたどりつけるか。近所、自治体との連携。 

365 宇和島 
・連絡網の整備。 

366 宇和島 ・防災訓練等、具体的に細かくする必要が自分自身を含めあると思います。 

367 宇和島 ・自分の身は自分で守るが基本だと思っている。 

368 宇和島 

・災害は忘れた頃にやって来ますが、家が流され家族がなくなる等したら大変だと思

うと不安です。まず地震・津波を早く知ることが出来るのか？日頃からご近所同士で

避難場所など話し合い色々とコミュニケーションを図ることも大切かと思います。 

369 宇和島 

・地域のスピーカーによる放送は山彦で何を言っているか解らない。風雨の強い時

は全く聞こえない。ワイヤレス受信機の設置を。 

・黒の瀬峠は地震時のガケ崩れで通れなくなるのでは。 

・近くの避難所（公園）には椅子も何も無い。途中の避難路には海につながる側溝が

あり、津波時には最初に通れなくなるのでは。 

・川の中の堆積物、上流の手入れされていない樹木等流れ出したら大変な事にな

る。 

370 宇和島 
・東日本大震災を教訓に避難グッズを準備したり、避難訓練に参加したりしています

が、不安だらけでです。特に海岸端なのでライフライン。 

371 宇和島 

・伊方原発が水素爆発して放射能が拡散する事。ダイナマイトの上に建てている原

発はただちに止めるべきである。福島原発の悲惨さを思いおこし人間が本当の制御

もできない原発をすぐに止めるべきである。 

372 宇和島 

・宇和島は海と山に囲まれたところなので本当に人事ではないなと不安に思います。

崖崩れ注意の場所など工事しなくてはならない所が目につきます。何かあってから

では遅いのです。 

373 宇和島 

・まず逃げることができるだろうか。ガス、水道、電気が止まった時どうするのだろう

か。家は？と次々に不安な材料は浮かんでくるが小さい頃のことを思い出してやるし

かないだろう。年を取っての災害はつらいものがあるだろう。 
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374 宇和島 ・今の避難場所では不安です。 

375 宇和島 

・災害時に必要な物 食べ物：自宅に必要な量（当分）保管する（保存出来る品物）

水：水タンク 住・火・照明：キャンプ用品 以上の物は準備しているので後は避難時

に手元に用意しておく物を準備していたら良いと思う。 

376 宇和島 
・地震津波情報を素早く伝えてほしい。 

377 宇和島 
・私の住んでいる地域は、避難場所が城山になっていますが、夜間（６時以降）は門

が閉ざされています。夜中に地震津波が来た場合に、間に合うのでしょうか。 

378 宇和島 
・避難場所はかなりの急傾斜で足の悪い人や高齢者はとても無理だし、がけ崩れの

危険あり。もう一ヶ所の所も川沿いを通るため怖い気がする。 

379 宇和島 
・各地において避難場所を設定しているか大津波に対しもう一度見直しをする必要

があると思う。 

380 宇和島 
・伊方原発の安全性。本当に避難場所は安全なのか？ 

381 宇和島 
・高い所に逃げたいが道の整備。歩きやすい道にしてほしい。 

382 宇和島 ・各地域の避難場所に住居と備蓄倉庫を設ける事が必要ではないかと思います。 

383 宇和島 
・女性や老人だけの家庭に対し、水害時の土のう配置をしてほしい。 

384 宇和島 
・まだ防災グッズを準備していないので備えたいと思います。 

385 宇和島 ・高台なので津波は大丈夫だと思われますが、土砂崩れが心配です。 

386 宇和島 

・海が近い所の道路がせまく逃げるのが大変だと思う。 

・路上駐車が多い（夜とか）ので、緊急車両とかが通りにくいと思う。 

・避難場所を整備して、お年寄りとかも逃げやすいようにしておくと良い（トイレなど） 

387 宇和島 
・テレビ、ラジオ、携帯、電話にニュースが入るので高台が住んでいるから安心かな。

あまり深く考えない様に、近所の人達と共に行動すると思います。 

388 宇和島 ・日頃から家族間で話をしてある程度決めておくと良いと思う。 

389 宇和島 
・持ち出し物の用意と避難場所の確認。 

390 宇和島 
・自分の避難場所は知っていても、いつ発生するか不安。そのため地域ごとに避難

場所を知らせる看板等を建ててほしい。 

391 宇和島 

・宇和島は大規模な災害（洪水、浸水）なども起こらず、その点平和なまちだと思って

います。（私が生まれる前は大宮町あたりに、あったのかもしれませんが）少しの地震

でもこわいと思いますので、あのような大地震がきたら、いつか起こるといわれていま

すが、こないでほしいです。 

392 宇和島 
・避難場所を明確にしてもらいたい。 
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393 宇和島 
・勿論、最大限の努力は人命を守るため必要であるが、千年に一度あるかないかと

いうことに過大に影響されないこと。 

394 宇和島 

・実際に地震・津波があった時に速やかな避難ができるのか、被害を最小限に抑え

られる対策をできているのか不安を感じます。被災した時、行政等の拠点が機能し

ないと被害を大きくするのではないかと危惧しています。 

395 宇和島 

・3.11 のような災害が身近に起きたとすれば、その被害は東北の比ではないと言わ

れる。早期に救援を期待することは無理かもしれない。自分の命は自分で守ることが

第一だが、行政として市民の防災減災対策を本気で取組んで欲しい。予算、人員と

言う前に良い知恵を出し合うことが重要だ。3.11 の復興も大切だが、それを教訓とし

て何をするかが問われている。地震・津波の場合は火災が発生するものとして避難

場所からさらに逃げられるルートを確保して欲しい。 

396 宇和島 
・危機管理課が機能しているか分からなかった。（疑問）今年の市全体の防災訓練も

ＰＲ不足を感じた。 

397 宇和島 
・普段から近所の方々と話し合ったり、何か起きた時に声をかけ合う事が大切だと考

えています。 

398 宇和島 

・3.11 から色々講演も開いたり何かと松山の方まで何度か参加し心がけてはいます

が地震はとっさに来ます。現在のところ、自宅より海の方は不安です。津波の速報の

大切さ。 

399 宇和島 
・不安はない。 

400 宇和島 
・避難訓練の際に感じた市職員の対応が出来ていない。まったく。 

401 宇和島 
・埋立地が多いので不安。避難者が遠い人の為に近くの山などにすぐ登れる階段を

作ってはどうかと思う。 

402 宇和島 

・母は車椅子でしか移動できません。大きな災害が起きて時、生き残れるか、生き残

った後もどうなるのか不安です。避難訓練も体の不自由な人、高齢者はどうすればよ

いのか教えほしいと思います。 

403 宇和島 

・今年３月１１日の全体訓練では、何人かの友人から「自分の地区は海に向かっての

避難を計画してある。市の防災は実際に歩いて作成したのか疑問。」と聞きました

が、どうなのでしょう。 

404 宇和島 
・避難生活をするようになった場合、広い市体育館は海に近いし、小中高体育館で

は人数に限りがあると思うので、行き場が無くなるのではと心配。 

405 宇和島 
・もし津波が来そうな時、住民に聞こえるような放送や誘導はあるのか？ 

406 宇和島 
・避難訓練のマニュアルをしっかり作って、訓練参加を義務づける。 

・お年寄りや障害者など弱い立場の人が参加できるようにしてほしい。 

407 宇和島 
・伊方原発が福島のようになれば宇和島も危険範囲となり、身体や生活が不安であ

る。補償等は微々たるもの。市民への早い連絡が必要。 
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408 宇和島 ・標高、海抜の標示を増やしてほしい。標高、海抜を示すマップがほしい。 

409 宇和島 
・居住地が海岸部なので一応覚悟はしているが、現在地区で避難場所が指定され

ているが、高齢化で不安、道幅を広くしたり地域での対策が大切であると思う。 

410 宇和島 

・テレビ、新聞、雑誌等マスコミが余りにも学者の意見を尊重し過ぎる感がある。当地

域における予算・対策は当地域内にて勘案すべき課題であり、他地域、関東、東日

本等の事例を例題にしても該当しない場合もあるので、南予地域の特色ある対策を

将来的に考えるべきである。 

411 宇和島 

・避難訓練において災害弱者といわれる人（寝たきり、障害者等）も参加することも必

要。災害時には近所の人達が災害弱者を手助けすることになるので、自治会として

の取組みも考慮する必要がある。訓練することで諸課題も浮上してくる。その対策も

必要。 

412 宇和島 
・地震や津波はいつ起こるかわかりませんが、小さい子どもがいるので、無事に逃げ

きれるかどうか心配です。 

413 宇和島 
・伊方の原子力発電所が稼動されない様にしなければ、東日本大震災の様な災害

が起きた時に住む所がなくなってしまう。 

414 宇和島 

・大きな地震を想定した時、道路が寸断されたり津波の襲来で集落が孤立する可能

性もある。そうした時、せめて対策本部と情報受発信の出来る自立した整備が出来

ないものかと思う。災害対策として集会所に太陽光発電（災害時に使用可能なもの）

小型、中型の風力発電装置の設置ができないものか・・・ 

415 吉田 
・防災無線放送設備の充実（美整備地区解消を早期に実現さすこと） 

416 吉田 ・被災を想定のうえ対応方法、能力を整備しておく事が大切であると思う。 

417 吉田 

・今住んでいる住宅は両側に川で挟まれている場所なので津波も心配だが地震で

家が壊れる方が心配です。 

・非常時持ち出し袋の品物を考えもう少し軽くしないと（私の場合）重く持ち出し出来

ないし間に合わない。 

418 吉田 
・避難場所へ行く道路整備が不安 

419 吉田 ・想定外と言わない安全性の確立を願います。 

420 吉田 

・近いうちに起ると言われる地震、津波は考えれば考えるほどに思われる。家族では

津波の場合は避難場所よりも自分の家の方が高台にあるので行く必要はないと話し

ている。 

・我が家では山津波の方が心配である。 

421 吉田 
・避難場所の安全性に疑問。 

422 吉田 
・津波の高さを知らせて下さい（市民に図で） 

 （高知が１０ｍの場合→宿毛？→宇和島？→八幡浜？） 
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423 吉田 
・家の横に避難所の階段が出来たのですが家の二階位の高さなので（道路から３ｍ）

あれは無駄使いだと思います。もっと高い位置に避難所を作るべきだと思います。 

424 吉田 
・一度避難訓練に参加しましたがこの場所だったらほとんど助からないだろうと感じま

した。 

425 吉田 

・近くに高い建物がないので不安。 

・災害の時、雨などが降っていたら、子どもやお年寄りを連れて逃げるのに時間がか

かってしまうのだろうと思うので、天候の悪い中でも逃げれる準備が必要だと思う。 

・津波が来るとなった時、山に逃げるとなってもうっかり蜂などに襲われるといったこと

も考えれるのでちょっと心配。 

426 吉田 ・身体が悪いので夜なんか早く逃げることが出来ないので不安であります。 

427 吉田 
・市の偉い人はあてにならないので自分で考えて自分たちで対策しようと思っていま

す。 

428 吉田 
・自分の住居地が海抜何メートルかわからないので不安です。 

・たて札などでところどころにわかる様にしてほしいと思います。 

429 吉田 
・海辺の近くに住んでいる人は、津波に不安をおぼえ現在の場合２０～３０ｍの波の

場合ふせぎようがない。 

430 吉田 
・地域のつながりをもっと強めていかなくてはと思ってます。 

431 吉田 
・津波時、避難場所の設定を見直してほしい。 

・急な登り坂、細い道幅、一斉に避難できないと思います。 

432 吉田 ・津波に対する高齢者などの高台避難などのルート確立など。 

433 吉田 

・吉田地区に住んでいるが、大きな地震に津波が来た場合湾になっている吉田は、

全体が被害に合う可能性が大きいと思う。そうなった時に、支援物資の到着が、その

他の地区（宇和島市内や三間等）に比べると山崩れ等により道路が寸断されたり陸

からに流出物で海からの搬入が困難となりだいぶ遅れるのではないかという心配が

ある。 

・現在避難箇所に指定されている「ふれあい体育館」は大きな津波の時にはかるく波

がおそってくるのではないかと思う。 

・吉田小学校の避難ルートもおかしいと思う。逃げている途中で波にのまれる可能性

が高い。 

・すぐ裏の山に登れるような道を作った方がいいと思う。 

434 吉田 

・築８５年の木造住宅に住んでいて、屋根瓦は軽いのに変えましたが、耐震工事して

ない。 

・年金生活なので心配です。 

435 吉田 ・毎日不安でいっぱいです。 
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436 吉田 

・旧吉田町、地震の折、液状化が予想される。 

・住民も高齢化し町内に数ヶ所避難場所が必要と思います。是非とも作っていただき

たい。 

・区別での避難場所へ行けない人のため。 

437 吉田 

・海辺の防波堤の低さ、道路とか古い橋は大丈夫なのか？ 

・学校の耐震は大丈夫なのか？ 

・水分や食べ物は、避難場所は大丈夫なのか？ 

・自分自身も物資の用意も必要ですが普段から備えておこうと思っていても出来な

い。 

・町内の方から今度防災の講習会が行われる。しっかり聞いて、備えたい。 

438 吉田 
・小さい子どもがいる家族への支援。 

439 吉田 

・連動で地震が起きた時に津波が数十分で来ると新聞で見た。 

・お年寄りなど逃げ場の確保等周知があればなぁと思います。 

・海沿いは高台へ、平地は高層ビルなどあまりないのでどうすればよいのかと不安に

思います。 

440 吉田 
・宇和島市財政による対策費用算出は無理がある為、避難場所の確保。（堤防等は

最低限のみとしてとにかく避難場所の確保） 

441 吉田 

・急な地震が来ても場所（向こうに高台）上がる道にもなにもない（手すり）。 

・足が悪い者にはとても不安です。場所の決まった所には、ある程度の道も気にして

もらえたらと思います。 

442 吉田 

・昨年秋（喜佐方）車で、豪雨により突然濁流に出あうこととなりました。３時間の避難

をした後、消防車で送ってもらいました。その時感じたことは、毎日通っている道では

あるが、避難できる場所がどこにあるかを確認しておくことが大事である事。 

・あらゆる事を想定した訓練が必要であると思います（数回） 

443 吉田 
・前が海なので山に上がるしかありません。雨、風、夜露をしのぐ事さえできません。 

・ほとんどがおじいさん、おばあさんばかりです。先が思いやられます。 

444 吉田 

・身近に高台への避難道が整備されていない（狭く急で曲がっている） 

・高齢者のような弱者の方たちには非常に困難であり登れない方たちも多い 

・海抜の位置が全く検討がつかない。表示が身近にない。早くお願いしたい。 

445 吉田 
・家族の安全確認・子どもと高齢者の安全確認 

446 吉田 ・地域で協力てすぐに行動をしたいと思います。 

447 吉田 
・避難場所の確保 

・高齢者の避難方法が難しそう。 

448 吉田 

・素早く放送を流して知らせて下さい。私も高齢者になって来ましたので、何をする

にしてもすぐに出来なくて時間が掛かりますので、慌てず落着いて、要領良く家を出

なければと思います。その時に備えて日頃から災害グッズを準備しておかなくては…

と思います。津波が来る前に、二階以上の高い建物に昇る頃を今は考えています。 
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449 吉田 
・海抜表示等、もっと整備して欲しい。→地域の電柱等に表示。 

・地域の避難場所を行政側で責任持って用意する事。→地域まかせに成っている。

450 吉田 
・防犯グッズの整備をして置くこと。 

・万一の場合、避難場所の確認と実地検証。 

451 吉田 
・伊方原発からの放射能汚染 

452 吉田 
・伊方原発を稼働させてはいけない。 

・自家発電設備を充実させるべきである。 

453 吉田 

・身体の不自由な夫がいて、主人を残してすぐさま私 1 人逃げるわけもいかず、助け

を待っていてその間に津波がと思うと、とても不安である。以前、役所から寝場所の

家図を提出しましたが、その時、家族はどの様に対処をすれば良いか、具体的に説

明して欲しい。 

454 吉田 

・避難経路、避難場所が安全であるか不安である。（地震に対する道路、山崩れ等

心配） 

・独居老人や、老夫婦のみの家族に対する情報提供や状況把握が足りないと思う。 

※危機管理室からの情報発信、現実的な対策が伝わってこない。 

455 吉田 

・伊方原発の災害が非常に不安です。子供達に禍根を残す、原発の後処理問題、

制御が確立していない現在、原発は廃炉にすべきです。経済優先の行政に不安を

感じる。 

456 吉田 
・国、県、対応が遅い。早い対応をして欲しいものです。 

457 吉田 
・避難してもその後の衣食住に不安がある。孤立する。 

458 吉田 ・保育園に通う子どものこと。 

459 吉田 
・避難路や避難場所が安全だとは思わない。 

460 吉田 
・大津波が起きた時、避難場所までの道が川沿いのため不安。また、避難場所も適

切な場所か不安。 

461 吉田 
安全な避難場所。避難経路。 

462 吉田 

・吉田町北小路 2 区の河川の堤防の石垣（吉田病院裏の石垣の続き）が数年前から

途中までしか築かれていない。（予算不足との事であった）雨が降るたびに土が流

れ、土手が決壊しないかと不安な毎日を送っている。少しの距離なので早急に石垣

を完成して欲しい。 

463 吉田 
・誰もかれも、がんばれ日本…など災害地に対して同情的な言葉は言うが、いざ、ガ

レキ等の受入等になると反対する。であれば、最初から同情するな。 
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464 吉田 

・収容施設の不足（収容施設自体が被災した場合など） 

・遠方の親族や知人との連絡手段 

・避難経路や避難所が周知徹底されていない。 

465 吉田 
・市の食料備蓄の状況が分からないので、災害が起きたとき必要物資や食料を調達

する手段に困る。 

466 吉田 

・居住地が被災を受けた場合、代替道路が寸断されて避難ができなくなる恐れがあ

る事。 

・独居老人世帯が有り、対応が取られるか非常に心配な事。 

467 吉田 
・夜とか雨とか天気が悪い時が一番不安に感じる。 

468 吉田 
・山津波に対する防災指導がなされていない。 

469 吉田 

・障害をもった子供をどうやって災害があった時に避難させればいいのか？避難用

品持って子供つれては大変なことです。ラジオ、水、タオルよりも障害児をもった親

は薬、オムツ、その他医療用品の方が大事です。 

470 吉田 
・土砂に埋もれる心配 

・取り残される心配 

471 吉田 
・避難したあとにどうしていいかわからない。自治会には備蓄品はあるのでしょうか？

472 吉田 
・障害者がいるのでそれと入浴中に災害があると避難するのに少し不安です 

473 吉田 

・身近に災害が起きた時には一人で生活している者にはとても不安です。日頃から

近所の方に声かけし、または声かけしてもらい一緒に逃げようねと話していますが心

細いです。 

474 吉田 

・市で決められている避難場所が安全とは思えない。橋を渡らないとどこへも行けな

い場所に住んでいるので国道に出れる橋をどこか一ヶ所でも、地震、津波に対応で

きるしっかりしたものに修理してほしい。 

475 吉田 
・仮設住宅やトイレなど 

476 吉田 ・知人、家族等と連絡がとれなくなることが不安 

477 吉田 
・老人のためのまさかの時に避難する事が出来るか不安です。若い人が周囲にいな

いです。 

478 吉田 

・伊方が福島のような状況になった時、私達はだれを頼ってどこで生活したらいいの

か。（身内はみんな近くにいるので）そうなった場合、子供達に満足な教育を受けさ

せてやれるのか。 

479 吉田 
・危機管理 

480 吉田 
・いち早く知らせてほしい。 

481 吉田 ・災害は不安 
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482 吉田 
・自分自身で判断出来る様に日常の生活の中で気をつけて衣食住に取り組んでい

かないといけないと思っています。 

483 吉田 
・子供達が学校などに行っている時間に災害が起こった場合、きちんと自分の身を

守る事が出来るのかが不安に思います。 

484 吉田 
・早めの情報（津波等）、食料他の確保・配布。 

485 吉田 
・海がすぐそこにあります。広い土地（平地）がなく、災害活動困難になると思いま

す。海と山にはさまれ避難はどこへ山？ 

486 吉田 

・スピーディーな対策本部がどれだけの早さでできるか？・危機管理と消防の早さ。

防災無線での速やかな対応。消防本部との連携。・危機管理課の行動→消防→市

長、うまくいくかが不安です。・方面隊への信頼を持つことの行動力。 

487 吉田 
・堤防を高くして欲しい。 

488 吉田 

・起きた際の事もそうですが、宇和島市は震災がれきの受け入れをなぜされないの

でしょう。絆とは名ばかりでしょうか？同じ日本人が困っている時、手を差しのべるべ

きではないでしょうか。せめて受け入れるべきかどうかの世論を問うべきだと思います

が、いかがでございましょうか。 

489 吉田 
・避難場所等を再度考えてほしい。 

490 吉田 
・場所の指定のみで、建物とか実際の大災害があった時、住がなく従って食にも困る

のではないかと思います。 

491 吉田 
・伊方原発の安全性など。 

492 吉田 
・家の近くで海が道路沿いにあるので地震津波がくると不安に思います。逃げること

しか考えていません。 

493 吉田 
・色々な方々で、どこにいても起きたことが知らせるにしてもらいたい。昨年の災害も

山にいて帰ってびっくりした。 

494 吉田 
・地域で対策（避難場所）等活かしあいがない。 

・老人（足不自由）をどのようにしたら良いか不安です。 

495 吉田 
・日頃からの心がけが大切だと思う。 

・市民あげての話し合いの場を持つべき。 

496 吉田 ・避難場所までの途中で石垣が多いので不安である。 

497 吉田 
・今災害があれば大パニックになって何も出来なくなると思います。避難訓練を少な

くても年に一回はしておきたい。防災グッズも揃えておきたいと思う。 

498 吉田 

・海抜２０メートル以上で生活するように出来れば良い。２０メートル以下は公園にす

べし。 

・公共施設を早期に海抜２０メートル以上にすべし。２０メートル以下は道路を広くとっ

て公園を多くする。生活圏を高台に。学校や病院は自家発電装置を整備する。 
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499 三間 

・市役所庁舎は耐震が出来ていないと聞いています。今から大きなお金をかけて防

波堤を作っても大津波では役に立たないかもしれません。耐震補強に莫大なお金を

かけるなら、津波の心配の無い三間地区に庁舎の移転を考えてはいかかでしょう

か？例えば、三間高校が閉校になるなら校舎及び敷地を活用するなど。建て替えが

難しければ分庁など。実際、被災地を見てきましたがどんな対策をしてもあれほどの

震災が起きればどうしようもありません。とにかく高い場所に早く住民が非難すること

に重点をおいた対策が必要だと思います。 

500 三間 
・市内に通う中高生の避難が不安。 

・市の職員が減っていて災害や災害後の対策が対応できるか不安。 

501 三間 

・津波に対する避難場所の整備をしてほしい。 

・山道を登りやすく 

・食料品や衛生用品等の備蓄が避難場所に欲しい。 

502 三間 
・住む場所、災害後の生活（仕事） 

503 三間 
・海の近くで仕事をしている為、津波（でかいの）が起きたら死ぬでしょう。 

504 三間 
・仕事中などに地震が起きた場合、帰宅困難で家族がバラバラの状態になればとて

も不安。 

505 三間 ・経済優先より人命優先の政策、施策が肝要。 

506 三間 

・以前は宇和島市内に住んでいたのですが、三間に引っ越して４年目です。自治会

には昨年入会しましたけれど、状況的なものが分かりにくく、毎日朝と夜の放送で用

件は流されていただいております。が、聞けない時が多々あるので、災害が起きた場

合など、どう対処していいのか不安に思います。 

507 三間 
・原発が不安 

508 三間 ・道路上に海抜のメーター表示を行っておくべきである。 

509 三間 ・不安だが、どうしてよいか分かれない。 

510 三間 
・避難路の確保 

511 三間 

・自治会ごとでもっと真剣に災害時の話し合いをするべきだ。 

・子どもを含め若い夫婦、お年寄りまで何かあった時、助け合う気持ちを確認してお

く必要があると思う。 

・リアス式の海岸地域は特に津波を想定した危機感を持つべきだ。 

・逃げる段になってどこへどの様に逃げたらよいのか日頃から訓練が必要だと思う。 

・学校へ通っている学生、児童抜き打ち避難訓練などしてはどうか？きっと身の危険

にさらされた時に落ち着いて行動できると思う。もっと熱くなれ！！（行政に言いた

い！！） 

512 三間 ・早く避難マップを作成してほしい。 
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513 三間 

・宅地がもと田んぼという事で、家をいくら丈夫にしても肝心の地盤が弱かったらどう

しようもない。 

・強い揺れが長時間続いた場合液状化現象が起きるのでは・・・と不安だ。 

・一番恐ろしいのは原発です。事故が起こればすべてが終わりです。原発はいりま

せん。 

514 三間 
・不安と思へば何事も不安になる。 

・行政にのみ頼ることのない様に。 成る様に成る。 

515 三間 ・放射能の件が一番不安に思う！！ 

516 三間 
・避難場所までの距離や移動手段 

517 三間 

・正確な情報を早く伝えてくれるのか。 

・避難場所を認識しておく。 

・被災後 1 週間の初期対応が適切に出来るのか。 

・生活基盤の早期回復が可能か。 

518 三間 

・市の避難訓練に参加したが、代表の方が挨拶した後、避難場所の山に登りたい人

はどうぞで終わった。意識がかなり低いと思った。また、指定避難場所は崩れやすい

と言われるみかん山で、登りにくく子どもや高齢者を連れては、かなり大変である。ま

とめ役の方々がもっと積極的に、そして、自治会ごとで対策をとる事が必要であると

思う。また、津波から逃れたとしても、その後、家に戻れない場所の避難場所（公民

館、集会所、学校などの整備が必要だと思う。） 

519 三間 
・家が古いので、壊れるのが心配。 

520 三間 

・津波が発生した場合の防災対策として、山などの道を整備して欲しい。昔は道があ

り、山などに遊びにいったものであり、現在はけもの道になっており道がどこにあるの

かわからない。 

521 三間 ・三間町地区は津波の心配はないが、家の崩壊、山崩れが心配です。 

522 三間 
・地震が起きた場合の生活。 

523 三間 

・避難場所をもっと大きな目印にしないと、その時はパニックになってしまって分から

なくなりそう。（日頃の生活の中で目に入る様にしていてほしい） 

・津波が起きる時、高い所へつながる道が狭かったり、複雑だったりするので、車が

渋滞して逃げれなくなると思う。 

524 三間 ・市に充分な食糧があるか（生活用品あるか）緊急時に備えて（？） 

525 三間 
・三間町は地震、特に津波の被害がほとんど想定できないので、非常時の対策本部

を三間町に。 

526 三間 
・防災無線など人の命に関わることに積極的に利用して欲しい。何も機能していな

い。 
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527 三間 

・公的支援は、災害時にはあまり期待出来にくいことを考えれば、各地域コミュニティ

力をつけておく必要性を特に感じている。そのためには、日頃から細やかな情報収

集や系統だった組織づくりも大切ではないか。また、形式的になってしまわないよう

な住民参加の訓練も大切だと思う。1 人 1 人がもしもの場合を想定し、自覚を高めて

いけるよう努力したいと思っている。 

528 三間 

・山の中なので集会所にも避難出来る事が難しいので、どこへ行けばいいのか不安

です。老人達の多い行政区なので事故が起きれば大変な事になると思います。山崩

れが一番怖いです。 

529 三間 
・住居の耐震工事をしたい。 

530 三間 ・住居の確保等、食糧、仕事。 

531 三間 
・一人生活している為、不安ばかり。でも前向きに生きています。一日一日楽しく（72

歳） 

532 三間 
・避難情報がすぐに分かるような対策があればいいと思う。特に原発の情報が一番

欲しい所だと思う。 

533 三間 ・三間なので津波の心配はしてないが、山が崩れたらと思うと不安です。 

534 三間 
・伊方原発の影響がどの位あるのか？また、大丈夫なのか、逃げ場はあるのか？そ

の様な事が起きる前に報告はあるのかどうか知りたいです。 

535 三間 

・原発（伊方他）の安全性について、長期的なエネルギー源の移行をして、「他山の

石」と考えず「住みやすい」について考えて行き、自分として対応して行きたいです。

536 三間 
・三間は津波に襲われる事はないと思うので安心しておりますが、地震は心配で、水

やトイレ、乾パン等は常備しております。 

537 三間 

・三間に住んでいるので住居周りでの地震、津波対策については安心しているが、

家族とは万が一 災害が起こった時の集合場所について話し合っている。子供が旧

市内の学校に通学しているので、大地震が起こった時には、お城山に逃げる様に話

している。 

538 三間 

・きっと大丈夫!!と思っている！これが甘い！わかっているが…山に住んでいるから

津波は大丈夫！トイレも山で…水も??やっぱ心配…食料、飲料水は用意しておく

か!! 

539 三間 
・地震が怖いので、保険に入っているくらいです。 

540 三間 ・伊方原発 

541 三間 
・避難場所になっている集会所が狭いので、全員の避難は無理なのでは？ 

542 三間 
・海辺の人々が津波の時、高台の無い場所には避難棟（塔？）がいると思う。 

543 三間 
・市の備蓄は津波でも大丈夫な場所に保管されているのか？土木業者を大切にし

ないと災害時の手足がいなくなります。 
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544 三間 
・地震、津波は予測出来ない災害で不安です。避難場所等の表示を大きく出してほ

しい。 

545 三間 

・伊方原発が再稼働して南海大地震が起きた時、福島原発のようなことがある場合

不安に思う。この先伊方原発が、再稼働する時があると思う。国民生活のためにとい

う政府のうそは許せない。安全性に疑問が残る場合、簡単に再稼働してはならな

い。 

546 三間 ・避難場所と食糧等の確保並びに避難場所や避難ルートの明示 

547 三間 

・状況い判断ができるかどうか 

・スムーズに避難できるかどうか 

・家族と連絡がとれるかどうか 

・自身が元気であれば何が手伝えるか 

548 三間 
・近隣・地域とのつながりがうすい。なのでいざとなった時に声掛けはもちろん近隣者

の安否確認等うまく流れるのか。 

549 三間 

・現在の行政サイドの危機管理に不安あり。３．１１東日本大震災時において宇和島

市にも津波警報が発令されました。勤務の関係で市の危機管理課に津波情報及び

避難場所等について問合せをしたのですが詳細な情報を提供してもらえなかった。

550 三間 

・旧宇和島市のみの消防職員の配置でなく三間地区にも消防職員を常駐すべきで

ある。火災、天災の際、事務職員が団員として働かざるをえない状況はおかしい。が

大合併後７年もたっているのであれば、組織機構の見直しもできて当然である。 

551 三間 
・海に近い家が多いので津波が不安に思う。地区によって避難ビルを決めていない

といけない。防波堤も高くしないといけない。 

552 三間 
・今回の災害において考えられるのは、海岸近くの人は大地震が起きたらすぐ近くの

山や丘の上に逃げる事。基本は個人責任。 

553 三間 ・起きる前の後の対策は出来ているかどうか？ 

554 三間 

・私が居住する地域は津波の心配はありませんが、大学生の子供が２人自宅外生活

をしております。家族間の安否確認等災害が発生した場合、円滑に行えるのか等不

安に思います。避難路、避難場所は普段から明確に認識しておく事は勿論の事、

各々も常に意識の向上は必要であると思います。しかし実際に災害に直面した場

合、訓練どおりにいくか不安です。 

555 三間 
・電気や水道の復旧にどれくらい時間がかかるのかが不安です。 

556 三間 

・大規模な地震災害発生時、一次対応は地元で行うべきと考えているが、二次対応

及びバックアップについての説明もなく、地元に災害時のバックアップ拠点となるべ

き消防署もなく、非常に不安を感じる。 

557 三間 

・災害は地震・津波だけではない。外にも雷、火事、台風などがある。「備えあれば憂

いなし」災害はいつどこでどのような形で発生するか予想がつかない。だから我々は

常日頃からあらゆる場面を想定して防災の知識と実践がうまく作動するようイメージト

レーニングなどをして訓練を重ねておく必要があると思う。 
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558 三間 
・旧宇和島市内には家庭に防災無線がないと思いますが、もし津波がくるとなった

時、すべての住民に知らせることができるのか心配です。 

559 三間 
・避難路、避難場所をはっきり知っておく事。 

560 三間 ・医療、食料、水、避難場所などが不安。 

561 三間 

・市役所庁舎は耐震が出来ていないと聞いています。今から大きなお金をかけて防

波堤を作っても大津波では役に立たないかもしれません。耐震補強に莫大なお金を

かけるなら、津波の心配の無い三間地区に庁舎の移転を考えてはいかかでしょう

か？例えば、三間高校が閉校になるなら校舎及び敷地を活用するなど。建て替えが

難しければ分庁など。実際、被災地を見てきましたがどんな対策をしてもあれほどの

震災が起きればどうしようもありません。とにかく高い場所に早く住民が非難すること

に重点をおいた対策が必要だと思います。 

562 津島 
・こんな田舎ではどこまで国からの支援があるか不安 

563 津島 ・避難路の明示や整備。 

564 津島 
・この災害を忘れないため忘れにため時々自治会等で訓練をしてください。協力しま

す。 

565 津島 ・防災グッズをいつもわかるところに置いておく。 

566 津島 
・避難場所がお年寄りには、大変だと思った。天候（雨や雪）によっては避難場所に

なっている山まで登りにくいかもしれない。 

567 津島 
・土砂災害が心配。 

・非常持ち出しを用意している。 

568 津島 
・家が古屋なので強い地震がきたらと思います。 

・津波は髙い場所なので、津波は裏山にすぐ逃げます。 

569 津島 ・裏山がくずれないように心配。そのようなところが多々ある。 

570 津島 
・日頃家族で避難場所など話し合っているが、地震・津波は突然に起きるのですぐ

に行動できるかどうか不安である。 

571 津島 

・津波等の正確な情報の伝達と対応行動の周知。 

・水道以外の水源の確保。 

・避難道の確保。 

572 津島 

・避難場所と避難ルールの確保が必要。 

・避難場所での連絡の方法・放送が必要。 

・高台ルールと整備 

573 津島 
・家の裏山は山なので、崖くずれがおきるのがこわい。 

・海の近いので津波情報は早めにほしい 
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574 津島 

・避難場所での（水、食品の確保）身の安全自宅の崩壊。 

・防災訓練への積極的な参加と非常用品の日頃からの準備が必要。 

・火の始末・ガスの元栓を閉める。 

・大きなタンスは固定するか下敷きにならないよう離れる。 

・出入り口を確保。 

・トイレ浴室で揺れがおさまるのを待つ。 

・非常用品を持って高台避難場所へ。 

・近所の人に声を掛け合う。 

575 津島 
・交通ルートの確保 

・生活資源の確保がすぐとれるよう対策が必要。 

576 津島 
・不安に思うことがあります。裏山に逃げた方が近いのですが、避難場所へいかない

と物資が届かないんじゃないかと思う。どうすればいいのか・・・ 

577 津島 
・不安に思うこと・・・災害弱者の対策 

・必要と思うこと・・・正確かつ迅速な情報の伝達、手段 

578 津島 

・由良半島に住んでいますが、道路が少しの地震で崩れるのであろう箇所がたくさん

あり必ず孤立すると思われます。・避難場所に指定されている所でさえ今にも崩れそ

うなところも何か所もあります。・地震でなくても、いつ頭上から岩が落ちてくるかわか

らない場所があり、パトロールの方は、あれを危険だとは思わないのかと不思議で

す。 

579 津島 ・津波の際の避難場所が適正でないところが多い。きちんと整備すべきである。 

580 津島 
・住居、食料、仕事。 

581 津島 

・津島、下波線道路（特に北灘地区）は毎日活魚車、大型車、バス、通勤車が行きか

い地震・津波等災害が起きた場合救急医療支援、救助活動又通学、生活道として、

多大な支障がでるので、災害が起こるまでに早期の道路の拡張、整備等を強く望

む。 

582 津島 

・身近に起きた際に不安に思うこと・・・冗談ではない、すでに身近に東日本で起きた

ではないか。その処理もできないうちに伊方原発。この伊方原発廃止こそ対策であ

る。 

583 津島 
・住居している所が海沿いであるので津波発生に対する防災について市、地域、家

庭との連携をよりスムーズにできるよう対処してほしい。 

584 津島 ・水道管のキレツ 

585 津島 
・いつ来るかわからないけれど必ずやってくると言われているので訓練の徹底（年に

１．２度） 

586 津島 

・岩松川沿い国道と反対側は避難先は高台になっていますが、屋根のある場所では

なく、雨具も必要だしすぐに帰れない場合パニックになってしまうと思う（トイレ、その

他） 
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587 津島 

・自宅近辺は高齢者が多く災害が起きたとしても一人で逃げれない状態です。自治

会で避難訓練もしたが、避難場所も山道険しく名ばかりの避難先です。何とか声を

かけ合って助け合って避難できるよう道路、避難場所の整備を早急にしてほしいと思

っています。 

・自宅は河口周辺です。 

588 津島 
・備えの知識に乏しいこと、出来ていないこと。意識が低いこと。覚悟が出来ていない

こと。 

589 津島 ・病院に全員がお世話になっているので、薬の心配をしております。 

590 津島 
・避難場所は決められているが、地震・津波が起きた際、逃げるのに本当に安全な

所が少し不安である。 

591 津島 
・大きな津波が来たら山に逃げるしかないと思う。 

・山だと津波が去った後、周りに何もないので生活が心配。 

592 津島 
・家屋が地震に耐えれるか心配しています。 

593 津島 

・自然災害に遭わないに越した事はないけれど、もし被害にあった時の対応が早く

出来るようにしておいてほしい。経済的支援、住宅復興など早くしてほしい。東日本

大震災の復興の遅さには気のどくに感じます。 

594 津島 

・昨年の東日本大震災後、宇和島市におきましても地区役員と職員の間で、各地区

避難場所の決定と共に防災訓練がされました事、防災意識再確認として大変意義

深く感謝いたしております。しかしこの度の訓練は、地震津波を想定しての高台 10ｍ

以上の場所の決定であった事と思いますが、避難場所の前には（土石流危険注

意）、（土石流が発生する恐れがある、大雨の時には十分注意を）と言う標識もあり、

台風大雨等心配されます。海岸地区の高台避難地区、そして土石隆危険区域を再

協議、今後課題としていただきたい。宇和島地区も海抜 0ｍの地域も多く、大変心配

されますし、また、一方土石流危険区域への対策、指導、今後大変とは思いますが

御指導下さい。 

595 津島 

・海岸線に住んでいる場合、共同墓地が避難場所になっているが、山などに登った

り健康な人であれば出来るかもしれないが、老人や身体的に不自由な人はどうすれ

ばいいのですか？また、山が崩れる可能性があるのに、あまりにも現実的な事を考

えていない。安全に移動が出来る整備などを行って欲しい。 

596 津島 ・あまり神経質になりすぎない方がいいと思います。 

597 津島 ・全体的にまだまだ遅れまくっていると思う。 

598 津島 

・避難場所の設置（標識） 

・誘導標識等設置 

・各地域に海抜標識設置 

・通信連絡網強化（整備） 

※危機管理課によると予算不足財源がないと返事が返ってきます。人命第一なのに

予算は市全体の財源で見出せると思います。単年で実施しなくても計画的に実施し

て欲しい。 
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599 津島 

・地震や津波が突然起きた時、慌てて避難する様な事が起きると思い、障害者を持

っている家庭はどの様にすればいいか不安な事があります。その様な時の対策を教

えて下さい。津波警報が発生した場合、どの様な知らせを出すのか教えて下さい。 

600 津島 

・3 月 11 日の避難訓練に参加したが、もっと定期的に住民みんなで訓練をして行っ

た方がいい。例えば、幼、小など学校、保育園では定期的に訓練をしているので、

平日に皆で合わせた時間に町全体で行うなど、いろんなパターンを想定して備える

べきだと思う。 

601 津島 
・いつ起こるか分からないので不安である。 

・市の早い対応。 

602 津島 
・山崩れなどが不安。山の保全が必要。 

603 津島 
・私の地域は、前も後ろも海なので災害の不安は常にあります。あのような災害が起

きた場合は、この地域は逃げ場がありません。 

604 津島 

・高齢化社会の現在、地域で即対応できる避難防災が出来ないと思う。消防団にし

ても、今の状況では地域の人を守る事が出来ない。もっと安全な避難場所の確保、

道路の整備が急を要する!! 

605 津島 

・行政はもっとスピードアップして取り組んで欲しい。自治会独自で自助をして行かな

ければ行政に任せていては間に合わない。災害は待ってはくれない。原発も他人事

ではない。 

606 津島 

・生命の危険（先ず、自身の命の確保） 

・家屋の損傷（防振対策） 

・ライフラインの中断（食糧の確保、その他） 

・伊方原発よりの放射能漏れ 

・独居老人の救出 

607 津島 

・学校や幼稚園の耐震。 

・津波が発生した場合、自治会の自主防災組織はあるが、近年高齢者が多く、全員

を避難させられるか不安です。 

・災害が起きた後の自治体の住民への対応。 

608 津島 ・現時点をしっかりと掴み、対応を速やかにする。 

609 津島 

・私の地域の津波の避難場所は山の高台だが、全く整備をされてないし、急斜面で

上に登りにくい。お年寄りの足が悪い方は、絶対に登れないと思います。避難場所

の整備をきちんとして欲しい。 

610 津島 

・大震災が起きてもどこに逃げていいのか分からない。一応、山に逃げようと思う。身

近かな物を片付けたり、食器、家具、上に置いている物が落ちない様にはしている

が、避難の際に持って行く物は用意していない。その内と思いながら時は流れてい

る。防災無線やテレビが頼りだ。これを機会にリュックサックに用意しようと思う。 

611 津島 ・もう少し堤防を高くして下さい。 

612 津島 ・避難場所が明確になっていない。 
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613 津島 

・津波時の避難道路の整備ができておらず不安に思う。市役所も海に近く防災本部

がどこになりどの様に支持を出してもらえるのか、又、食料、毛布、水の備蓄がどの

位確保できているのか。病院も市街地にある為、当然道路が使用できなくなるはず。

ケガ、病人をどうするのか市民一人一人に問う前に行政がまず考えを確実にしてほ

しい。 

614 津島 

・自宅の裏山が危険区域な場所にもかかわらず住民の反対があるため擁壁をしても

らえない事がわかりこの先とても不安でならない。子の代孫の代としてとても心配して

おります。他の地域は次々と擁壁をしているのに何とか説得して頂きたい気持ちで

す。災害は起こってからでは遅すぎますので強制対策を取ってほしいです。 

615 津島 

・家が海沿いにあるので避難できたとしてもその後の生活が心配。 

・津波○ｍの印をつけているのが目安になっていい。 

・地域ごとに物資等の用意ができるといいと思う。 

・避難場所の指定はあるが、そこへ行くまでの道が整備されていないので危険であ

る。 

・地震津波の情報が速く携帯に届くといい（大雨等の警報は遅いので） 

616 津島 ・津波は３０ｍほど。高い所に住民が集まるところがほしい。 

617 津島 ・津波が来たら町は終り。 

618 津島 

・津島町の者ですが、避難場所がせまくそこまでの道も険しくお年寄りには行くことが

困難。もう少し考えた避難場所や説明会などが大変急がれると思います。地域格差

がこの点は大きく安心が出来ません。考えていただくようにお願いしたいです。 

619 津島 
・避難路、避難場所周辺の整備過疎地では避難道が通りにくい所があるので自治体

と役所が一体となって整備していってほしい。 

620 津島 
・避難場所となる学校等の耐震など不安に思います。 

621 津島 

・避難場所が避難できない場所が指定されている。（石垣、墓、せまいくずれやすい

道） 

・避難場所にたどり着けない可能性がとても高くその場所まで行ってもせまく山の

中。せめて雨をしのげる屋根、緊急用具（ロープ、テント、シート、のこぎり、ハサミ、ラ

イターなど）など最低限のものを入れておける倉庫（定期的に部落で管理）くらいの

設備がないと着の身着のままで逃げる人がほとんどなので、特に、海岸線の対応を

急いでほしいです。津島町北灘掛網代は最悪です。年寄り障害者はとても上がれま

せん。保育園も津波が来ても遠く、子供の足で１０分～２０分かかる。しかも低い避難

場所を指定されていて、子供を連れて保育者がとても逃げられるとは思えません。途

中は田んぼ、川、海からの平坦な平野、東北の津波のことを思うと助からないと思い

ます。（地震の場合は避難経路がくずれているということを前程）逃げた避難場所も

低い場所にあり津波の時は近くの山、畑と書いてあるだけで、冬、雨、夏、最悪な気

候の時に助けが来るまで子供達が生き延びられるとは思えません。保育所のすぐ近

くに高い場所にせめて屋根、緊急用具を入れる倉庫の整備をお願いします。子供で

も上がれる階段でなるべくはやく高い場所へ避難して助けが来るまで待てる場所を

お願いします。東北でも子供を迎えに行ってて死んでしまった保護者がたくさんいま
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した。親はすぐに迎えに行けません。特に海岸線は無理です。早急の検討、対策を

お願いします。（阪神大震災経験者） 

622 津島 ・災害時の情報伝達等の連絡など。 

623 津島 
・長期避難滞在時間であったり、災害に加えて悪い天候、深夜での避難等になった

場合に現在の避難場所の状態では不安である。 

624 津島 ・避難場所の整備 

625 津島 
・災害発生時の道路等の整備。老人ばかりでも何とか逃げ切れる様な対策を行って

ほしい。路面舗装手摺取付等。 

626 津島 
・土砂災害や道路災害による孤立化。 

・出先での災害発生時の避難場所の不明。 

627 津島 

・実際に災害が起きた時に避難を促すサイレンや放送が自宅や外出先でも届くのか

不安に思う。また、高齢者や障害者の方の避難方法など対策が考えられているので

しょうか？ 

628 津島 

・安心できる避難場所の確保、そのための整備が必要。 

・水、食料等の量の確保。 

・介護を必要とする物の避難。 

629 津島 
・私の所は山間部なので津波の心配はありませんが、大地震等によるインフラ等中

心部より離れており心配しております。 

630 津島 
・避難できる施設の完備（食料・寝具等） 

・避難経路を住民に承知させておくと共に、場所の安全確保。 

631 津島 

・住民の意識が低すぎると思います。地震を経験した人の体験談や防災バッグに何

を入れておくのかをまとめた小冊子などを配布するなどしてほしい。小学生には地震

がおきてから避難するまで役に立つ防災頭巾を普段からイスにおいておいてほし

い。 

632 津島 
・他県からわざわざ来てくれるようなショッピングセンターよりもアウトレットモールがで

きたらいいと思います。軽井沢のように。 

633 津島 
・裏が山、前が川という宅地に住んでいて、あのような規模であれば、なすすべはな

いと思う。若い生命を大切に。学校や園での訓練に力を入れてほしい。 

634 津島 
・各自治会などでの訓練が必要だと思う。 

635 津島 
・緊急避難場所が遠くふさわしくない。隣の部落と近いので、その場所に逃げたほう

がよいと思う。 

636 津島 
・避難場所に行くまでに、道路が通れなくなりそうです。 

637 津島 
・各自治会での避難訓練を４ヶ月に１回のペースで訓練をしてもらう様に、市の方か

ら通達してもらえば良いのですが。 
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638 津島 

・私の住む地域は、５ｍの津波が来れば水没してしまう場所にあります。避難場所も

一時的な場所でしかなく孤立してしまうのは間違いないと思われます。リアス式海岸

なので被害が増大するのは容易に想像することが出来ます。ライフラインの確保や

連絡の仕方などわかりやすいマニュアル等行政の方から示していただけると良いと

思います。 

639 津島 ・私は足が悪く何かあった時すぐに行動が出来ません。 

640 津島 

・緊急な問題であるのに積極的な対策はしていない。 

・避難場所が家より遠く場所として狭い。勾配が急で、生活弱者には適当ではないと

思われる。 

・５０年家屋（古く木材の弱い）の補強。 

641 津島 ・こんな田舎ではどこまで国からの支援があるか不安 

642 津島 ・避難路の明示や整備。 

643 不明 
・津波対策に対して今後予算の確保が出来るのか？・伊方原発の対応の仕方が心

配。 

644 不明 

・宇和島は海と山に囲まれた場所なので、災害時には孤立してしまうのではないかと

不安です。 

・トンネルの数も多いのですが地震に耐えられる強度があるのかと不安に思いながら

いつも通っています。 

645 不明 

・私の娘は島諸部に住んでいます。地震、津波があった時、救援物資などが届くの

が非常に遅くなるそうです。子どもたちが小さいので心配です。島諸部にも食料、医

薬品、その他、備蓄はあるのでしょうか？ 

646 不明 

・いざとなると身一つで動くであろう時に、身につけておくべきことは五感を使って対

処していくことだろうと思う。 

・危険な物に対する判断は自分で出来るノウハウを身につけておきたいものです。 

647 不明 
・津波がきたら、どこまで避難すれば絶対安全なのか知りたいです。 

648 不明 
・避難訓練に機会がある場合参加して防災にスムーズに対応できるよう日頃から心

がけていくよう注意が配られたらと思う。 

649 不明 
・どうしようもないと思う。 

650 不明 
・個人で非常袋を準備しておく。 

・お水（ペットボトル２㍑）を 3 本置いておく。 

651 不明 
・歩けない車いすの年寄りにどうやってミカン山に避難出来ますか？元気な者だけ

助かればとしか思えません。急こうばいの山道をどうやって登るのまで考えてない。 

652 不明 
・保育時間に地震が起きた場合、子どもたちの安否が一番気になる。 

653 不明 
・（避難場所について）災害発生時、自分がどこにいるか分からないので、自宅なら

大丈夫でも、他の場所だと心配になる。 
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654 不明 
・避難する場所は教えて貰いましたけど、高齢者等が山に登ることは困難だし、避難

出来ても施設がない。元結掛などの人は、ただ山に登るだけなので…。 

655 不明 

・津波発生の場合①津波の到達時間 ②津波の高さ ①と②についての詳細は防

災無線で発表になると思いますが、防災無線が使用不可能になる様な事はありませ

んか。 

656 不明 
・地震発生から 3 日間くらいの食料、水等が確保できるのか？ 

・海岸沿いなので道路が寸断されて孤立してしまうのではないか？ 

657 不明 

・2010 年の台風と大雨の時、裏山が崩れたし（少しですが）海水が満潮の時、ダムの

放流と裏山の水が出て、道路まで海水が来たり、道路に出るまでの路地が水につか

ったりしているので、地震、津波が起きたらと思うと不安でいっぱいです。裏山の整

備も港で止まっているので…本当に不安です。 

658 不明 

・昨年の災害が起きた時には、気持ちも日頃の対策準備をしておかないといけない

と思いつつ、今は少し気持ちも遠ざかっている。やはり、人ごとでは無いので、自分

に言い聞かせ、もう一度見直そうと思う。 

659 不明 

・津島対策の避難場所として、裏山になっているのですが、家と家の通路が狭く、家

が倒壊した場合に通れません。別の所から行ける階段でもあれば良いのですが…。

皆、不安に思っています。 

660 不明 

・行政の対応が遅く、とても不安に思う。 

・災害が起きた時、どこに頼ったら良いのかと不安だ。自分の身は自分で守らねばと

強く思う!! 

661 不明 ・保育園にお迎えに行けるか不安。 

662 不明 
・道路が狭いので便利が悪い。 

663 不明 

・居住地が海岸沿い。ガードレールや防波堤もなく、避難場所についても東日本大

震災規模だと津波にのみこまれそうな高さで不安です。防災訓練にも参加しました

が、地域の防災意識の低さに驚きました。もう少し義務的な訓練、回数も多くし意識

の向上に努めるべきだと思います。防災グッズの展示とかあれば参考にしやすいで

す。 

664 不明 
・避難できる場所（経路も含め）が整備されておらず、現状では大半が助からない。

広い地域で同時に避難訓練を行う必要がある。 

665 不明 ・宇和島市の現在 対策について不安に思う。 

666 不明 

・一人暮らしなので、大きな災害（地震、津波の起きた時に避難の連絡、誘導などの

対応が素早くなされるかどうか心配です。）且つ、迅速に行われて欲しいものです。

（10 階建ほどの建物の確保などが要望（必要）） 
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Ⅱ まちづくりについて 

No 地区 意見 

1 宇和島 

・人が集まる街づくりをお願いしたいです。特に商店街の淋しさは先が案じら

れます。映画館もなく大きな買い物は皆松山まで行くと聞きます。道路が整備

されるにつれて人が離れて行くのではないでしょうか。 

2 宇和島 

・宇和島市は公園は多いが駐車場がない。周辺地域から人が集まるようにする

には駐車場の整備が必要ではないだろうか？特に丸山公園は幼い子供を連れ

て遊びに行くにはかなり無謀な作りである。同じく商店街も車を置く場に困

る。 

・市民運動会はそろそろ時代錯誤のイベントになっていないだろうか？健康・

体力増進のためなら、検診や介護予防の為に予算を使うべき。 

3 宇和島 
・城山が整備されたのか、その全容が下からも伺うことが出来ますが、まだ、

足を運んでいません。商店街や城山等散策する時間を作りたいと思います。 

4 宇和島 
・せっかくステキな商店街があるのに誰も通っていない。お店はほぼ閉まって

いて残念に思う。１日レンタルで貸したり色々試みたらいいと思う。 

5 宇和島 
・さびれていく一方では？目立つ施設がない、若者が働く場所がない、これで

安心した老後はむかえられるのか？不安が大きい。 

6 宇和島 
・かっこいいことばかり書かずに、本当にできる事だけやってほしい。 

7 宇和島 

・小学校の外壁がカビに覆われている。小学生の健康が心配である、とても気

になる。・市広報が立派過ぎ！ムダ遣いすぎる。あんな立派な色刷りのものは

必要ないと思う。いったい何人の人がじっくり見ているのでしょうか？もっと

簡素化すべきではないでしょうか。・きさいや広場は、もっときれいに買い物

しやすいようにして欲しい。観光客も多くなると思うので、もっとおしゃれで

魅力的な所にできると思う。知恵を使って下さい。お客の目線でのお店作り

を！ 

8 宇和島 
・もっと安心して子供を育てれる環境を作って欲しい。 

・学校の給食費をなくしてほしい。 

9 宇和島 

・私が宇和島に住むようになった頃、真珠等の水産業は下向きな状態だったと

考えています。海の汚染などを心配されていたようですが、よくよく観察する

と、海沿いの方々は平気で食用油や残飯を海に放り込み、下水整備されていな

い為生活排水は海へたれ流し・・・。これでは自分で自分の首をしめているの

と同然だと・・・。きれいな海作りを提言するのなら下水の整備は必須だと思

います。 

・「まちづくり」とありますが、人の往来があっての「まち」なのではないで

しょうか。交通機関が制限されている当市において、市街以外の田舎の方にこ

そバス便を増やし、学生・孤立した高齢者・運転免許のない者に「まち」への

往来をすすめるべきでは？人が動くとまちは活気づきます。 



46 
 

10 宇和島 

・近隣の町には魅力的な施設がたくさんあるが、宇和島にはこれといった魅力

的な物がない。だから若い人達は大洲・松山方面へ出かけてしまうのでは。私

もその中の１人で、休日には宇和町の歴史文化博物館や大洲のシネマサンシャ

イン、道路がつながったので松山へと行ってしまいます。何もかも中途半端な

施設にしかなっていないのではと私は感じています。 

11 宇和島 
・バイパスの雑草処理の回数を増やしていただきたい。交通事故にもなりかね

ない為。 

12 宇和島 
・これからのまちづくりに対してもう少し埋もれた宇和島の文化･歴史など、

機会ある毎にどんどんアピールするべきだと思う。 

13 宇和島 
・これからますます高齢化になり、一人暮らしの方も多くなります。安くて入

居できる老人介護施設等もっとづやして、介護士等の雇用をして欲しい。 

14 宇和島 

・宇和島は広大な海洋、風光明媚、気候と風土の地理的条件を満たしている。

これほど天然の恩恵を受けていながら、実情は大部分が活用されていない。も

っと海洋レジャー産業の発展に努めるべきだ。 

 ありきたりのレジャー施設ではなく、地方に留まらず、全国区に展開、発信

できる総合レジャーランドを仮設するべきだ。 

 他府県に例を見ない奇抜なアイデア、トレンディしかもユニークなレジャー

ランドである。例えば・・・・・・である。（これは私の独断と偏見だから今

は明かせない。） 

 そこで海洋レジャー・アスレチック・ランドと銘打って、一大レジャー産業

に打って出るべきだ。強いてはこの事業が宇和島の地域経済の収益と地域の雇

用を生むのは必須である。 

・企画情報課の先輩諸氏の方々、無い知恵と脳みそを振り絞ってアドレナリン

を全開して宇和島が全国区となる様切望します。 

・あくびを掻く前に汗を掻きなはれ！！ 宇和島バンザイ。 

15 宇和島 ・遊ぶ場所が少ない（プールなどの人が集まりやすい施設？があるとうれしい）

16 宇和島 
・若い人たちが帰ってきやすい環境にして下さい。 

17 宇和島 
・市内に映画館や劇場がないのが残念です。→◎南文が活用されていない。 

18 宇和島 

・商店街の活性化をもっと考えるべきだ。 

・生活保護受給者の為に仕事を出来るように工業誘致などの力を入れ、人口が

増えていくことが望ましい。 

19 宇和島 

・地震、津波だけでなく伊方原発の原子力災害についての対策もどうなってい

るのか。避難訓練のぐたぐたで心配になりました。宇和島は避難対象地区にも

避難民を受け入れる側にもなる位置だと思うのですが・・・市民が安心にして

暮らせる事が出来る街づくりをお願いします。・ＰＣホームページが見づらい

です。松山市のように統一感のないバナーは下に集めてカテゴリー別にわかり

やすく分けるとか出来ないでしょうか。携帯サイトも含めて更なる充実を期待

してます。 
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20 宇和島 ・駐車場が少ない。 

21 宇和島 ・若い世代が定着出来るような雇用を創成する事業を展開する必要を望む。 

22 宇和島 

・催し物をする時に出来るだけ広報等にのせ、市民の多くの人に知らせてほし

いです。 

・また出来るだけ、宇和島の人を起用して宇和島人をうるおしていただきたい

です。 

・企業誘致にも力を入れていただきたいです。 

・昔のように夏休みに子ども、老人の為にも朝のラジオ体操を実施してほしい

と思います。 

23 宇和島 

・大震災などが起きた後、家族の安否や所在を確認できるようなシステムがあ

ればいいと思います。 

・東日本大震災後の報道で色々な施設（避難場所）を回って家族を捜している

姿を見て不安に思いました。 

24 宇和島 

・きさいや広場の駐車場が狭い。 

・夏祭りのガイヤは出場組が多すぎ。踊りも色々あり前へ進まない組も多い。

・正統派は商店街、その他はきさいやの舞台とか今が工夫の時期に来ていると

思います。 

25 宇和島 
・商店街に活気がないので何かもっとにぎやかになるような事をしてもらいた

い。 

26 宇和島 ・昔に比べると今はよくなっている。 

27 宇和島 

・商店街にもっと活気が欲しい！！ 

・喫茶店なども早くから終わってしまい若者たちが集まる場所がないと思いま

す。 

28 宇和島 
・企業を誘致し、雇用を増やすべき。 

・養殖業をもっと保護して欲しい。原価割れで生産している状況。 

29 宇和島 

・先日市内にあります市の出先機関ですが、印鑑証明を取りに参れました時、

あまりの対応に違った所に来たのかと思うほどいやな感じを受けました。市の

職員ならばもう少し体態正さなければ駄目だと思いました。一言。 

30 宇和島 

・商店街がシャッターで閉まっている所が多いので、もっと新しいお店がある

と楽しそうです。 

・大洲や松山までいかないと大きいショッピングセンターがないので、あった

らいいなぁと思います。 

・あとカフェやガストみたいなファーストフード店とかも。 
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31 宇和島 

・商店街を歩いていると、何か自分に意識されているようで、歩きづらい面が

あります。行きやすい店として“しんばし”を上げたいと思います。ほとんど

の買い物を“しんばし”で済ましている現在。買いやすいと店として、特例と

して提示したいと思います。市民の皆様もよく行って買物をしてらっしゃいま

す。安くて、安心する店の風景ではなかろうかと思います。店員さんに聞けれ

ば、どんな事でも知っているので便利で買いやすいです。店員さんの対応にも

感謝している次第です。他の店とは今の言った様な事柄が違っているように思

えます。夏には土曜夜市として、市民の皆様も参加して賑わっています。私は

今、柿原の病院に入院中ですが、退院してからいろんな行事に参加したいと思

っています。花木を見るのも良し、走り込みを見に行くのも良し。退院したら、

皆様と協力して、市民の一人として、活動して行きたい気持ちであります。 

32 宇和島 ・住みやすい町にして。 

33 宇和島 

・市川亀次郎さんがＨ24 年 3 月に来られた時、“宇和島市は城下町と聞いて

楽しみにしていたのに、全く何もない町ですね”と言われました。戦災の影響

は言うまでもない事ですが、それは言い尽くし、いつまでも言い訳の材料にし

ている場合ではありません。イベントは終わればサッーと潮が引く様に人が引

きます。イベントに使う予算をもっとコツコツと街並み作りとか、街の特性作

りとかに回してみてはいかがでしょうか。木が成長するように 10 年、20 年、

30 年あれば実ります。全市民が努力する必要があります。 

・◎アンケートは記名式も選んではいかがですか。 

34 宇和島 

・もっと情報を発信してくれなければ我々一般市民は分からない事がたくさん

ある。 

・パソコン等を持ってないので、アナログ的な情報発信をもっと望む。 

・課によって対応が違う。 

・まだ全然対応が、以前の事務的対応で直ってない。 

35 宇和島 

・友達に「松山までなら…」と言われる。だから、大学などで、他へ出た人が

帰って来たい宇和島にする!（※帰って来たくても働く場所がない。） 

・松山や香川などの広告をよく目にするのですが、男女のコミュニティ活動を

やって欲しい。私も含め、結婚をしたいと思わない人が周りにも少なくありま

せん。（20 歳以上 5,000 円で 3件の居酒屋を回るなど…） 

・商店街がさびれている。 

・公園がキレイ。（でもトイレが怖い） 

・ガイヤを続けて欲しい。これも一つの伝統だと強く思う。私以外の皆もそう

思っていると思う。 

・雇用対策、高齢者、障害者支援の充実を希望します。 

・青少年の健全育成（小、中学の時に全校で体育館等でビデオを見せる。実際

に私も経験して思うが、どんな事をすると、こう言う事が待っているなど初め

から知っておくと良いと思うので。）←経験談などを載せる。 

・宇和島の人は、とても宇和島を大好きだと感じます。もっとみかんが良くな

れば…。（1位の和歌山を追い抜け!）宜しくお願い致します。 
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36 宇和島 ・住民がもっと町づくりに参加できる様な行政にして欲しい。 

37 宇和島 

・商店街がどんどん店舗が減って来ている。 

・家族で買い物に行く所がないので「エミフル松前」まで行っている。 

・市職員の身だしなみが悪くなっていてショックだった。 

・以前、小浜地区の方に用事があって行ったら、細い道だったので向かいの車

が避けていて、御礼を言おうとしたら車の中の人が寝ていた。車を見ると「宇

和島市役所」だった。20 代～30 代の男性職員、勤務時間中なのに何故??気を

つけて欲しい。 

38 宇和島 
・地産地消をもっと進めて貰いたい。 

・木材価格が安すぎる。 

39 宇和島 

・他の市町村から転入したものの、道路事情（道路の狭さ）の割に、交通マナ

ーの悪い市民が多く感じられる。道路事情は簡単には改善できるものではな

く、モラルの低さ、マナーを改善していく様な指導も必要ではないかと考える。

40 宇和島 

・多額な税金を使っている割に、市民にＰＲが出来ていない。どの様な町づく

りを行い、結果を広く報告するなどすべきではないか!?大半の市民が思ってい

る。大浦湾の埋め立てによる税金の「ムダ使い」何の為に埋め立て、どうする

のか説明（誰が納得する）すべき。見通しの甘い事業計画が市には多すぎる。

41 宇和島 ・公園に駐車場を作って欲しい。 

42 宇和島 

・大浦自治会館の使用について、地元住民の為の文化活動の中心地であり、自

由に使用が出来なくなれば困る。今以上、福祉事業所が各部屋を拡大するなら、

住民運動に発展。 

43 宇和島 

・私は他県から引越して来ましたが、これからも宇和島に住みたいとは今の時

点では思いません。自然が豊かだとか、食べ物が美味しいという事は大事だと

思いますが、若い人達には、あまり魅力的に感じないと思います。もっと商店

街の活性化を計ったり、大きな商業施設を建てたり、子どもを室内で遊ばせら

れる様な施設を作ったり、若者が集まり残れる様な街づくりをして欲しいと思

います。高齢者にはそれなりに住みやすいと思いますが…。 

44 宇和島 

・少子化で、老人ばかりの世帯が多くなりました。子どもは都会で住み、空き

家が目立ちます。老人の住みやすい、便利な集落でも出来たら良いなと空想し

ます。 

45 宇和島 
・企業、商店、行政がしっかり協力し合って市民、若者が生活が出来る町にし

て欲しい。 

46 宇和島 
・老人の住みやすい町づくりをお願いしたい。 

・若い人達がやさしくない話しをよく聞く。 

47 宇和島 

・今の宇和島、誰もが実感している事と想います。商店街の淋しさ、10 年前

とはすごい差、それは不景気だから必要外の物を買わないからでしょう。若者

が一人でも多く働ける街づくりを切にお願いし、年老いていく人がほんの少し

でも安心して暮らせる宇和島にしてくださいます様お願い致します。 72 歳 
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48 宇和島 

・宇和島市は公園は多いが駐車場がない。周辺地域から人が集まるようにする

には駐車場の整備が必要ではないだろうか？特に丸山公園は幼い子供を連れ

て遊びに行くにはかなり無謀な作りである。同じく商店街も車を置く場に困

る。 

49 宇和島 
・宇和島道路について、市内だけでも二車線（片道）に出来ないか？（大洲道

路と同じに）。 

50 宇和島 
・大きな会社、工場が誘致出来たら雇用も促進して、地域の活性化が出来ると

思います。 

51 宇和島 

・全体的に道が狭い場所で交通マナーが悪すぎる。歩道の確保や取り締まりの

強化が必要。 

・飼料工場の匂いが町全体のイメージを悪くしている。 

・ガラが悪い人間が多いのは、職の無い町の特徴。 

・野放しにしないで欲しい。 

・高い市民税を払っている人間が、ガラの悪い連中を養っていると思うとバカ

バカしい。 

52 宇和島 

・他市町に比べ運動公園が少ないと思う。例えば、ソフトボールグランドは何

年か前までは天赦園ソフトボールグランドがありましたが、現在は丸山公園の

多目的グランドの共用で行っており、グランド状態も悪く、場所的にも山の上

で名物だった早朝ソフト、ナイターリーグ等、年配者が気軽に参加、見学に行

けない。 

 現在のサッカー場とまでとは言わないが、もう少し設備の整ったソフトボー

ル専用のグランドがあっても良いのではないか。愛好者はサッカーより多い。

・追伸、保手公園の時計が何年たっても故障したままになっている。設備等の

チェックはやっているのですか？ 

53 宇和島 

・現在の経済状況から察すると、大きな企業誘致、無理である。因って（美し

き停滞）の観点から、観光誘致に尽力すべき。その為には、宇和島市はゴミひ

とつ落ちてない街だ、と言える様に住民運動を展開すべき。これは財政負担は

小さい物である。要は在野の市民を如何にやる気にさせるかが肝要だ。きれい

にする事は、教育の原点であり、公私の区別、奉仕に繋がり社会にも貢献でき

るではないか。 

54 宇和島 

・宇和島まつり等には、若者があふれる程いるけれど、普段は、商店街も早く

しまるから仕事が終わってちょっと買物に行ってぶらついてみようか等、思う

場所がないので、若者はエミフル等、松山の方へ行ってしまうのだと思う。 

55 宇和島 ・防犯カメラの設置をした方がよい。 

56 宇和島 

・定年を過ぎた人が、仕事をしたくても雇用がない状態。こんな元気な人達を

何とか「まちづくり」に貢献できるシステムになれば、生涯現役で張り合いも

あり、健康でいられるのではないかと思います。消極的な人が多いまちは活性

化しないですね。 
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57 宇和島 

・商店街が寂しすぎると思います。遠くからでも行ってみたい。（例えば、高

知の“ひろめ市場”の様な）所にして欲しいです。みなみくん（きさいや広場）

が商店街の中心くらいに出来たら良かったのにと思います。ちょっと商店街の

じゃこ天を買いにと車で行くと、すぐにパトカーが来るのも不満です。昔は屋

台があったのに、禁止になったと聞きましたが、その事もつまらないと思いま

す。それとどこにでもあるような町並みも好きではありません。この通りはこ

の色で統一とか。 

58 宇和島 
・商業、産業を諦め、松山市のベットタウンとなり、教育や医療を充実させ、

生活しやすい町づくりをし、移住してもらう。 

59 宇和島 

・丸ノ内の城の周りの道路（特に）郵便局前あたりがデコボコしているが、少

し歩いて不安。いやし博等で県内外の方もたくさん来られてるので、道路のメ

ンテナンスを希望します。 

60 宇和島 
・人材の活用、歴史文化の発信と活用、観光の振興を図るべきで、これらは少

ない投資でも工夫しだいで、大きな効果を上げることができる。 

61 宇和島 

・暇な市職員共しっかり読めよ!! 

・このアンケートの意味が分からない。本当に目を当てないといけない所に目

を向けず、上辺ばかりを見る市政に何を期待しろと言うのか？町づくり以前の

問題が山積している宇和島市。こんなアンケートをとる暇があるなら、石橋が

自分の足で市民 1人 1人に何をどうすれば良いか聞いて歩くべきだと思う。所

詮、この欄も記入した所で必要ないと判断したら、見られずに破棄されるのだ

から、書く必要もない。仕事もせずにパソコンをいじってるだけの人間どもの

暇つぶしに付き合ってやるほど市民は暇じゃない!! 

62 宇和島 
・活気のある町づくりを目指して欲しい。 

63 宇和島 
・商店街の活性化を何とかしないと寂れてしまう。 

・病院は沢山あってうれしい事。 

64 宇和島 

・「遠くの親戚より近くの他人」という事がありますが、近所付き合いの大切

さを痛感する様になっています。これは、近くの人に助力を頂く事をあてにす

るのではなく、自分がいかに近くの人の手助けをしているかが肝心だと思うの

です。そういう事の社会教育が欲しいのではないかと思っています。 

65 宇和島 ・若い人達がもっと働ける様な社会に、町になればいいと思います。 

66 宇和島 

・はっきりテーマを決めるべき!!年寄りに優しい町なのか、育児に向いたまち

なのか、観光か、水産業か…。どれもこれも不十分に思えます。いっそうの事、

老人に優しい、住むのに安心、散歩も気持ちいい、と言う風に老人介護の市に

したらどうですか。どうせ若い人達は流出するのですから、年寄りを呼びよせ

るのです。景色の良い所に老人用マンション等を用意して、日本中から金持ち

のリタイア組を呼んだらどうですか。 
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67 宇和島 

・若者が集まるイベントを開催して欲しい。 

・商業施設（若者向け）を増やして欲しい。（映画館、ショッピング施設、レ

ジャー施設等） 

・ガイヤカーニバルの参加人数を増やせる様、市全体で取り組んだ方が良いと

思う。学校を休みにする。会社を休みにするなど…。 

68 宇和島 
・自然を活かした田舎らしいアピールをして、人を集めて欲しい。例えば、愛

南町のトライアスロンは良かったと思う。 

69 宇和島 ・障害者が安心して地域で暮らせる社会を望みます。 

70 宇和島 

・市会議員が何をやっているのか見えてこない。形だけの議員ならいらない。

本気で行政に取り組もうとしている議院がいるか疑わしい限り。自分の保身の

為や利権の為にしか動いていない。 

71 宇和島 
・商店街の有効活用（きさいや広場みたいに県外から、市外から訪れてくれる

ような店、イベント） 

72 宇和島 
・商店街の再生。病身てるので色々な情報が入りにくい。 

73 宇和島 ・市職員の対応が非常に低レベルである。 

74 宇和島 ・海岸にゴミの漂流物が多いので、海をきれいにしてもらいたい。 

75 宇和島 

・障害児福祉が充分でなく、豊正園等民間事業所とよく協議してオール宇和島

市で進めて欲しい。松前町で積極的に活動している所を見ると、その差を思い

知らされる。 

76 宇和島 ・川をもっと美しく。農道や山にゴミが多い。自転車、あちこち放置してある。

77 宇和島 

・雨の日に子供達が集まって遊べる場所→児童館を作って欲しい。（西予宇和

や松山の様に）雨の日の遊び場が宇和島にはなく困る。また、図書館（中央）

の駐車場が狭い。生涯学習センターと一緒になっており、センターでイベント

のある時などは満車ばかり、（土）のこあらに連れて行きたくても駐車場が入

れず行けない。中央図書館をもう少し駐車場を広くとれる所に児童館と併設し

て作ってはどうでしょうか。 

78 宇和島 
・不満だらけです。 

79 宇和島 
・若者たちが大学卒業後、宇和島に戻って来たいと思うような魅力ある街にし

てほしいです。 

80 宇和島 

・市街地を美しい、清潔な町にして欲しい。道を歩いていると、古くなった植

木鉢を放置していたり、道を半分くらい覆う植物（木など）で通行が妨げられ

たり、道を占有して、犬小屋や物置を置いたり、屋根など構造物を付けたり（商

店街は別）。ヨーロッパの様に町並みの色を統一したりとか。あまり金をかけ

なくてとも、色彩美しく、清潔な町並は可能と思う。 
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81 宇和島 

・防災対策として、どの様に街づくりを行うか。行政で配慮して頂きたい。高

齢者が近隣にもほとんどで、避難に要する時間。高台の整備、方法等、周知に

ついても日常的に行って欲しい。 

82 宇和島 ・きさいやロードの活性化を図ること。 

83 宇和島 
・今後、高齢者が増加して行くと思われるが、それを支える若者が地域に残っ

てくれる、魅力のあるまちづくりをお願いします。 

84 宇和島 
・宇和島にずっと住みたいので、市民のために便利に使える様、商店街をどう

にか若者に使って欲しい。（フリーマーケットとか） 

85 宇和島 ・原発廃止を求めます。 

86 宇和島 
・宇和島市で働く場所が少ない。自分で会社を起こせたら良いけれど…。 

87 宇和島 

・自然破壊をしないで欲しい。（川、山） 

・消防の詰所の縮小をして欲しい。（人数が少ないし、年齢が高いし、来ない

人もいるし、仕事を持ってる人は本当に大変できついです。お願いします。例

えば、1部～10 部なら、1部～5部にするとか考えて欲しい。） 

88 宇和島 

・もっと百貨店や、特に商店街を活性化させるべき。無駄すぎ。ガイヤの時し

か人が集まらない。もったいない。 

・認可の保育園、幼稚園を増やして欲しい。 

89 宇和島 
・まちづくりを思うなら、行政自体がもっともっと動かなければならない。 

90 宇和島 

・昔から城下町の店は、置いとけば売れる方式に感じられます。アーケード街

も。大型スーパーに対応する為には、店の方の対応と駐車場を利用しやすく

等々考えなければと思います。・バイパスの出口から、市内案内図がもっと必

要だと思います。大型施設だけでなく。 

91 宇和島 

・宇和島市の活性化は、農林水産業が元気なくして発展はない。今後の景気状

況、上昇を願いながら、これから先向こう 3軒両隣り組を多く作り、まちづく

りに励む。 

92 宇和島 
・若者が地元で働ける様なまちづくりが出来ると良いなと思います。（商店街

の空き店舗をフル活用できたらと思います。） 

93 宇和島 

・商店街（？）があまりにもひどい。土、日でさえ、人々はまばら。市内バス

を利用しようとしても、一番近いバス停までが結構時間が掛かってしまい、つ

い車を使うが、街中では便利な駐車場もない。活力ある、魅力ある宇和島市に

なって欲しい。 

94 宇和島 

・医療の充実を図るとともに、不妊治療の助成等をして欲しい。宇和島市は松

山市の様に、不妊治療専門の病院が無い。 

・地元の基盤産業である水産業についてですが、魚価の低迷により、生産原価

を下回る状態が続いています。（養殖魚）宇和島の美味しい魚を日本中や海外

にアピールして欲しい。 
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95 宇和島 
・例えば、鬼ヶ城に温泉を作るなど、宇和島以外からも人が集まって来る様な

観光の目玉となる施設が出来れば良いと思う。 

96 宇和島 
・税金をもっと大切に使って下さい。 

97 宇和島 
・観光など発展が難しいと思う。税金を掛けたくない。活気のある町作りより、

暮らしやすさを大切にして欲しい。 

98 宇和島 

・若い人もこの宇和島で働ける所があれば、もっと活気のある街になると思う

のですが…。海と山と自然に囲まれた美しい宇和島に、若者や子供達が安心し

て生活できる街になることを望みます。 

99 宇和島 

・宇和島には素晴らしい農林水産物がある。泊って、食べる事をメインに観光

客の呼び込みを図るべき。ここに行けば宇和島の物を食べる事が出来るという

拠点を整備してはどうか。 

100 宇和島 
・観光地をもっと増やして欲しい。 

・商店街の活性化!! 

101 宇和島 

・子供を産みたいのに、病気の子供を見てくれるのがトロイメライしかないの

で、子供を産めない。働きながら子供を育てる環境を、松山みたいに作って欲

しい。24Ｈ託児所など。少子化になるのは、あたり前だと思う。 

102 宇和島 

・1歳になる子どもがいます。私はもともと体を動かす事が好きなので、子ど

もと一緒にスポーツ出来ないかと探していますが、宇和島には無いように思い

ます。ベビースイミング等、3歳以下の子どもを持つ親も一緒に楽しめる施設

があればと思います。あと、ゴミの分別について、スーパー等でもトレイやペ

ットボトルの回収で山の様に積まれているのを見ますが、そもそもの分別をも

っと細かくするべきだと思います。家から資源として、燃えるゴミの様に出せ

れば手間が省けるし、もっと多く集まると思います。 

103 宇和島 

・人口が増加する。 

・市外、県外から観光客等が来宇する。 

・宇和島市の産業（水産業）を中心とした施策を。 

104 宇和島 

・保育園に関してですが、もう少し遅くまで見てもらえる様に。また、1件で

も良いので、夜間保育しれくれる所も作って欲しい。時間であれば、18：00、

19：00 位が希望です。どこの保育園にも延長保育園を付けてもらえないでし

ょうか。・北宇和島のバイパスが不便で仕方がない。北宇和島から、松山方面

へ行けないことで、その様な思いをしている人、結構多いと思います。市民の

皆が気持ち良く住めるようにして欲しい。 

105 宇和島 

・色々な質問がありましたが、初めて聞く様な取組、活動などあり…興味が無

いので選択肢に「6.その他」とあれば良かったです。商店街の空き店舗が一番

身近に見える不景気です。観光客が来ても恥ずかしく思えます。 

・市役所の職員は、何故ダラダラと仕事をしているのでしょうか？それで残業

をして、残業手当という無駄な税金を取っている様にしか思えません。残業手

当を無しにしたら、通常勤務時間内に仕事を終わらせるのではないでしょう

か？職員の意識改革をお願いします。 
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106 宇和島 

高速道路の延伸で、三間の道の駅も賑わっている事は、とても良い事だと思っ

ています。道の駅の近くにドックランが出来れば、県内からもっと多くの方が

訪れるのではないでしょうか。南予にドックランが無く、市内の公園はペット

が入れません。（糞の始末など、マナーの悪い人が多い事は痛感しています。）

最近はペットも家族の一員として、出かけている事が多くなっているので、安

心、安全な場所で遊ばせたいという希望が多いと思います。道の駅のそばなら、

買物もして帰ると思うので、活性化にも役立つのではないでしょうか？市内の

公園も管理をきちんとしていれば、ペット可になると思います。検討をお願い

します。 

107 宇和島 

・宇和島市には、生活保護を受けて生活していらっしゃる方が増加している様

に思いますが、働けるのに仕事が無いからとか、少し体が悪いから、精神を病

んでるからと、すぐ保護を受けてる方がいらっしゃいます。私の見かける方は、

ほとんどの人がパチンコなど、毎日そのお金で遊び、無料で病院に行き、私た

ちが働いて税金を一生懸命払って、ぎりぎりで生活している方としては、腹の

立つ事で少し水準が甘いのではないでしょうか!本当に保護を貰って生活して

行かないといけない方が、まだいらっしゃるのではないでしょうか。母子手当

もわざわざ離婚して、もらう方が多い様で、きちんとした調査をされてはどう

ですか。 

108 宇和島 
・もう少し、活気のある町にしたいと思います! 

109 宇和島 

・最近、住宅地が増えるのに、公園など遊ぶ場所がなくなってしまっているの

で、残念です。市の方で土地を買い取り、公園の無い所（住宅地ばっかりで…。

特に城東地区が…。）に（設置）作って頂ける様にしてもらえたら嬉しいです。

110 宇和島 ・協同（市+職員+住民+現場）で、企画、参画で行動、実施。 

111 宇和島 
・企画を考え、街を良き未来に向かう意識を行動に写すことは大変です。頑張

って下さい。 

112 宇和島 

・丸山公園に、あじさいロードを作ったり、バラ園を作って、花のある町づく

りを推進して欲しい。 

・鯛、ハマチ他のいけす料理の店を作って欲しい。店の中に魚を泳がせて、お

客様に選んでもらい、その場で調理をしてもらう。 

113 宇和島 

・各地から、色々な年代の人達が来てくれる様に、もう少し楽しめる、遊べる

所を増やして欲しい。小さな子どもを連れて、遊べる所が少ないと思う。パチ

ンコ店ばかりいらない。 

114 宇和島 
・丸山公園、和霊公園を、もっと整備して欲しい。子どもと遊べる場所が市内

に無くて、市街に出てします。 

115 宇和島 
・商店街の面白味の無いのはなぜでしょう。ただ、急ぎ足で通るだけの様な気

がする。 
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116 宇和島 

・商店街がもう少し、活発になれないかと思うのは全員じゃないでしょうか？

どうして、もっと議員さん達、力を入れてもらえないでしょうか？まあ、色々

大変な事は重々市民も分かってもいるのでしょうが…。 

117 宇和島 

・高校、大学を卒業した若者が戻って来たいと思える町づくりをしてほしい。

現状では、就職先が少なく市、県外で就職する子が多いと思われます。「活力

あふれる産業が展開するうわじま」には、若い力が必要だと思うので、ぜひ、

力を入れて推進して欲しい。 

・近く、愛媛で国体も行われます。宇和島が会場となるサッカー、バスケ、レ

スリング、卓球、野球で、ぜひ宇和島で育った子ども達が活躍できる様、強化

して欲しいと思います。 

118 宇和島 

・誰もが住みやすい町づくりにするためには、行政と市民が一体となって、町

づくりに努力すべきだ。一人一人の心がけしだいで、随分変わると思うので。

・年々高齢者が増えて来ているため、安心して住める町づくりにしてほしい。

119 宇和島 
・歩道が狭い。自転車に乗っていて、すれ違う時に車道にはみ出そうで怖いで

す。整備をよくして欲しい。 

120 宇和島 

・商店街なども活気がなく、淋しい。仕事がなく、子供達は市外、県外に出て

行かざるをえない。（戻って来ないであろう） 

・市職員定数、必要な所には確保しなくてはいけない。 

・高速（専用）道路が出来ても素通り。逆に松山へ行きやすくなった。（学生

ですら、松山に行って買物をする） 

121 宇和島 

・スポーツの施設など数があっても、国体や公式競技に使えない。いつも中途

半端である。丸山公園のテニスコート（ハードコート）を見に来て欲しい。ヒ

ビだらけで、非常に危険である。サッカー場だけは、立派で、他のスポーツに

対する配慮に欠けている。 

122 宇和島 
・町を発展させる計画性が無い様に思います。 

123 宇和島 

・不景気なので給料も減り、パートなど働きたいのですが、なかなか職もなく

…。工場などの誘致などをして働く場所を増やして欲しいです。市営住宅もな

かなか入れないので、増やすなどして欲しい。後、商店街が寂しくなりすぎで

すね…。賃貸料を下げる等して、もう少し盛り上げて欲しいです。どんどん寂

しい町になってしまいます。きさいや広場も海岸をデッキ風にして、カフェ等

作れば変化になると思います。 

124 宇和島 

・商店街の接客態度等が、旧態依然な印象を受けます。小心者の私は、お店に

入るのに少し勇気が要ります。もう少し、愛想良くサービス精神あふれる接客

をして頂けると嬉しいです。 

125 宇和島 

・市が町づくりの企画をしているのですが、情報が市民に伝わっていない事が

多く、こう言う事があったんだと後で知るので、情報発信をもっと上手にして

欲しい。 
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126 宇和島 

・教育現場で働く、先生方（教員）の負担が大きい様に思われます。先生方も

勉強を教える事だけでなく、学校外での生活（児童、生徒）の指導も大変だと

思います。保護者の方や地域の方々の協力もあっても良いのでは…。もう少し、

教員も増員し、先生の仕事も少なくして、先生も生徒もゆとりある生活をして

もらいたいです。 

127 宇和島 

・市職員の方（窓口の方）、暇そうにしている職員がおられるのは、税金の無

駄使いだと思います。 

・市立病院の食事の方（作られる方）見なりを清潔にしていただけませんか。

128 宇和島 
・観光について、業者に対し、丸投げの企画ではなく、連帯感があるイメージ

を造りあげ、息の長い観光企画及び、対策を立てるべきである。 

129 宇和島 
・働く場所が少ないので、雇用活動をもう少し力を入れて下さい。市職員と少

しの人達が優遇されている様に思います。本当に不景気ですよ! 

130 宇和島 

・以前住んでいた所。公道の様な道路の為に、お風呂屋の市有地を新参者のた

めに知らなくて、干渉がひどく、トラブルになりました。（散々嫌がらせを受

けました。）はっきりと分かると（市有の道路と分かると）対処の仕方もあっ

たのに!! 

131 宇和島 
・全国にもっと宇和島をアピールする。 

132 宇和島 

・商店街の人通りが少ないと行く気もしない。商工会、商店の方は活気のある

市町に出向いての作戦がないと、お祭りなどの催しの時の人通りではダメで

す。普段、どの様にするかですね。考えてるでしょうけど。駐車場の無料も考

えて欲しい!! 

133 宇和島 ・このままで良いです。 

134 宇和島 

・もっと、宇和島らしいイベントを開催できないものでしょうか？市全体を巻

き込んだ宇和島ならではのイベントを行い、県内だけでなく、県外からも観光

客が来てくれる様な。しかし、駐車場の確保など、問題もありますね。 

・うわじま牛鬼まつり、とても盛り上がっているので、商店街の方にも理解し

ていただきたいです。 

135 宇和島 

・高台でなく、近くの平地に子どもやお年寄りが子どもを遊ばせたり、淋しい

お年寄りが集まって、話が出来る公園が欲しい。年を取るとどこへも行けず、

家にこもっていると、淋しくて花を選びたくなる時がある。ちょっと話しをす

る事で明るくなる。 

136 宇和島 ・宇和島城をもっと活用出来ないか。木造城の代表であると思うが。 

137 宇和島 
・後期高齢者の為、的確なアンケートが出来なかった事、すいません。 
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138 宇和島 

・原発、伊方の風下対策しているかな。 

・道路を老人用にバリアフリーにする事。 

・路面をフラットに歩きやすい様にする事。 

・工事をした人が責任を持って仕事をする事。原因者責任：フランス人の考え

方 

・現場に立ち会った市職員の指導を徹底、工事業者への監督強化 

・意見だけ聞いて、そのままではいかんぞな。 

・この住民アンケートの経費はいくらぞな。 

139 宇和島 
・宇和島の町も、だんだん寂しくなっているので、小さい子や皆が集まって、

盆踊り大会をしたらいかがですか。 

140 宇和島 

・商店街など、何か共通のテーマを決めて、全体で演出する（例えば…鳥取県

の境港の様な鬼太郎通りみたいな…。）中途半端でなく、伊達文化を全面に出

して、町づくりをするとか…。イベントを“いやし博”が終わっても常にアイ

デアを出してして行くとか…。がんばって宇和島ここにありと、全国の人が来

てくれる町づくりを目指して下さい。 

141 宇和島 
・これ以上、金を使わない様に土木、その他に金を使わない様に。 

142 宇和島 

・住民の税金の無駄遣いはやめて欲しい。生活保護、利用の少ない施設への投

資。 

・市職員の給与（国家公務員と同等なのか？） 

143 宇和島 

・宇和島市内では、親子で楽しく遊ぶ所が少ない様に思われます。（遊園地の

様な所） 

・商店街のシャッターの閉まった所が寂しいですよね。松山の「エミフル」の

様な店が出来れば観光客や若い人達が多くなるし、商店街も賑わうのではない

でしょうか。でも広い場所が…無理でしょうか。 

144 宇和島 
・頑張って、引張って行って下さい。 

145 宇和島 
・（2）あなたは、市職員の対応（窓口サービス、電話対応など）について満

足していますか。→愛想が悪い。感じが悪かった。 

146 宇和島 

・宇和島城は、日本のお城の中でも、名城中の名城。もっと観光的にアピール

し、駐車場や周辺施設を整備して、お土産売場等、拡充したほうか良いと思い

ます。今の、きさいや広場の様な施設が城の入り口等、大なり小なり作れたら

と思います。駐車場だけがある現在の、登城口では観光的にもまったくアピー

ル出来ていないと思います。 

147 宇和島 

・いやし博など、たまたま帰省して居合わせ、楽しめた県外の方から、「初め

て牛鬼を見ました」と言われました。もっと、イベントがある場合、全国に情

報出来たらと思います。大阪の方が、遊子のジャガイモの事を知らなかった事、

残念に思いました。宇和島も、いろいろ良い所があるので PR のやり方を考え

てみてはと思います。 

148 宇和島 ・老人の住宅を増やして欲しい。 
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149 宇和島 

・山があり、海があり、美味しい食べ物があるのに、観光地として、人を集め

る魅力に欠けている。せっかく市外から人が来ても、残念な事に真珠のお店の

地図もない。時々聞かれるが、じゃこ天も真珠も宇和島のどこに行ったら帰る

のかと…。 

・丸山公園の斜面一面に芝桜でも植えて、北海道の様に観光バスが来るぐらい

の思い切った事をしたらどうですか。花一つでも、人の心を惹き付けると素晴

らしい観光地になるのですから。アイデア!!しだいで、宇和島がえひめの観光

スポットになるのでは。 

150 宇和島 
・宇和島市で、出来る事は限界がある。限界以上の事は出来ない!!それ以上を

望むなら、他所へ行くしかない。 

151 宇和島 ・映画館、演劇場一つ無い町。淋しい限りです。 

152 宇和島 
・いやし博など、いろいろイベントが開かれているが、知らない事が多い。も

っと広報活動に力を入れたらと思う。 

153 宇和島 

・市営住宅に入居の条件を、もっと厳しくするべきだと思う。年収の高い家族

は、家賃も上げるべきだと思う。入りたくても入れない方々がたくさんいます。

・自転車道路が無く不便だ。 

154 宇和島 

・あまりお城には詳しくありませんが、宇和島城は、歴史ある物だと聞きます

が、以前登った時は、人もまばらで観光名所と言う感じがありませんでした。

道が急なので、お年を召した方にはちょっと辛いのかなと思いますが。それか

ら、町にゴミがよく落ちていると思います。道の真ん中にペットボトルや袋な

んかも。ゴミを拾いながら、散歩されているお爺さんがおられますが、観光名

所となるには、迎え入れる側も身近な所から気をつけたいものだと自分自身思

います。 

・自然エネルギーの活用。ゴミ焼却の熱を再利用。 

155 宇和島 

・若い人達が、地元離れをしている事を課題として、もっと行政面で真剣に考

慮して欲しい。（対策を）もちろん市民ひとりひとりの意識付けも大切だけど、

教育の場や将来を見据えた希望の持てる街づくりが出来る様に。 

156 宇和島 

・農林水産業や情報通信について、設問では基盤整備の事しか聞かれていない

が、むしろ販路拡大や 6次産業化、情報網を活用した産業、福祉、教育等の進

行などに力を入れるべきである。商業施設は、イベントに頼るだけでは限界が

あるので、NPO やボランティア団体、趣味サークル等に開放して市民活動の拠

点とし、賑わいを創出してはどうか。工業については、誘致のみならず留置対

策も重視し、企業との連携、交流や伝統産業、地場産業の振興を図って欲しい。

急速な高齢化に対応して、高齢者が住みやすい町づくりを目指して欲しい。国

や県が示した、メニューをこなすのではなく、宇和島独自の政策づくりを念頭

に必要な権限や予算は国や県を突き上げて、もぎ取って来るくらいの気概を持

って下さい。 
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157 宇和島 

・食をテーマにした街づくりを企画して、市外から外貨を獲得する様な仕組み

を作る事。例えば、「宇和島アイドルフーズ」と名称を付けて、地元の人々が

昔から好んで食べている食材を認定して、一括表示して PR するとともに、道

の駅などで定期的に「宇和島アイドルフーズフェア」を開催して、食文化の魅

力で交流人口の拡大につなげて地域経済への波及効果を狙う。 

158 宇和島 

・「牛鬼」をもっと積極的に外へアピールしても良いのではないかと。・自発

的に行動したいと言う人や、ｸﾞﾙｰﾌﾟが自由に活用出来るコミュニティスペース

の整備、「活動人口」を増やせる風土づくり。・ビジネスマッチング等の商談

会への宇和島市に企業への参加促進。→バイヤーも来れば、全国的な PR 効果

もあるのでは。 

159 宇和島 

・税金の無駄遣いをするな。30 年前に決まって、今では人口の減少。また、

企業の新規参入の望めない時代に税金の無駄遣い（大浦の埋立工事）に理解出

来ない。浅田工業、一若建設を救済する為の行為としか思えない。環境破壊は

して欲しくない。 

160 宇和島 
・市議会議員の半減。 

・市議会議員の月給制から日給制へ。 

161 宇和島 

・宇和島は全国的に有名になっているので、もっと特産品などを全国に宣伝し

て頂きたい。県外から来られて住んでいる方に! 

・県外の人からは美味しい食物があるのに、宣伝しないのがもったいないとよ

く言われます。（真珠、ハマチ、みかん、じゃこ天、その他） 

・凸凹神社は全国にあまりありませんが宇和島にあり、この機会に宣伝し子ど

もの欲しい方、元気を頂きたい方、絶好のチャンスと思います。遠方から御利

益を頂きに来ると思います。 

・歩道にマップルートの標識があると便利です。駅から。 

・町の中、もっとベンチがあったら楽ですね。 

162 宇和島 

・旧宇和島市には、公園が不便で遊びに行きにくい。児童館もない。休みには、

三間か鬼北の公園か、西予市の児童館へ行きます。雨が降ったら、宇和島で遊

べません。丸山の、あの山の上の公園は嫌がらせでしょうか？あんな所に歩い

て上がれと？子どもが小さいとベビーカーか抱っこです。あの道具、下にあれ

ば…せめて車で上がれれば…。 

163 宇和島 
・若者が増えたらいいなーと思います。 

164 宇和島 

・広報、毎月 1部頂くのですけど、ページ数はもう少し（予算）（内容）（報

告）分かりやすく。読みづらい、税金の無駄遣い。部数も多いから重要事項が

どこにあるのか分かり辛い、簡略に。 

・イベントがある場合は、前もって市の車でマイクで 3回位は市内を巡回した

らいいと思います。知らない事が、皆さん多い様です。後で知った事が沢山あ

りました。 
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165 宇和島 

・正直、このアンケートの意味が分かりません。自分が認識不足なのか、質問

すべての政策なんて知りませんし、それについて満足度で評価してといわれた

ら③の選択になりますし、知ってても③の選択は何個か付けました。このアン

ケートの質問すべてを知ってて当然と言うのであれば、申し訳ありませんが、

多少の資料を同封してもらった方が助かります。 

166 宇和島 

・仕事場所を多くするとか、遊べる場所を増やすとか、とにかく人が集まる場

所としなければ、始まらないと思う。特に商店街を見ると、これからもっと寂

れて行くのではと思ってしまう。 

167 宇和島 

・足、腰が悪い為、不便を感じてる者ですが、先日飛行機で、都会の交通に車

イスを利用させてもらいました。その時、同伴の者達にもあまり迷惑も掛けず

にすみました。現在、南予いやし博に来られる方の中に必要な場合は、対処し

てあげられたらと思う。 

168 宇和島 

・道路/交通網イ：市街地の道路上表示（白線）が消え掛かっている。（横断

歩道、路側白線、中央車線等…通学路になっている箇所も存在する。）ロ：国

道/県道のトンネル内が非常に暗い。路側白線が確認出来ない。道路と内壁の

境が確認しがたい。入口を明示して欲しい。定期的な清掃が必要。※市外、県

外からの来訪者にとって、まず目に付くものは道路/交通網の整備状況です。

これらの整備状況に接して宇和島としても交通事情、街並みの景観、住民や来

訪者への気遣い等、更には街として、或いは自治体としての危機管理のレベル

が感じとれます。現在の宇和島とその近辺には、疑問を感じます。ハ：鬼ヶ城

への登山道整備が望まれる。・港湾施設イ：既設（5年程前に完成済）の赤松

漁港北西側入口沖に防波堤を新設して欲しい（現在、風波が新入し利用不可能

となっている。）ロ：市民が海に親しみを持って環境を作る。（フィシャマン

ズワーフ的な設備/施設－例えば、長崎出島の様な。）・観光等郷土出身の偉

人である児島惟謙を紹介する。施設等の整備（憲法の先生である惟謙をもう少

し紹介しては？）「もったいない」ですね。※大浦湾埋立地の再利用：再利用

については、公園や市民の親水区画も設けて欲しいものである。 

169 宇和島 

・まちづくりと言っても、まず中心にある商店街が廃れてしまっている。「宇

和島まつり」も廃れた商店街でガイヤカーニバルが中心になってしまってい

る。開けていても商店街で買い物する人等いないのではないか？毎年同じ事ば

かりで芸がない。もっと街おこしすべきではないか？あと、自治体によって積

極的な地区は、美化運動等も盛んで、街づくりに対しても意識が高いが、積極

的ではない地区はその反対で、地区内の景観も悪い様に思うが…。 
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170 宇和島 

・宇和島は観光の町として、全国に発信しなければ発展の余地無し。（観光+

歴史の組み合わせを行い。）市街地を思い切って整備し、観光バスが自由に（楽

に）往来出来る様にする事と合わせて、宿泊設備を考える事。また、きさいや

広場等にも十分な駐車スペースを取り、販売面においても今はお土産として持

ってバスに乗ったりは、高齢社会は大変なので、販売方法を考える。特に「海

の幸」「山の幸」に付いては、魚屋が入るのでは無く、例えば北海道みたいに、

大きな色々な水槽に魚、貝、エビ等々を生かし、観光客に見せて、何日に自宅

に届く様に注文してもらう。（水産業が盛んな町ではの特徴を出さなければ、

今にダメになる。） 

・今の宇和島は、人口減少が大きく、それを早く止めないと町はダメになりま

す。宇和島には、新鮮な食材が豊富なのと、綺麗な空気が有りますので、全国

に発信し大変住み良い町として宣伝する事と、宇和島市内に空き家として放っ

ている物を市の方に借上げ、全国の方々の定年後の第 2の人生の場として、安

く住む場所を提供する。（移り住む方は定年後ですから、あまり出費をしたく

ないと思う。）よって、高齢化社会に合った町づくりにより、雇用も増えて来

ると思う。（宇和島市は医者が多いですから、最適だと思います。） 

・市に申し上げます。市職員の数を、仮に今 1,000 人いれば最低でも 700 人迄

にする事。（普通の会社であれば、既に倒産してます。）早急に対処すべきで

は。 

・市議の数も 1/3 で良い（今は市の為とかはほとんどなく、会社勤務の感覚と

地元の意見を担当者に伝えるハトみたいな者が多すぎます。） 

171 宇和島 

・市職員の人数が多すぎる。わかっていると思うが、たまに入っていくと手が

遊びよる人がいて、全員が注目するが、別にあいさつするわけでもなく、どう

みても仕事をしている状態には見えない。もっと高い給料をもらっているのな

ら、それなりの必死とまではいかなくても、仕事をしている状態を見せてほし

い。仕事中に小説を読みよる人もいるぞ。上司の人は影からもっと仕事ぶりを

観察してほしい。上司の人も仕事してないかも知れんけど。 

・宇和島の給料は全国で指折りに安いくせして、なんであんなに家賃が高いん

や。松山並み、いやそれ以上に高い。宇和島に人がいなくなるぞ。特に若い人

が。 

172 宇和島 

・宇和島で生まれ育ちました。自慢のふるさとです。いつまでもこの町が一番

の故郷である様に引き続き行政には期待しています。「元気な宇和島市」を目

指して力を併せていきたいです。 

173 宇和島 

・市立の保育園・幼稚園の先生はここ何年も正規の採用がない。若い先生達は

臨時や嘱託職員である。責任があり重労働の仕事であるにもかかわらずあまり

にも待遇がよくない。子育て支援のためにも保育者を正式に採用していくべき

である。 

174 宇和島 
・地場産業の振興と大企業に力を入れて下さい。若者が働ける場所をたくさん

作ってほしいです。 

175 宇和島 ・買い物弱者への市の対応を充実させてほしい。 
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176 宇和島 ・高齢者の遊び場所を作って欲しい。 

177 宇和島 

・商店街に出てみるときシャッターのおりているいる店が多い。どこに人が住

んでいるのかと思うくらい昔に比べ人通りが少なくて淋しく思います。もっと

街が昔の様ににぎやかになる様に何とかならないものでしょうか？最近特に

感じる事です。 

178 宇和島 

・一見して公務員ばかりの街に映る。民間企業が少な過ぎる。その為国に依存

度が高い。地域のことは地域で守る位の意気込みが全く感じられない。地域の

活性化と叫ぶだけで一過性で終わる。与えられた範囲のことだけで今回の南予

いやし博のイベントも期待外れに終わらないことを祈る。他地域の物真似でな

く独自の知恵と発想がなければ、結果的には過疎化を早めるだけと思う。行政

サイドと民間と商工会議所との連携にも注力して貰いたい。一例としてイベン

トの表示ポスターしても展示が少なく商店街をはじめ市内全体に広げて数を

増やしてはどうでしょうか？ 

①例えばアイランドリーグも入場券すらどこでいつ販売しているか市職員も

観光協会の人も知らない。こんなことでは疑問を感じます。横の連絡が出来て

いないと思う。 

②年金生活者の誘致策を考えてはどうか。全国共通支給額の年金生活者として

都会より宇和島は生活費が安いメリットがあり、医療も充実、空家、空地もあ

る。 

179 宇和島 

・宇和島に住み始めて約２ヶ月です。人は優しく住みやすいです。ドライブマ

ナーもとても良く優しい気持ちになります。 

・子供の高校・大学を思うと選択が少なく不満ですがそれは宇和島市に期待し

てもいけないと思いますが・・・。子供が育つには良い環境だと思います。仕

事をしないといけない母親が多いので保育園、児童保育の充実をお願いしたい

のと市営住宅もお願いしたいです。 

180 宇和島 ・雇用対策と災害対策を重点的に行っていただけるとありがたいです。 

181 宇和島 
・宇和島自動車道→上り下りが市街地で出来ない不便である。 

・南予文化会館→駐車場を無料にして商店街に行きやすくしてはどうか。 

182 宇和島 

・年度末になると道路整備を行っているようですが、全体をみるとボコボコで

歩きづらく走行しづらい。 

・歩道をきちんと整備してほしい。 

・高速 IC を下りた際、すぐに一般道路と合流していますが、看板などの表示

がなかったり、信号がなく歩行者とかちあう場合が多く危険。何かしらの安全

対策を希望します。 

183 宇和島 

・６０歳を過ぎた私達の時代は子供も多かったが少子化で今若い人達は子供が

少ない上に働きたくても勤める所がなく給料も安く、皆県外に勤め口を求め出

て行ってしまう。高齢者ばかりが残り、実際我家も男の子２人県外で結婚、子

供もいるが、宇和島へ戻れとも言えず給料も安く勤め口もなかったら家族を養

えないし帰りたくても帰れない状況。住みやすい宇和島にしてほしい。 
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184 宇和島 
・商店街を駐車場などを作って活性化したい。海の駅付近も、もっと若い人が

集まれるようにしていきたい。 

185 宇和島 
・宇和島市は第１次産業なくして市財政は成り立っていけないと思う。もう少

し手厚い施策を考えてほしい。 

186 宇和島 

・宇和島市内に出かける事を、いまだに「まちに行く」と表現する田舎者であ

るが、はるか昔の子供の頃の様な住民が盛り上がる様なイベントがあまりない

気がする。年寄り、子供も参加できる活動の場がほしい。 

187 宇和島 

・えひめ南予いやし博真最中で関係者の努力とご苦労を拝察いたしておりま

す。広報うわじま７月号の表紙の「ゆるキャラ大集合」は、すばらしいもので

した。子供達の笑顔を見ていると確かに癒されます。そこで少し気になってい

る事を記します。保手地区住民の選定避難場所となっている保手公園グラウン

ドの遊具の一部が使用禁止となっている事です。この遊具は昨年の１月頃から

少しづつ不具合となっていき、その都度「トラロープ」で囲まれて行きました。

トイレの扉も不具合のままです。外壁の化粧タイルも今では３０％が削れたま

まです。最近「トラロープ」が新しい物に替えられた様ですが、ロープの取替

えより遊具の取替え修理をするべきだと思います。 

188 宇和島 ・商店街、観光地の活性化 

189 宇和島 
・映画館がないのが淋しい。 

190 宇和島 
・宇和島城を再生しましょう。大洲、松山と比べると見劣りします。行ってみ

たいな宇和島城といわれる様に整備してください。 

191 宇和島 
・お年寄りのことを考えたまちづくりを考えるべきです。 

192 宇和島 

・取り組みについて質問されても知らない事なので「３．どちらともいえない」

が多くなりました。 

・商店街の活性化については、他都市での成功例を取り入れてやってみるべき

です。シンボリックな場所ですから。 

・職場を作る。若者が安心して住める工夫を。 

193 宇和島 
・商店街の活用。 

194 宇和島 

・今からのまだまだ大変な時代を、宇和島が笑顔いっぱいの住民の町となるよ

う、一緒に考え行動できるリーダーづくりも大切と思います。アンケートに参

加させて頂きありがとうございます。 

195 宇和島 
・耕作放棄地の整備、利用に力を入れて各地域の段畑、棚田が水荷浦の段々畑

のような景観へとなることを望みます。 

196 宇和島 

・自分にあったスポーツをして健康を維持しています。公民館は沢山の人が利

用していますし和霊のグラウンドはすばらしい景観でウォーキングの方達で

いっぱいです。子供達のサッカーなどを見ていますと何が不満があろうかと思

います。このまま平和であってくれたらとも思います。行政等難しい事は良く
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わかりませんが、宇和島は緑が多く病になれば市立病院があると安心です。ま

ず子供達の未来のために、そして少し高齢者にもどうか美しい宇和島の発展向

上を願っています。 

197 宇和島 

・商店街がにぎわうのは和霊大祭のときだけの印象です。自転車で通過するだ

け、もしくは自転車置場化しています。 

・市立病院の夜間救急に小さい子供を連れていく機会が多く、トイレに子供用

の補助椅子をつけてもらうとありがたいです。 

198 宇和島 

・地元でないので、実家に帰るときに手土産を・・・と思うんですが、宇和島

ならではのお菓子などがまだまだ少ないと感じます。いやし博等で人の流れも

ある今、いろいろ観光面の強化が重要だと思います。 

199 宇和島 ・ペットと遊べる公園があったらなと思います。 

200 宇和島 

・雨がひどい時等、国道の両側にすごく水がたまっていて安心して歩けない。

（水はね）ところどころならまだいいんですが、ずっと続くので大変です。ス

ピードを落としてくれる事は多いのですが、こういうところをなおしてほし

い。 

201 宇和島 
・市立宇和島病院へ通院 

202 宇和島 

・南予いやし博も一部の場所でしか盛んでないようです。せっかくですからも

っと盛大にお願いしたいな。高速道路の開通で多くの人の通過の町にならない

様に考えてほしいものです。せっかくの高速道路で松山が近くなり松山のベッ

ドタウンになってほしいものです。 

203 宇和島 

・救急車、消防車の入れない道路幅の少ない地域に住んでいると取り残されて

る感がある。市内にもでこぼこ道があるのです。要請しなくても点検してほし

い。高齢者が増えるこれからやさしい行政であって下さい。 

204 宇和島 
・産業がないから雇用がない。だから若者は外へ出ていく。悪循環を解消する

ことが重要。宇和島の歴史と文化の宣伝不足。 

205 宇和島 

・自治会の件 今は強制的に加入とはなっていないですが、地区に居住してい

て入る人も入らない人もあるのはおかしい。地区の恩恵を受けながら（街灯、

大掃除等々）平気でゴミ出し後始末はしない。わずかな町会費くらい強制的に

加入させれば良いのでは？もし災害等の時はほっておくのですか？ 

206 宇和島 

・水産業を生かし観光にもつなげ、人が呼べ、人が住める街づくりが一番早い

のではないかと思う。人口減少をおさえる為にも若い人が来られる街、高等教

育機関（水産系の学部、専門学校）の誘致をするべきである。 

207 宇和島 
・病院以外に高齢者が通いたく集いたくなるような場所を設けてはどうです

か？スポーツの場ではなくて・・・公民館をいかして何か・・・。 

208 宇和島 

・市の職員さんの対応ですが、間違った事をしても謝罪の一言もなければ逆に

こちらが悪いと言う様な態度をとる方がいます。市の職員さんを通りこえて人

としてどうなのかと思います。私ならあんな対応の仕方はしません。 

209 宇和島 ・若い人達が働く事の出来る職場を少しでも増やしていく事が必要だと思う。
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210 宇和島 

・宇和島は個人の会社が多いとこです。そういった会社では各事業主の考えが

強くそれが世の中の常識からはずれたものも多々あります。それによって会社

内の上司によるパワーハラスメントが多く部下は人権も何もあったものでは

ありません。「人権」は誰にでもあるものなのに各事業主の人は全く分かって

いない人が多いです。そういった人権を守るためにも個人事業主の教育が抜き

打ちで会社を調査するといったことをできたらもっとよりよい「宇和島」にな

るのではないでしょうか。 

211 宇和島 
・高齢者と子供が気軽に集まって過ごす事が出来る場所（公民館の一室をいつ

も使用できる）を考えてもらえたらいいと思います。 

212 宇和島 ・離島での介護システムを充実させていただきたい。 

213 宇和島 

・宇和島には大きな会社があまりないので企業誘致をぜひしていただきたいで

す。仕事場が近くにないと若者がどんどん他県へ行ってしまうのではないでし

ょうか。 

214 宇和島 

・ペットが朝早くからワンワン吠えて夜中まで仕事をして床につくのが朝方に

なります。どうすればよいですか。 

・大きな気が風が吹くと屋根に葉っぱが飛んで来て雨戸がつまります。何かあ

りましたら教えてください。 

215 宇和島 
・和霊東町の保育園跡地、プール跡地など有効利用はしないのですか？草が繁

ってもったいないと思います。 

216 宇和島 
・宇和島は取り残されていくような不安でいっぱい。若い人達は集まってくる

ような企業の誘致を是非お願いしたい。 

217 宇和島 

・地理的条件及びインフラが悪く他県より企業を誘致できないのならば、明治

大正時代の様に地元の有志による起業で地元民を雇用するしかない。さもなく

ば座して死を待つことになる。 

218 宇和島 

・大浦の埋立地の一部に太陽光のパネルを作り宇和島市の財源として四電に買

ってもらってはどうでしょうか？税金のとりたてもむずかしいのでは？大浦

の埋立地は１日中太陽があたりますよ。・宇和島市は現在景気が悪く会社など

社員からパートなっているのに市の職員は多過ぎるのでは。パートに出来る所

から少しずつ変えていくべきだと思う。公務員の人は一度会社に研修に行った

ら現実がわかると思う。本当に宇和島の会社はきびしい。つぶれかけていると

思います。 

219 宇和島 
・ボランティア、NPO 等が活動しており参加するしないにせよ宇和島が盛り上

がっていると思う。是非続けてもらいたい。 

220 宇和島 

・まちづくりも大切だとは思います。でも今、離島は完全においてきぼりにな

っていると思います。高齢者が増えているのに介護サービス等受けられない事

も多いと聞きます。定期船代もお年寄りの年金では厳しいと聞きます。まちの

中心にだけ目を向けず、はずれた島、村にも目を向けて欲しいと思います。宇

和島は生まれ育った場所なので大好きですが、もう少し大きな目と心で、住み

やすい宇和島にして下さい。 
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221 宇和島 

・住宅地近辺の焼却等でのダイオキシン対策の指導と徹底。（住宅地付近の畑

や山も含む） 

・市街地及び住宅地内でのタバコ喫煙の制限。 

・宇和島、三間、津島地区等で低い山を更地化して工業立地を進めていく。（若

者、卒業者の地元定着化を広げる。全ての基礎になる。避難場所の造成も兼ね

る。） 

・城下町の魅力を更に多面的に全国に売り出す。現在は知名度が低い。ドラマ、

先人、卒業生の力を積極的に導入して観光化を進める。（いやし博をスタート

として） 

222 宇和島 ・道路の暗い所があるので電気をつけてほしい。 

223 宇和島 
・若い人達が希望を持って働ける企業を誘致してほしい。 

224 宇和島 
・九島に橋を計画しているが九島を桜の名所又はバラ園など海も活かした水族

館など大がかりな夢の島としては。段畑もあわせて作ってはどうか。 

225 宇和島 

・中学校の生徒に対しての学校と家庭の連携が出来ていない。町に子供の集ま

る場所がないため中学校の非行が目立つ。宇和島市外からの住民にとってこれ

ほど住みにくい街はない。 

226 宇和島 
・プロパンガス以外にしてほしい。 

・デパートやショッピングセンターを作ってほしい。 

227 宇和島 
・住宅のある所で、高光では下水道がついていない所があるので早く作ってほ

しい。よろしくお願い致します。 

228 宇和島 
・今、どうとかではなく１０年先、２０年先の宇和島市のことを考えて業務に

取り組んで頂ければと思います。 

229 宇和島 
・市内に必要のない道づくりや公園、スポーツ場所が多すぎると思う。 

230 宇和島 
・宇和島市を住み良いまちづくりに頑張っている職員の皆様御苦労様です。私

も宇和島市民として出来る事はしたいと思います。 

231 宇和島 
・住みよく安全な宇和島市。 

232 宇和島 

・幕末の歴史を語るうえで、宇和島市は非常に重要な存在であるにも関わらず、

それを観光資源として活かしきれていない。限られた予算の中で点としての整

備ではなく長期計画に基づいた「歴史の街・宇和島」を目指して欲しい。（彦

根城近くの街並み保存には感動しました。） 
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233 宇和島 

・「世界の中心で愛をさけぶ」のロケが宇和島で行われるべきだったのではな

いのか？これからドラマ・映画・ロケ地になる場合はぜひお願いしたいです。

すごく観光にもなるし、街づくりをすることの第一歩として古いものはリニュ

ーアルするだけに集中するのでなく、クリーニングしてそこを中心とする道路

だったり灯だったりを味のあるものにした方がいいのでは。たとえば商店街に

図書館（閉店した古いお店）を作る。宇和島をテーマに各学校から集めて子供

会議室（月に１回）を開校するとか？ 

234 宇和島 

・もっと歴史や文化を強調したり、海（イケスでの釣り、海水浴、シュノーケ

リングなど）や山（みかん狩り、いも掘り、田植え、稲刈りなど）を利用した

１年中楽しめる独自性のある観光ピーアールに頑張ってほしい。 

・高齢化が進む中、医療・介護スタッフの人員確保、若年層の定住、少子化の

歯止め、消費と税収アップ等を見据え、宇和島市が率先して正規職員の採用を

進めてほしい。人件費を減らすだけでは地域は守れない。 

235 宇和島 

・高齢者（弱者）が安心して生活できる「まちづくり」をしてほしい。 

・地域で発生するエネルギーを地域で活用できる「エネルギーの地産地消」を

目指したまちづくりをしてほしい。 

236 宇和島 

・老人を大切にし、若者が活躍できるまち、どこでもなかなかですが現在は全

体が未完成です。宇和島にしか出来ないもの個性、３０００人にアンケートを

とるのではなく、年齢別に多くの意見を募ってみてはどうでしょう。 

237 宇和島 

・商店街に空き店舗が多く活気がない。 

・観光地や若者が遊ぶ所がなく過疎化している。 

・宇和島の名産や名物をいかせるよう活性化し、物産店等工夫してはどうだろ

うか？ 

238 宇和島 
・音楽や絵画、スポーツ等芸術にもう少し力を入れてもらえれば魅力ある街に

なるのではないかと思います。 

239 宇和島 

・飲食店、ブティック、遊技場などが非常に少ない為、若者離れがどんどん進

んでいくと思います。町は高齢化が進み、支えている世代の負担が大きくなる

一方である為、早急に対策を考えてほしいと思います。 

240 宇和島 
・木屋旅館跡地をなぜ買ったのか疑問である。歴史的な建物、司馬遼太郎が利

用したから・・・どれもナンセンスである。 

241 宇和島 
・町中に若い人や親子連れが無料で遊べるところがあればいいと思います。や

はり若い人達を見かけることによって私達も元気をもらえるように思います。

242 宇和島 
・町の隅々まで下水道を完備して清潔な宇和島市であってほしい。 

243 宇和島 

・南予いやし博などで天赦園も観光地としている割には園内の手入れが行き届

いておらず、雑草も多く、他県の方と一緒に行った時にはずかしい思いをしま

した。もっと綺麗にして下さい。 
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244 宇和島 

・特に商店街に人が少ないのが気になる。各年代で満足できるお店がほしい。

依頼など選択肢がないので松山まで行ったり、ネットを利用してしまう。宇和

島でお金を使いたい気持ちはあるのですが・・・。 

・木屋旅館で食事が出来るようにしてほしいです。予約のみでもいいので。一

度カフェに行ってみたいと思っているが、メニューなどよく分からない。ホー

ムページを見てはみたけど・・・。予算もあるので難しいかもしれませんが、

モーニング・ランチ・ディナー・カフェメニューがあれば時々行くのにと思い

ます。きさいや広場に少しおしゃれなカフェスペースがあってもいい。 

245 宇和島 

・市街地を中心とした整備では公園や公衆トイレがわかりやすい案内板を設置

すること。また、高齢者や身障者に対する安心安全なまちづくりをすること。

それから保育園、小学校、中学校の統廃合が進む中、地元民がもちろんだが、

行政としても早く具体策を検討すべきである。社会教育・生涯学習の中心的な

役割を果たすべき公民館体制（職員も含む）の充実を図ること。後退している

現状を見て大変心配である。 

246 宇和島 

・まちづくりには関係ないのですが、学校給食をどうにかしてください。宇和

島の給食は津島、三間に比べて最低です。市長も食べてみてください。子供が

成長できません。 

247 宇和島 

・小中学生の健全化。まちづくりの根底は人づくりであるとすると、今日の宇

和島市の学校の荒廃にはあきれかえる。学校はもっと毅然とした態度で子供、

親に対して対応すべき。また地域社会ももっと関心をもって教育力を高めるべ

きである。 

248 宇和島 

・港湾整備を中心に集客できる施設を整え雇用を生み出す。プレジャーボート、

ヨットハーバー、観光魚市場を建設しレジャーの一大拠点とする。仕事がない

と何も始まらない。 

249 宇和島 

・商店街近辺の抜本的な改革が必要と思う。また雇用環境のひどさは目に余る

ものがある。市役所の職員が宇和島市でトップレベルの待遇を受けているのは

おかしい。宇和島市民が元気にならなければ、そもそも宇和島市の存続は難し

いのでは。最善を尽くして頂きたい。 

250 宇和島 

・ウォーキングを続けて１０年以上たちます。おかげ様で健康で病院にかかる

ことはありません。歩いて気づくとことに犬の糞の多さがあります。気分が暗

くなり、まちも道路も暗く見えます。宇和島は緑も海もすばらしくきれいです。

でも身近なまちは汚く暗い印象です。これはモラルの問題ではないでしょう

か。住民アンケートの主旨とは関係ないかもしれません。ごめんなさい。私の

一番気になっていることを書きました。 

251 宇和島 

・夏休みに特に思ったこと。図書館の休みが多い。暑い夏にどこへも行く所が

ない小中学生が唯一安心していられる場所なのに。児童館の整備もない中で長

い休みの間だけでも毎日開放したら商店施設で遊ぶ子も減ると思う。 
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252 宇和島 

・牛鬼まつりの見直しについて。小さなイベントがちょこちょこあり、だらだ

らと３日も続くように思われます。もっと内容のある１日～２日の祭りにした

ら良いと思います。 

・高齢者の保険証の手続きについて。手続きをしないと１割から３割負担にな

るという書類が届きますが、所得はちゃんと申告して市の方でも把握している

はずなのに何で無駄な手続きが必要なのか？ 

・無作為に３０００名を選んだアンケートですが、昨年も同じアンケートが届

きました。送付した人は把握していないのでしょうか？返送しても特に何か変

わったという感じはしませんが。これから住みやすく宇和島に住み続けたいと

いう街になればと思います。 

253 宇和島 
・商店街を何とかしてほしいです。きさいや広場があれだけたくさんの人が集

る場所になったのだから、商店街ももう一度元気になってほしいと思います。

254 宇和島 
・市内のバイパス道路は整備されたが、それ以外の国道、市道の整備に問題が

あり危険な箇所が多い。 

255 宇和島 

・宇和島市というせっかくの自然（山や海）の恵みを活かし、まちが活性化で

きるような取り組みとして、①若者が定住できる職場や環境づくり②市外、県

外へのアピール③誰もが安心して暮らせるまちづくりなど、ぜひ企画を推進し

て下さい。 

256 宇和島 

・高齢者の省力化のための農地の整備に積極的に補助をしていただきたい。６

月で終了は早すぎる。・商店街の空き店舗を活用する。・きさいや広場をもっ

と有効利用する。海側にオープンカフェ、おしゃれなカフェ等がほしい。水族

館が釣堀を作る。市内に子供を遊ばせる場所がない。・野球場が整備され試合

数が増えてよかった。丸山のテニスコートもキャンセルを受け入れてほしい。

有効に活用できるように柔軟な対応をお願いしたい。 

257 宇和島 

・今はいやし博でイベントなど人が集ってくるが、その後の観光地としての流

れはどうなるのか？今回だけ頑張ってイベントも盛りだくさんだが、来年は何

もないのではつまらない。高知のように龍馬博のあと次々に龍馬の休日とか、

いろいろ続けていかないと人は集らないと思う。高速が出来て、子供達若者は

大洲、松山に買い物に行きやすくなった。逆の流れが来るようになってほしい。

住みやすい宇和島に！ 

258 宇和島 

・若い人が職を求めて宇和島を離れることのない様に農林水産商業観光などに

力を入れてほしいと思います。皆が楽しめる場所や観光で遊びに来る施設の様

な物があれば。 

259 宇和島 
・エミフル松前が出来てから松前は人がいついってもいっぱい。若い人が来た

くなり住みたくなる様なまちにしてほしい。 

260 宇和島 
・企業を誘致して市内に若者の働き場所を作ってほしい。市長に是非お願いし

たい。 
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261 宇和島 

・市郊外の道路整備悪路（デコボコ、ツギハギ） 

・史跡名所の整備状況悪い 

・赤松遊園地の磯に通じる橋は数年前から落下したまま放置。不衛生な６０年

前設置のトイレ。タイムスリップしたままの遊園地。まったく笑えません。 

262 宇和島 

・宇和島の取り組み知らない事ばかりで申し訳ありません。関係者でないと知

らない人結構多いのではと思ったり。「南予いやし博」真珠挿核で忙しいので、

家では盛り上がりません。早い時点でプログラを知りたかったです。 

263 宇和島 
・商店街に人が集る企画がほしい。 

264 宇和島 
・カルチャースクールも少ない宇和島。生涯学習を増やして欲しい。楽しみな

がら他人との交流（その時だけではありますが・・・） 

265 宇和島 

・先日南楽園に行きました。並木百選になっている通りを行った時、きれいな

並木なのに、下が雑草でいっぱいで台無しになっており本当に残念でした。い

やし博の中で観光に来た人達にいやな感じを抱かせることになるのではと心

配です。整備は出来ないのでしょうか。 

266 宇和島 

・大切な施設を建設するときには、時間をかけ多くの市民の意見を聞くことが

大事である。宇和島市は取り返しの出来ない建設物が２つもある。時の市長、

市議は何とするのか。 

267 宇和島 

・とにかく若者が働ける所がなく、どんどん宇和島から離れてしまっているの

が心配。独身の方々も多く何十年後がどうなっているのか？中学生の不良が目

に余る。子供らが怖がっているので、しっかりとした指導をお願いしたい。少

子化で何をするにも親の負担が増えている。教育費でも旧市内と市外では差が

ある。例えば南中を選べば旧市外ではバス代の負担は大きく、不平等だと思う。

同じ市民なのに行かせたくても行かせられなくなる。 

268 宇和島 

・若者に対する就労場が少なく若者に対するレジャーが少なすぎる。若者が暮

らしにくい地域となっているため高齢化が著しい。農林業、水産業の向上に力

を入れないと宇和島には魅力を感じなくなる。 

269 宇和島 

・宇和島の良いところを多く見つけ出し、市民だけでなくケーブルテレビ、ネ

ットで文化・芸術・イベント行事を紹介する。少人数の団体等に「もーにバス」

を利用していただき、宇和島の名所旧跡を紹介する。 

270 宇和島 
・商店街が活気がない。どうにかしてほしい。・宇和島は企業が少ない（働く

場所がない）だから若者がまちから出て行くのでは。 

271 宇和島 ・住人がいなくて倒壊の恐れがある家屋の調査。 

272 宇和島 

・高齢者の介護施設の充実、介護サービスの向上。 

・労働賃金の引き上げ（全国平均） 

・市営住宅の改善 

273 宇和島 
・宇和島はとっても住み良くまちづくりも親切なことで、安心して生活ができ

ます。大きなスーパーも出来便利です。 



72 
 

274 宇和島 

・質問内容とは関係ないけど、いま話題の生活保護受給者の生活状況や態度が

気になります。アンケートだけじゃなく実際に市民に聞き取ったりするなどし

てそういった声を大事にすればいいんじゃないでしょうか？まあ宇和島市の

為にがんばってくださいや。 

275 宇和島 

・景観や美味しいものも沢山あるのに、あまりそれが活かされていないと思い

ます。観光名所の標識が小さくて市外から観光まで来ていただいても目立たな

い。いやし博なのに、商店街も閑散としていて市内でも住む者としても活気が

なく、店も愛想がないし、閉店時間も早いと市外の人によく言われる。 

・もっと文化面（舞台・ミュージック）に興味があるので力を入れてほしいで

す。 

276 宇和島 
・雇用の充実、大学の設立、企業の誘致など人が集まる残れる宇和島市にして

いただきたいです。 

277 宇和島 

・宇和島を活性化させるには、宇和島産の物を作り出し発信しないといけない

と思います。スーパー等他所から進出してくる競争に勝てる宇和島にしてほし

いです。きさいや広場もよく利用しますが工夫されていると思います。出店、

出品はもっと入れ替わりがあっても楽しいんではないでしょうか？少し値段

が高いと思いますが。どうでしょう。 

278 宇和島 

・昔に比べて今の商店街のさびしさはどうした事でしょう。大手スーパーの進

出のせいでしょうか。低所得者でも気軽に立ち寄れるそんな店があったらいい

なと思います。若い経営者達のアイデアを活かした活力ある街づくりを夢見て

います。 

279 宇和島 ・自身が御迷惑をかけない様心がけています。よろしくお願い致します。 

280 宇和島 
・宇和島の商店街に買い物に行っても、フジに車を置かねばならず不便で、つ

いつい行かなくなります。車社会ですので！ 

281 宇和島 
・人口の流失を防ぐまちづくりが必要だ。そのためにも行政がしっかり対処し

なくては、宇和島には未来はないと思う。 

282 宇和島 

・まちづくりも大切かも知れませんが、地場産業がないだけに就職難、商店街

はガラガラ。私が２８年前に来た時は、もっとにぎやかで住みやすいまちだっ

たと思います。時代の流れもあるかも知れませんが、もっと活気ある宇和島市

にとみんなで努力していきたいですね。 

283 宇和島 
・海があり魚がおいしいから遊覧船などされ、観光客を呼ばれては？ 

284 宇和島 

・宇和島市はまだまだ良くなる可能性大だと思います。日頃参加していない市

民（一般の主婦・退職者等）で新グループの感じでまちづくり検討にも良いの

では？費用の負担は小さくしても何かできると思う。 
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285 宇和島 

・宇和島城天守閣は清掃も行き届ききれいに管理されている。観光客に見学し

てもらうには、長門丸跡まで車で登れる方法を検討してはどうだろうか。幼児

や高齢者には登りづらい。 

・遺跡に雑草や雑木が生い茂っている。先人の残した文化遺産を後世に伝える

ためにも石柱などで場所の表示をしておくと良い。（馬根遺跡、土居中遺跡、

無月遺跡、池の岡遺跡） 

286 宇和島 

・商店街を有効活用するべきだと思う。駐車場を増やして（２時間ぐらいは無

料で）生活に関する事がアーケードの中にそろえば、老人や子供も安全に安心

して集まれると思う。せっかく立派なアーケード街です。今のままではもった

いないです。全てにおいて車がないと不便な街です。市役所さえも行きづらい。

せっかく天候に左右されないアーケードがあるのに活かさないのはもったい

ない。個人病院でも内科、歯科、眼科と近くに集まっていれば利用しやすい。

商店街で全ての買い物ができればお年寄りは助かると思います。（生活関連）

ついでに公園も作れば子供達も集まると思います。ボール遊びする場所さえど

こにも無いのが現状です。そうすると公的交通手段もまとまります。きさいや

広場より市街地です。地元の人間が住みやすいのが一番です。 

287 宇和島 

・もーにバスが走っていますが、ほとんど客がいないように思います。別な所

にそのために使っている費用を使ったら良いと思います。 

・伊達博物館の所に新しく買った駐車場（ガソリンスタンド跡地）も、いつ見

ても車が止まっていません。必要ないんではないですか。 

・木屋旅館も１日１組で採算があうのですか。 

288 宇和島 

・市町村の合併で人口が９万人台になっていましたのに、今では１万人近く減

っております。人口が流失しない魅力あるまちになってほしいと思います。 

・観光用が本来の目的と思いますが、自転車タクシーがお年寄りのタクシー代

わりに使われるのはいかがなものかと・・・。 

289 宇和島 

・市役所に税務（所得証明）を取りに行って待っていたところ、職員の方がい

ねむりしていたり、ボーッとしていたり、たわいもない会話をしていたりと、

勤務中であるという意識のなさや、不明な点を聞いたときでも対応の悪さ、い

つも庁舎の中には手持ち無沙汰の方がいるように思えるが、職員を減らして必

要な期間だけ臨時を入れるなど人件費削減は絶対に必要だと以前より強く思

う。（一般企業は常に危機感をもって経費削減に取り組んでいます。）また、

先日市立病院も娘が入院したところ、看護師の態度が悪い。横柄な態度や言葉

で患者を思いやる看護師としての基本、また人としての人を思いやる気持ちに

も欠けている。病院の建物は新しくなっても人材の意識は全く変わってなく私

の周りでも市立病院の看護師の不満は多く聞く。病気になっても安心して信用

して受けられる病院でないのが残念。松山の病院の看護師（大きな病院）は皆

対応もよく気持ち良い。今は総合病院に行く時は、松山の病院を利用している

し、これからも利用したい。一般企業同様、市職員の方々も公務員という立場

に甘えるのではなく仕事への意識改革や危機感を失わないよう無駄な人件費

を使うくらいなら人材育成を徹底して教育して頂きたい。市職員は言いかえれ

ば宇和島の顔です。そんな宇和島市の顔の人間性や考え方、仕事への意識が低
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くて残念でなりません。はずかしい事だと思いませんか？もっともっと市民の

生の声を聞く環境を作る事が先ではないでしょうか。 

290 宇和島 
・市民・観光客の心が癒されるような自然環境を大切にするまちづくりをして

ほしい。 

291 宇和島 

・宇和島市には宇和島城（鶴島城）という昔から現存されている城がある。城

山の整備（ロープウェイ、茶店やおみやげ店、トイレ増設、車で行ける登山道

及び遊園地等）城山観光に力を入れてはどうか。 

292 宇和島 
・市内中心部から離れた、きさいや広場ばかりが賑わっていて、市内中心部の

商店街は泣いている。活性化するにはそこが先と思われる。 

293 宇和島 

・交通の便が悪い上に料金が高い。車がないと何も出来ない。・求人が少ない。

最低賃金が安過ぎる。・税金が高いわりには色々な助成金制度が無い。・物価

が高い。競合店が無いから驚くほど高い。・家賃が高い。ボロボロの空き家が

沢山あるのに、景観的にも汚らしい。・医療体制が整っていないうえ遅れてい

る。・障害者に対するサービスが悪過ぎる。・動物愛護が遅れ過ぎ。町内会報

みたいなものに保健所の引取りの文章を記載するのは如何なものか。助成金制

度、地域猫制度を導入すれば、野良も減ると思う。地域の人も無知な人が多い

から、市が先頭に立ってアピールしないと不幸な動物は減らない。・犬の散歩

をしている人のマナーが悪い。ノーリードで糞の片付けもしない。指導して欲

しい。 

294 宇和島 
・若者が定住できて活気ある街づくり。 

295 宇和島 
・宇和島の文化的遺産を保存しつつ観光資源として大いに活用してほしいと思

います。もったいないと思います。 

296 宇和島 

・坂下津にある飼料会社の工場の魚粉の臭いが町中にただよっている時があり

ます。誰も苦情を言わないのかと思っていたら、何度も市役所には電話してい

るという方もおられ何の取り組みもないのかと不思議に思っています。市外か

らの来訪者にも指摘されたときはショックでした。旧くて綺麗なまちで好きだ

ったけど、お城山にも臭ってきて市内で済ませるはずの食事を市外まで出掛け

る事になったのだそうです。すぐ近くの市役所では臭いに気がつかないのでし

ょうか？ 

297 宇和島 

・アンケートについて意見を言わせて頂きます。私は定年後、宇和島に来てま

だ十年少しで本当の意味ではまだ良く理解をしておりません。今回の基本構想

の中で「市民と行政との協働」がこれからの宇和島市を変えていくのに重要だ

と思います。それで提案したいのは若い職員に仕事を与えるのではなく、自ら

がこれからの自分のテーマを探して貰うことです。その為にこれから半年から

一年間に期間を決めて市内に出して出来るだけ多くの会社や市民と接するこ

とで、今本当に必要なことは何なのか、その為にはどうしなければならないの

か考えさせる事だと思います。手前ごとになりますが私も企業ではその様にし

て育てられました。以上ご参考までに。 
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298 宇和島 ・商店街の中がシャッターが下りている店が多くさびしい。 

299 宇和島 

・市民税も安くなるように宇和島をもっと活性化するべきである。 

・消費税の次はＴＰＰとわかっているので、今の政治の流れを正直に教える勉

強会等をもうけるべきである。 

300 宇和島 
・道路標識や施設への案内看板など、まったく知らない人が見るとまちがうも

のが多々あると思います。 

301 宇和島 
・活気ある産業が展開する宇和島を作るには、土地を活かしエミフル（アウト

レット施設）のような大きな施設を増やし、雇用の充実を目指しては？ 

302 宇和島 

・福祉にたずさわっていますが３０年～４０年前に比べるとずいぶん良くなり

ました。今、地域では共存しながら生活していく世の中に変わりつつあり施設

生活はなくなりかけていますが、まだまだ地域の理解は少なく、言葉だけの世

の中が現実です。昔の方が人情、情には負けないと思います。どうか地域で共

存して生きていくためにも個人個人の理解を深めるためにも、お手本となるよ

う市の職員さん、よろしくお願いします。 

303 宇和島 

・商店街の空き店舗を色々使って市民サービス向上を図っていますが、一番は

空き店舗を無くして店舗にて商売をやってくれる人を探す事が良いと思いま

す。そうして空き店舗０にして下さい。あまりにも商店街が淋しいです。昔の

ような活気ある商店街にしてほしい。 

304 宇和島 

・商店街の空店舗が特に目立つ。もう一度活気あるまちづくりをするには空店

舗の再利用を考えてもらいたい。たとえば利用者には向こう２年間程は家賃の

補助する等何らかの処置をし、まちの活性化を図ってほしい。 

305 宇和島 

・イベントへの地域住民の参画。認知がうすい努力必要。 

・市街地の自転車道の整備 

・海岸線を利用したサイクリングロードの整備（岩松～下波～蒋淵、嵐～魚神

山等） 

・大超寺～大杉台～薬師谷のハイキングコースの整備。 

・三間インター近辺に遊園地公園整備。 

306 宇和島 

・勤めているいる人にとって市役所に行けるのはお昼休みが主なので、休憩で

担当者がいなくなると手続きが出来ません。休憩時間をずらすなどして対応し

ていただけると利用しやすくなります。 

307 宇和島 
・まちづくりと一言では語れないし私には難しくて日頃から思ったことがあま

りないと思う。でも住みやすい宇和島を願っています。 

308 宇和島 

・いやし博とかやってお客さんを呼んでいるのに、きさいや広場前の道路など

の白線なども消えてわかりにくいので、もう少し道路の整備をしてほしいと思

う。 

・今の宇和島には仕事がなく若い人が住みにくいので、もう少し働けて住みや

すいまちになると若い人達も多くなると思います。 

・休みの日など子供を連れて遊びに行く場所がないので、遊べる所が欲しい。
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309 宇和島 

・三間線の歩道をほぼ毎日ゴミを拾いながら歩いているおじさんがいらっしゃ

るのですが、とても頭が下がります。私も日頃から道にゴミが落ちていたらひ

ろってゴミ箱へ入れるようにはしていますが、毎日はできません。歩道をキレ

イにして下さるのおじさんに感謝です。 

310 宇和島 

・商店街の活性化がほしい。車を通せないのであれば公園にしてほしい。自然

は無理なので、人工川を作り子供が中に入って遊べる様な夢のある公園がほし

い。 

311 宇和島 

・以前は三ヶ所ほどあった映画館もなくなり、今は三間町で鑑賞しております。

最新作品を見ようと思うと大洲まで行かなければなりません。市内にあればと

思います。 

312 宇和島 

・交流人口を増やすこと。 

・商店街に人が集まる事業やイベントを行うこと。 

・マグロやうなぎなどの養殖を本格的に行うこと。 

313 宇和島 

・宇和島城を中心とする観光・公園・防災・福祉まちづくり１０～２０年計画

①大津波時の避難場所に最適②墓地（約１万）公園（墓とわからない新しいも

の）世界の観光地には墓が多い。一番は安い費用で利用出来る。いずれ宇和島

に帰るように③ランニングコース、散歩コース、健康ランドに④駐車場は無料

に。安心して人が集まるようにコイン駐車場を今ある建物の代替地に。 

人口減少時代、大改革を・・・。何もしないで金を積立するのも改革の一つ。

314 宇和島 

・宇和島市はミカン類、魚養殖、真珠など全国トップクラスのシェアを誇りな

がら、活気ある産業に結びついていないのが残念だ。付加価値をつけて販売で

きないものか。そこに若者の雇用を見い出せないか。宇和島と言えば海岸線の

美。憩いの場として、海と触れ合う場の整備ができないものか。 

・市街地の疲弊が進行しているように思える。新しい時代に対応し、防災を兼

ね備えた再構築が望まれる。今後は高齢者が買物弱者となってくる。市街地に

高齢者住宅の建設等、高齢者を取り込む施策も検討の余地がある。 

315 宇和島 

・市民が求めている事、計画した事を応援して欲しい。いやし博など湧いて出

てきた感じで、盛り上がり感が分からない。 

・アンケートについて、自分に関わりのない質問は分からず③（どちらともい

えない）になってしまい、答えにくい。無作為抽出なのに通し番号あり、おか

しい。本心書けません。 

316 宇和島 ・恵美須町商店街等みんなが楽しめる明るいまちにして頂きたいと思います。

317 宇和島 

・益々生活も苦しくなってきますが、明るいまちづくりに行政の方でも大変で

すが、私は戦争で物もなく耐えることが美徳のように生きて来ましたので、勤

めを終わり魚食普及２０年、食改で２０年、ボランティアしながら時には角度

を変えての勉強させて頂きました。素晴らしい出会いに心の宝物がたくさん出

来ました。このまちへ来て本当に感謝の生活です。石鹸を広める活動は３０年、

健康と環境を守る石鹸使用の輪が広がることを願います。まちづくりには人づ

くりも大切だと思っております。高齢になりましても勉強する場がありますと

参加し感謝しています。 
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318 宇和島 ・下水のふたをお願いします。 

319 宇和島 

・細かく情報を出そう。小生が５番に○をしている設問は、目に見えていない

事が多い。情報が市民に伝わっていない。末端まで。 

・仲間内だけでやっている事が多い。色々な役員等の人選など。 

・観光への力をもっと入れよう。一般市民、一般市民でもっとノウハウを持っ

ている者がいる。その人材で探せ。 

320 宇和島 
・ボランティア等で活動している団体等を支援し、人々がふれ合う文化的な場

所を作ってほしい。 

321 宇和島 

・数ヶ月前にＮＨＫのＴＶで漢方薬の原料である生薬が８０％を中国から輸入

していると知りました。四国内でも漢方薬の生薬を栽培している県もあるそう

です。宇和島市でも気候。土地等条件に合わないかもしれませんが、検討して

みてはいかがでしょうか。 

322 宇和島 
・天赦園のグラウンドとテニスコートが無くなったのがすごく淋しい。特にテ

ニスコートが少ないので気軽にできなくなった。 

323 宇和島 

・子どもたちを大切にする宇和島市でなければ、子どもたちは将来なつかしさ

も愛情も感じないのでは。将来をになうのは、少子化といえども今いる子ども

たち。子どもたちが宇和島を愛するように子ども視点の市政を！ 

324 宇和島 ・田舎の良さを失うのなら都会に住む方が良さそうである。 

325 宇和島 

・最近、頻繁に宇和島をＰＲしているが、一部企業だけがおいしい思いをする

企画のように思う。市長さん、もっと住民の声を聞く為自分の足で歩いて下さ

い。真っ黒い公用車ではなく！ 

326 宇和島 

・商店街がさびれてきているが、商店主の努力が足りないと思う。腰の低さを

感じないし早い時間に店は閉めるし。市長と仲良しさんだけが潤っている感強

し。市職員を減らし短時間で仕事を済ませる努力をするべし。早く終わらせた

ら臨時職員をやとってくれないので、時間をかけて仕事をするという情報あ

り。許せない。 

327 宇和島 
・まちおこしを全体的に活性化して産業を増やすべき。絶対にこれだけはやっ

て下さい。 

328 宇和島 

・広がる土地が少ない。レジャー、観光が少ない。何やっても中途半端。丸山

のような山を利用していかないと、高速も出来て皆松山方面に買物、レジャー、

食事等も行くようになる。 

329 宇和島 

・都市計画法、建築基準法と宇和島のまちづくり構想にハンディキャップあり。

行政が市街地に余りにも都市計画道路を作り過ぎ。規制ばかり念頭に置いた事

を場当たり的にやっている状況なり。市街地における都市計画道路を見直す必

要性がある。役所は既得案件に関しては、現実または将来を見つめ規制緩和策

が必要であると考える。 
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330 宇和島 

・孤立・孤独死対策ついて、行政の介入を望む。介入には限界があるが、民生

委員と地域住民との情報共有を。地域住民同士のつながりが少ない現在、電

気・ガス会社、水道局等の情報交換も取り入れては。（プライバシー配慮と守

秘義務の徹底が必要） 

・自殺防止対策の充実を。病院（精神科）と行政の情報交換と共有を。ＮＰＯ

団体との連携も必要。 

331 宇和島 

・宇和島市が「明るく元気なまち」になる為には、観光客の多さで決まってく

ると思います。しかし宇和島の宣伝がなかなか県外に浸透していないように感

じます。もっともっとアピールしていくべきだと思います。また文化財に関し

ても直接宇和島市民とは強いつながりはないように感じる方が多いと思いま

すが、歴史・文化財というものは、観光客を呼ぶ為の大事な材料になります。

なので、こういった分野にももっと力を入れていってほしいと思います。きっ

とお客様満足度もＵＰするでしょう！今現在の新しい事だらけの紹介も新鮮

味があっていいとは思いますが、宇和島の歴史を伝えるということは、地味で

はありますが「宇和島」という土地の存在感を強くさせるのだと考えていま

す！ 

332 宇和島 
・宇和島のまちの魅力を上手にＰＲして頂きたい。保守的な考え方を捨てて、

どんどん新しい意見を取り入れられて活性化に勤めて頂きたい。 

333 宇和島 

・宇和島市は公園は多いが駐車場がない。周辺地域から人が集まるようにする

には駐車場の整備が必要ではないだろうか？特に丸山公園は幼い子供を連れ

て遊びに行くにはかなり無謀な作りである。同じく商店街も車を置く場に困

る。 

・市民運動会はそろそろ時代錯誤のイベントになっていないだろうか？健康・

体力増進のためなら、検診や介護予防の為に予算を使うべき。 

334 吉田 
・地域間格差が生じないように 

・高齢者社会に対応できる様な街づくり推進 

335 吉田 

・街づくりの意見ではありませんが、私はスポーツもしておりませんし障害者

福祉サービスにも関わっておりません。子育ても 20 年前に終わり、アンケー

トはほとんど③どちらともいえないになりこのアンデートにはあまりお役に

立たなかったと思います。申し訳ありません。 

336 吉田 

・せっかくの宇和島市の総合計画の街づくりの進めに参加させていただきまし

たのにあまり市全体を見たり聞いたりする機会がありませんので、適切な回答

が出来ないことをお許し下さい。 

337 吉田 

・市の住民参加の内容についてどの様に案内等を知るすべを詳しく広報活動で

教えてほしい。 

・市の活動についてスポーツ、文化、芸術、学習、参加方法についてどの地域、

場所等ゴミ、リサイクル表と同じ住民参加表を配布してほしい。 

338 吉田 
・若者の雇用場所の確保 



79 
 

339 吉田 

・伊方原発反対です（再稼働をさせないように！！） 

 宇和島市は同くじで電力確保に取り組みましょう（風力発電・・鬼ヶ城山ろ

くに風車を！！） 

・いくら宇和島市が今後の計画を立てても原発３０Ｋ～５０Ｋ圏内なので伊方

を止めなければ全ては終わり・・・不安の上の安心等あり得ない！！ 

340 吉田 
・学校の給食費が無料になるということだったのですが・・・。早く実現して

欲しいです。 

341 吉田 
・企業誘致を積極的に行って、街の活性化を行えば思い切った街づくりが出来

るのではないでしょうか。 

342 吉田 ・お金の使い方がバカ。 

343 吉田 

・南予のいやし博” 地元の人間さえいったい何をしているのか知らない人が

多い。もう少し地元の人々に意見やアイデアを出してもらい参加してもらうべ

きではないか 

・吉田病院・・・建物だけ立派であれではなにの役にも立っていない。 

344 吉田 
・宇和島市の保育園を増やしてほしい。 

345 吉田 

・②はどちらかといえば①に近いのですが、詳しく知らないので②を選びまし

た。（広報をもっと精細に読んでおくべきでした。反省）・町内一斉の大掃除

においても川の草や泥が取れなくなり、川が荒れ、大雨、大水の時の災害を心

配します。時折の手入れが必要に思います。 

346 吉田 

・もっと商店街を活気あふれるところにしてほしい。特に「きさいやロード」

と、そこに至るまでの駅前の商店街はあまりに閑散としすぎていると思う。宇

和島の玄関ともいえるその付近は重点的に改善してもらいたい。（熊本からこ

こに嫁いだ私にはあまりにもショックな光景で第一印象が悪かった） 

・例えばテナント料を安くしたり助成金等で若者が気軽にショップを持てる商

店街にするとか・・・（服飾や飲料等） 

・住んでいる吉田町はイベント等行われてはいるものの町内だけのイベントで

終わることが多いのが残念。 

・町内、市外の人を呼び込むためにはまず、車を駐車できるスペースを作る事

が先決だと思う。活気あるものとするために、ご当地ものを生み出すことも大

事だけど、そういう（駐車場等）も念頭においてもらいたい。 

347 吉田 

・今の時代、健康志向なので、大きなマラソン大会（距離が長い）や、ウォー

キング大会などを開いたら県内外から参加者が集まり街が活性化すると思う。

先日、愛南町でトライアスロン大会が開かれたが、素晴らしいと思った。 

348 吉田 ・平和な宇和島市でありますように。 
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349 吉田 

・旧宇和島市の地区はとても近所付き合いがありいいと思う。その反面その地

区独自のルールがあり、引っ越してきた人たちにはわからず逆に住みずらくな

っている。ルールも知らず（まわりの人にきつく言われるので）家族の者も困

っていた。 

・子どももお年寄りもみんなが気持よく住めるように私も努力して、自治会な

どでもお酒を使わず、ちゃんとした話し合いができるような町になればもっと

よくなると思った。 

350 吉田 

・吉田公園のローラー滑り台を早く整備してほしい。 

・吉田町鶴間の団地裏の山の前にため池があるんですが、そこには棚もネット

も「危険」という看板もなく、子どもがおぼれたら危ないのでどうにかしてほ

しい。子どもがたまに通るところなので。 

・そのため池の前に車２台止めるくらいのスペースがあり、２０分だけ止めて

いたら農業をしている方にかなり怒られました。農業の人だけのルールでため

池の水は農家の人が使うためだけでその前のスペースは止めたらだめだそう

なので看板を立ててほしい。そのルールは知らなかったので。ただすごく怒ら

れよく分からなかったので誰でもわかる様な住みやすい町にしてほしい。 

351 吉田 
・人口９万人の経営財政（いざ費用が必要となっても算出できる緊縮財政）の

まちづくり。 

352 吉田 

・私の近所は道路を隔てて海です。何か起きても海水がすぐに家の所まで来ま

す。台風のひどい時には、寝ることも出来ず何時も頭がいたむ思いがします。

・海水が道路に来ないように海岸の設備をしてほしいです。 

・※意見にそわない文面もありますけど、いつか気にとめていただけたら幸い

と思い書きました。悪しからず。お願いします。 

353 吉田 
・宇和島市の中学生やほか、色々な犯罪が増加していると聞いています。 

・学校、地域、これ以上増加しない環境を作ってほしいです。 

354 吉田 
・これからの吉田町はどうなるのであろうかと心配したいます。 

・老齢化し、後継者が少ない現在どのような計画が立てられているのかと・・・

355 吉田 
・教員住宅の空室が多く目にします。これすべて国民の税です。このまま放置

していくのか。一般国民の方へ貸し与えるか、市政からも働きをしてほしい。

356 吉田 ・吉田町の人は吉田町でお金を使ってほしいです。 

357 吉田 

・県道、市道で道路脇の木などが視界の妨げになり、車や自転車の運転が危な

いと思う時がある。（特に通学路）・高齢者に対する福祉支援や施設がもっと

充実していたらいいなぁと思う。・インターネットを使える世代は、自分で情

報収集が出来るけど、そうでない人は、知らなくて不便なままになってる事が

多いと思うので、どんな人にもわかりやすくいろんな情報が伝わる状況が望ま

しい。・市街地の道路や交通の整備をきちんとしてほしい。 

358 吉田 

・高速道路が出来た事で、吉田町の町中を走る車も少なくなりました。何か吉

田町にしか無いぞと言う珍しい品を作ってみたらいいのではないかと思いま

す。 
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359 吉田 

・こういうアンケートではなく、議員さん、職員等のきめ細かい、人対人で調

査して欲しい。アンケートはしょせんアンケート。やめた方がいい、経費の無

駄。 

360 吉田 ・吉田地区路線整備が必要です。 

361 吉田 
・高齢者を大事にする行政を…。 

・高速道開通後の過疎対策を…。 

362 吉田 

・放射能瓦礫を受け入れてはいけない。 

・放射能を含む食材を流通させてはいけない。 

・給食では地元食材を使用すべきである。 

・関東、東北地方への進学、就職を薦めてはいけない。 

363 吉田 
・美しいまちづくりには、老人力を大いに活用すれば良いと思う。それぞれの

地域で活躍してもらえれば、まちは日本一美しいまちになるに違いない。 

364 吉田 
・旧市内だけではなく、津島、三間、吉田も含めたまちづくりをして欲しい。

・自然環境に配慮し、長期的な計画のもと、推進して欲しい。 

365 吉田 
・このアンケートが少しでも行政に活かされる事を願います。 

366 吉田 
・道路の水溜りの改善を長年にわたりお願いをしているのに、未だに現状のま

まです。速やかに改善して頂きたいものです。 

367 吉田 
・カンバレ。 

368 吉田 

・高齢者が多くなるにつれ、病院は特に大切な場所である。（近くの）吉田病

院を充実し、宇和島まで行かなくてもすむ様にして欲しい。吉田全体を老人が

住みやすい町とし、定年退職者を招くなど吉田町に住みたいという老人を増や

し、いっその事、住んで楽しい老人のユートピアにしてはどうかと思う。 

369 吉田 

・町作りうんぬんより、市の財政上職員の人件費を考えなければ給与のダウン

を…。単価を下げるのが嫌ならば今の倍以上の仕事をして、人数を少なくする

事。一般市民の給与から考えようではないか？ 

370 吉田 

・高速道路（西予宇和～宇和島）開通後、吉田地区の衰退が進んでいるように

感じます。旧宇和島地区だけではなく、吉田地区にも目を向けていただき、活

性化に向けて具体的に対策を打って欲しいです。 

371 吉田 

・宇和島道路が出来、吉田町は商業全般大変です。宇和島や三間の道の駅へ出

品したくても、既存の同類の店があると出展させてもらえない。お客様にも選

択出来て、商品の品質も良くなるのではないかと思う。（宇和島市全体のイメ

ージより、個人の利益を優先しているように思う。） 

372 吉田 

・合併後は宇和島市地区に行政サービス全般が集積され新市化の観点から郊外

の地区が衰退している現状を見るにつれ、行政の施策と地域の将来が矛盾して

くるように思われて仕方が無い。 

373 吉田 
・観光施設等が一つにまとまると良いと思う。 
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374 吉田 

・障害児をもった親の意見なのですが、毎年の自動車税の免税の用紙で週４回

以上の通院の証明の規定をやめて、手帳（障害手帳・療育手帳など）を持って

いる人は免税してほしいです。障害のかるい子供が学校通いとか、仕事の送り

迎えで通って、重心の子供が免税してもらえないのは少しおかしいと思ってま

す。 

375 吉田 

・何か要望があり市役所に言っても「予算がない」と断られたことが多いと思

います。 

・若い人の働く場所が少なく思えます。地元に残りたいと思っていてもしかた

なく市外に行くことになり人口の減少が加速していくと思います。高齢者サー

ビスももちろん大切ですが若者が宇和島に残れるような政策（結婚、出産、子

育て支援）に力を入れてもらいたいです。 

376 吉田 
・後継者が代々働ける地元産業の活性化が必要だと思う。 

377 吉田 
・宇和島道が出来てから吉田町（国道）を通る事が少なくなり大変淋しく思っ

ています。 

378 吉田 

・宇和島は全国に誇れる自然があり食べ物も美味しいのにピーアールが足りな

いように思う。いろんなメディアを使ってどんどんこの良い所を皆に知っても

らったらいいと思います。街中のアーケード街のさびれた様子が観光客を集め

るうえで不利になると思います。市が援助するとかして家賃を安くし、閉まっ

ているお店を少なくしてほしい。 

379 吉田 

・自分の子供が保育園児の頃はとても大変で、勤務時間までみてくれる人を探

しましたが、今はずいぶん延長保育や放課後児童クラブが充実したと思いま

す。 

380 吉田 

・商店街は閉店している店が多過ぎる。空き店舗を利用できるようにしたらい

いのでは 

・格安ホテル等に改造して、いやし博に来た人が宿泊できるように 

381 吉田 
・農林漁業嫁不足を解消して若い人が住み良い街を目指して下さい。 

382 吉田 

・観光地が余りに少ない。 

・高齢者が気軽に集える場所がほしい。 

・手軽に行ける場所に温泉がほしい。 

383 吉田 
・少子高齢化時代に安心して住める町になる様に願っています。若い人達に迷

惑をかけないように自立した老人になる努力をしたいと考えています。 

384 吉田 

・商業の人の努力が足りない。私は農家ですが宇和島市の場合まわりが農林水

産業が多い地域なので後継者のできる町にしてほしい。コツコツと努力してい

る後継者を利用している宇和島市行政はおかしい。もっと後継者を大切に育て

てほしいと思います。 

・地域にはいろいろな後継者がおりますがどの後継者も市政、地域の行政に利

用されすぎと思います。もっとどの後継者も大事にしてほしい。 

385 吉田 
・松山やエミフルなどに行かなくても地元で満足のいく買い物が出来るような

商業施設があるといいと思います。 
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386 吉田 

・私の住んでいる所は雨の多い季節には大量の水で通行出来なくなります。年

間に１度から２度程度有ります。どうにもならないのでしょうか？ 

・吉田町より福祉センターに行くには交通網が有りません。大変年寄りには不

便です。自家用車の無い方は特に。 

・看護師さんの対応・・・介護の在り方など・・・。 

387 吉田 ・宇和島（南予）は田舎だと思うので、田舎は田舎の個性が有ればいい。 

388 吉田 
・車を運転できなくなったら買い物ができる商店が遠い。 

389 吉田 ・道の駅のマンネリズム。インターチェンジ風にしてみるのはどうでしょう。

390 吉田 

・私は吉田町在住ですが、下水道はなく合併浄化槽で汚水処理していますが、

浄化槽清掃できる業者が１社しかありません。三間町や宇和島市には何社もあ

り色々選択できるようです。吉田町にもせめて何社かあれば選べますのに不公

平だと思います。どうか独占状態の解消を御再考頂きますようお願い致しま

す。 

391 吉田 

・年に何度か市役所に書類を出しに行かないといけないが、午前９時～午後４

時までとか仕事が終わっていくと全く間に合わないので、５時半ごろまでにし

てもらうとか日曜日にどこか１ヶ所の本庁なり支所なりを開けてもらい、提出

しやすくしてほしいです。 

・低所得者なのに、高い家賃を払って狭いマンションに家族４人（母子）が住

んでいます。毎月、かなりしんどいです。公営住宅を増やすか、母子など優先

に入居させてもらうなど、安心して暮らせるまちにしてほしいです。 

392 吉田 ・宇和島を豊かにするため買い物は宇和島で、と心がけましょう！ 

393 吉田 

・言葉は言葉の疎通があってこそ相手に通じて分かる事で「ない」事を次々と

告げ口をして地域全体に広がっている様ですが、聞いたらその場でやめてくだ

さい。わざとの様に思われます。本人はどこも出られなくなります。大変な事

になります。人権尊重のまちではありません。今では私も強くなり反対にとる

様になりました。三人の孫達の若いパワーをもらってすがすがしく暮らしてい

ます。互いに声をかけあって明るいまちづくり人権尊重であるまちづくりに努

めたい。 

394 吉田 
・農地の有効利用を進めてほしい。山に緑が多くなった。耕作年齢が高くなっ

て若者の耕作放棄地が多くなったと思います。 

395 三間 

・H24.3 月に三間ＩＣが開通し、道の駅みまも大勢のお客さんが来ていただい

ています。ＩＣ周辺には平地が多くあります。ほとんどが田んぼですので農家

さんのご理解も必要かと思いますが、今がチャンスですので行政で土地を買収

し、エミフル松前のような商業施設や工場誘致などの雇用確保をしていただき

たいと思います。個人的には、全国でまだどこの自治体もやっていないカジノ

を橋が開通したのちに、九島に誘致すれば大きな起爆剤になり、町が活性化す

ると思います。 
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396 三間 

・市内の企業は人件費が低く将来子ども達が就労しても生活できるのか心配。

・市も職員を減らし賃金の安い非正規職員を増やしていて市が市民の生活レベ

ルを下げているように思う。 

・実際に会社によっては市役所の給料を参考にしている所もある。 

・市長の趣味かどうか知らないが公式試合もできないサッカー場にクラブハウ

スは必要なのか。 

397 三間 

・働ける場所を作ってほしい（工場誘致等） 

・市の職員定数を見直すのもよいが採用が少なく若者の職場が減少している実

態もあるのではないか。 

・現在有る工場等の職場がなくならないように援助をしてほしい。 

398 三間 

・現在、子育て中と言うこともあり、子育てサービスに特に関心があります。

・平日仕事をしているので土、日、祝日に子どもを連れて遊べる場所が限られ

ています。 

・宇和にある児童館のような施設が宇和島にもあればいいのになぁ！とよく思

っています。もっと同世代の子どもたちを一緒に遊ばせてあげたいです。 

399 三間 
・過疎をなんとかし、若者が残り又、新たに若者がやってくるような街にして

ほしい。 

400 三間 

・道の駅の食品の改善 

・野菜などの金額を安くして県外、市外のお客様を大事にして欲しいです。 

・県外の人が足を止めてまた来ますって言ってもるような宇和島市に。 

401 三間 ・特色があり、継続的で連続性が保てる街づくり。 

402 三間 
・正確な情報が迅速に提供できるのか？ 

403 三間 

・若者が定着できる、活気のある宇和島市にあってほしい。・企業誘致等を積

極的に行い、働く場所を若者に与えてほしい。・今の商店街ではどうにもなら

ない。・せめて店を遅くまであけるとか打開策はないものだろうか。・このま

までは松山方面に自然と客を奪われてしまいます。 

404 三間 

・ゴミ処理についてなのですが 

以前は宇和島市内に住んでいてごみ袋なども大は４００円、小は２００円、可

燃、不燃、ビンカン、ペットボトルといった分け方でよかったのですが、三間

町はゴミ処理については宇和島市ではないです。分け方も何か難しく処理場も

鬼北の方にあるみたいでゴミ問題に関しては宇和島市であって宇和島市では

ない三間町です。色々大変だとは思いますがご検討下さい。 

405 三間 

・連携医療について 

 身内が本年１月に市立宇和島病院で受けた人間ドッグの乳腺外科で異常が

ありました。検査結果が届いた三日後に人間ドッグ受診病院で再受診をしまし

た。やはり異常が確認されました。 

 受診前に、本人が四国がんセンターでの受診を希望したためどうしたらよい

か事情に詳しい方に相談したところ市立宇和島病院の主治医から FAX 予約を
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してもらえるとお聞きし受診の際にお願いしました。 

 が、「がんセンターにいかれますか。病院が違うので予約はできません。」

と言われました。１週間後予約外のため朝早くに出発し、受診できたのは夕方

になっていました。その際も何の資料も提供されていないので１月に実施した

検査を再びしました。その後詳しい検査も実施した結果、手術し現在に至って

います。（市立宇和島病院に同じようにがんセンターへの FAX 予約をお願いし

た患者はスムーズに予約していただいたとお聞きしました。患者によって差別

されるのでしょうか。） 

 患者が申し出たことに対してはもう少し対応の方法があるのではないでし

ょうか。患者にとっては辛く不安な状態で納得のいく医療が受けたいのは事実

です。患者の気持ちを優先し、不安を取り除く方法を一緒に考えてほしいもの

です。ストレスが一番影響するこの病気に当病院の取られた対応は更にストレ

スを与えて下さいました。 

 地域がん診療連携拠点病院は市外の病院への連携はしていただけないので

すか。 

406 三間 
 ・市内のガードレールは間伐材につけかえて景観を良くし、産業形成も図る

べしと思う。 

407 三間 
・地域の経済環境が悪い中で、市職員の待遇や市の取組は市民目線で対応願い

たい。 

408 三間 

・高速が出来てから私たちにとって便利になりましたが、地元の方がとても静

かになっています（商店街等） 

・地元に若い人たちが残れる特別な工場などがあればいい。 

・特別なイベントがあるときだけ人が集まるのではなく普段からもう少し活気

があればと思います。 

・若い人たちが安心して生活ができ子育てが出来るようになるといいと思って

います。 

409 三間 
・老人の集う施設 

410 三間 

・子どもとお年寄りがいつも楽しそうに笑っている街・・・が理想です。 

・子どもたちに是非児童館を！！（費用の一部は基金も可） 

・年寄りが気楽に集いお茶を飲んだり、おしゃべりしたりいろいろな活動がで

きる場所がほしい。（例えば商店街などの空き店舗を利用するなど）足は市が

バックアップ。（費用の一部は個人負担も可） 

 ※子どもと年寄りが交流できる場がよりベストなのですが・・・ 

411 三間 

・へき地で老人二人が生活をしており、子どもは近くにおらず、車の運転が出

来る間はよいが、自分で移動が出来なくなった時はどうなるのか。 

・病院は遠く、店も近くになく最低の生活が出来なくなるのでせめて５～６日

に１回くらい移動手段があれば心身ともに安定した生活を送ることが出来て

老後の心配がなくなります。是非お願いします。 
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412 三間 

・市街についてＢ級グルメらしい美味しい食事処は一軒もないのは残念。・若

者の出会いの場（社交場、娯楽場）・福祉＝老人よりも若い人。特に育児結婚

出来やすいように。・議員削減（手当も含む）・地方公務員のボーナスの削減・

農業行政区＝不公正が多すぎて住み難い。・議員は何のためにあるか。農業の

協同化は是非して欲しい。 

413 三間 

・事業は一部の人間の意見により行なうのではなく、客観的に費用対効果を踏

まえて実施してほしい。また、事業実施後の検証も適切に行ってほしい。そう

することにより、税の無駄使いは避けられるのではないか？ 

414 三間 
・一番は、一人一人の意識向上、リーダーの方々の意識向上を願います。 

415 三間 ・広報等にスポーツ欄として、宇和島市での大会等記載して欲しい。 

416 三間 
・人生で一番高い買物といわれる住宅。市職員ほど、宇和島地域の工務店で家

を建てるなど、積極的に利用しないといけないのではないかと思います。 

417 三間 

雇用環境が悪く、条件も悪いのに（賃金が低いのに）市民税が高すぎる。また、

アパートやマンションなどの家賃も高いため、子どもが自立出来にくい。（賃

金が低いのに、家賃が払えない）働き口がなく、帰って来て働きたいのに仕事

がないため、帰れないという声も多く聞きます。小さい子どもを連れて遊べる

場所がない。乳幼児を連れて遊べる所を作って欲しい。 

418 三間 
・長期的な見通しをもって人づくりを。そのためには、教育にお金を。宇和島

に人がいなくなる。 

419 三間 

・どちらかと言えば、今は若い人達に重点がおかれているように感じられるの

ですが、年金だけで生活をしている貧しい老人達も多いと思います。もう少し

老人達にも優しくしてもらいたいと思います。8月からは 70 歳以上の医療費

も上がるので、とても大変になってきます。生活にゆとりの無い人もいっぱい

いる事をわかって欲しいです。 

420 三間 

・30 年前に和霊町に 20 年間生活して、子供も市内の小中高に通っていた時の

市内の明るさ、楽しさ、にぎやかさ、30 年前 三間に来て時々市内に行っても

とても淋しい町に成っていて、とても悲しく成る。大きな店が入って来た為、

商店がとても人が入らず静かすぎる（店もシャッターを下ろしているのが多

い） 

421 三間 ・自分が年が行くので、それについていけない。でも一生懸命にがんばります。

422 三間 
・信号の作り方には、安全に走行できるような物がいいと思う。センターライ

ンの作り方とか自転車の通り道、右に走ったり、左に走ったり危ない。 

423 三間 
・他県から移住してきた時、県内に知人がおらず保証人が立てられない為、公

営住宅の申込が出来ない。 

424 三間 
・高速道路が出来、便利になったが、商店街がますます寂れて淋しく思います。

通り抜けの町にならないように、いろいろ考えて欲しいものです。 
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425 三間 

・高速道はついたものの普通の道路と同じスピードで走行する車が多いので、

もう少し何らかの形で注意していって欲しい。 

・商店街の中の空スペースをもっと活用して活気ある街づくりをして欲しい。

また、商店街でのイベントを増やして、若い人を呼び寄せる活動を、もっとた

くさんしていって欲しいと思います。 

426 三間 
・特にありませんが、市営住宅を壊した跡地など有効に利用して欲しいと思い

ます。 

427 三間 

・市として少子化対策をもっと具体的に考えているか（市だけではなく、県や

国でも）不安に思う。児童手当や放課後児童クラブなどでは根本的な解決にな

らないと思う。女性は皆（大多数の人）は、子供が欲しいと思っているが、今

の現状では子供を安心して産める環境にない。景気の低迷から共働きの家庭が

当たり前になっているので、妊娠、出産のために働く場所を失う事を一番恐れ

ている。公務員や看護婦、大企業の女性職員は、子供を何人産んでも産休制度

が充実しているため、自分のポストを失う事は無いが、民間の中小零細企業で

は妊娠したら辞めるしかない。本来なら喜ばしい事なのに失職して収入が減っ

てしまう。ここの所を市の施策として何とかして頂きたいと切に願っている。

428 三間 

・例えば…市として「例：出産サポート代替制度」を創設し、産休の間の代替

職員を募集し登録する。この制度は、宇和島市内の中小零細民間企業が加盟、

登録する事で、市全体で働く女性を支援するものである。公務員の様に安心し

て、産休できれば多くの女性が出産し、少子化に歯止めがかかるのではないか。

また、代替職員となる人にも、雇用を生み代替期間においては収入が増加する

事で購買意欲が高まり、景気が活性するのではないか。また、宇和島市では、

安心して子供が産める市と言う事をアピールし、転入者増につながるのではな

いかなど多くのメリットが考えられるので、法整備には難しい所も多々あるか

も知れませんが、制度実現に向けて宇和島市でご検討頂きたいと思います。宇

和島市で成功→愛媛県→国と拡がっていけば少子化対策に大きく貢献できる

のではないかと思います。よろしくお願いします。 

429 三間 

・宇和島市（吉田、津島、三間を含めて）暗いイメージがある。素晴らしい宇

和海があり、山があるのだからもっと上手に活かして欲しい。海での体験、山

での体験、ツアーなど考えて、ゆったり、まったりできる宇和島…お四国のお

接待…の心で…。 

430 三間 
・新しいお店が出来ればと思います。食事にしても外食できて、満足するお店

がない。松山の様に、ここに行きたいと思えるお店が少ない。 

431 三間 

・宇和島に「日本一」となる「モノ」が無い！せっかくの自然、海、山がある

のに、上手に利用出来てないように思います。せめて、道路側緑の草、花を整

備するとか、全てが中途半端な様に思えます。日本で一番“きれいな町”とか、

美しい町、雑草が伸び放題の場所があり、見苦しい!!休耕地とか土地の持ち主

に声掛けして、もう少し手入れが出来ないものでしょうか。山も畑も田も雑草、

雑木で残念でなりません。美しい景観は無理な事でしょうか。 
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432 三間 

・市役所職員の方で、窓口に行っても声掛けないと知らんふりの人が多い。用

があってやって来たのだから、人が来たら受付カウンターへ自分からも出て来

て欲しい。普通の会社なら、誰か来られたら声を掛けて当たり前。 

433 三間 

・魅力ある雇用の場を提供して下さい。企業誘致など太陽光発電などクリーン

エネルギー導入などの補助をお願いします。子供は安心して成長できる環境を

整備して下さい。 

434 三間 

・不況な時代です。公務員の方々だけが安心して生活していける世の中みたい

です。もっと普通の人達が安心していけるようにならないものか・・・と思い

ます。 

435 三間 

・私は三間町に住んでいるんですが合併前は三間町で予算があり道路などが整

備されてたんですが、宇和島市に合併された時から水路にグレーチングをして

くれと陳情したら予算がないからと言われた。川の河川改修で堤防の道路上を

舗装にならないかと言うと管轄がちがうからと言われた。でも対岸は舗装にな

っているのに、なぜこちら側ならないのかわからない。回答をお願いします。

436 三間 

・宇和島市や広域事務組合の職員雇用を臨時・嘱託職員という状態では、より

よい人材育成ができない。雇用状態が悪く人が長続きせず現場がいつも混乱し

ている。そして利用者につけがまわっていく。 

437 三間 
・市長さんが各支所で住民を集めた懇談会をもっと開催してほしい。できれば

支所の中の細分化した単位で。 

438 三間 
・「まちづくり」の言葉の前に「人創り」だと思います。 

439 三間 
・他市の状況を見て動く（計画）すのではなく、自ら率先して動くべきである。

440 三間 

・財政再建問題が話題になっている。何かの本で見たことがあるが戦争や災害

で国は亡びず財政破綻で亡びる。理事者や議員は給料を減らし特に議員は半減

にすべし。市役所公務員の給料を又は退職金を２割カットすべき。シロアリと

はこういう人達の事である。 

441 三間 
・みんなが働ける町づくり。 

442 三間 
・普段から隣近所との関係をきずき（蜜にして）、何かあったときなど互いに

助け合えるそんな地域なればよいと思う。 

443 三間 

・H24.3 月に三間ＩＣが開通し、道の駅みまも大勢のお客さんが来ていただい

ています。ＩＣ周辺には平地が多くあります。ほとんどが田んぼですので農家

さんのご理解も必要かと思いますが、今がチャンスですので行政で土地を買収

し、エミフル松前のような商業施設や工場誘致などの雇用確保をしていただき

たいと思います。個人的には、全国でまだどこの自治体もやっていないカジノ

を橋が開通したのちに、九島に誘致すれば大きな起爆剤になり、町が活性化す

ると思います。 

444 津島 ・何が悪いのかわかんないけど町全体がどよんでいる・・・ 

445 津島 ・地域住民がやる気を出せるような環境づくりを行政にお願いしたい。 
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446 津島 

・市街化調整区域では特にいい加減な工事により欠陥住宅が出来やすいので防

止する取り組み制度等が必要かと思われる（条例でも可） 

・愛南町方面は割とトラブルがあるそうです。 

447 津島 

・津島町では小学校が統合（下灘）し、残った学校を有効に活用してもらいた

い。 

・町民が毎日利用する中央公民館の雨漏りがひどい。できれば津島も立てかえ

てほしい。 

・市議の存在が影がうすい。もっと減らせばいいと思う。給料も多すぎる。 

・無駄なお金を減らし公民館にまわしてほしい。 

448 津島 
・若い方が住みたくなる、仕事と住居の整備、交通の整備、環境が良い町づく

りをお願いします。 

449 津島 
・南予人の特性を活かしたゆったりとした生活が送れる環境の整備をしてくだ

さい。 

450 津島 ・日頃飲んでいる薬が、災害にあったとき飲み続けられるのかが不安に思う。

451 津島 

・子育てができる親づくり。 

・スポーツと学問の両立が出来る教育と環境づくり。 

・社会経験をつんだ優秀な市職員の採用。 

452 津島 ・浦知小、曽根小、由良、平井、須下 旧校舎の利用方を 

453 津島 ・南予いやし博、もう少し宇和島城をアピールしてもいいのでは・・・ 

454 津島 

・由良半島の道路の件ですが、パトロールはもちろんの事、市職員が毎日通勤

している方もいるのに市のほうへの報告や要望としてなにもされていないの

でしょう。 

・国道周辺の雑草が年間を通してほとんどきれいな時の方が少なく本当に見苦

しいです。業者に依頼するから追いつかないのでは？周辺の地域のシルバーさ

んとかにお願いすればいつもきれいでいられるのではと思いますが 

・町や市の顔でもある国道だけでもせめてきれいにしてほしいです。出来ない

のなら木や花など植えない方がまだましだと思います。 

・職員に暇そうな方もいます。窓口職員の対応が不愉快。特に女子職員研修し

ては？（津島支所） 

455 津島 

・地産地消。・所得に応じて入居できる安い市営住宅がもっとたくさんあって

ほしい。・安い食料品があったらいい。・もっと職場（働ける場所）があって

ほしい。 

456 津島 ・まちづくりの前段は職員の削減にあり。 

457 津島 
・今開催中の「いやし博」だが、何やら少し残念な気がする。せっかくのイベ

ントなのに、まとまりがなく PR 不足なのか・・・・？ 
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458 津島 

・地域の産業を活発にして若者が後を継げるようにしてほしい。 

・若者、子どもが少なくなっています。 

・活力のある宇和島にしてほしいです。 

459 津島 

・道路の不法車有や常時違法駐車を取り締まってほしい。 

・津島大橋元の交通広場の置きっぱなしの車や船（トレーラー）を整理して利

用できるようにしてほしい。 

460 津島 

・津島町には廃校になった小学校がいくつかあるが、老人施設にリフォームし

たり趣味の講座を催したり、昔の映画をスクリーンで見たりｅｔｃ・・何か活

用できないかと思います。 

・行政には何といっても企業の誘致あるのみです。 

461 津島 ・人の心だと思います。 

462 津島 

・津島の山奥には大変空地があるので、例えば畑の荒れた所とか、農業もあま

り慣れてなくて、とても困っています。男独りで農業も抱え込み本当に今から

先の事が心配です。土地の主も先祖の物ですので、法律も分からない私たちで

は心細いです。 

463 津島 

・私の住む地区では、年々若者の数が減っています。立派な道路は出来ても

20 年後～30 年後の町はどうなっていくのだろうと心配しています。皆が元気

に働ける町作りを考えて下さいますようお願いします。 

464 津島 

・県都松山にも負けないくらいの遺産、歴史等も沢山あるのだから発信をして

行く仕組みを作る事が肝要。人材が不足か？適材適所で活動を促す様に仕向け

る。市民も協力を…。 

465 津島 

・近年第一次産業の衰退により、若者の減少、集落は今や高齢化社会へ、子供

達の姿も見る事が出来ない淋しい集落と成りつつあり心配に思われます。元気

な農林漁業の活性化、また、若者が定住を出来る社会づくりに特別室の設置、

議会と共に協議の場をお願いしたい。 

466 津島 

・宇和島市と言っても、町中に住んでいる人は色々な面で恵まれていると思う

が、救急車も入らないような所もある。すべて平等とは言わないが、せめて命

に関わる事は行政として考えて欲しい。 

467 津島 
・地場産業の育成の名のもとにバラマキになっていないか、不満である。まち

づくりは国づくりであります。教育の質の向上を求めます。 

468 津島 
・市長の任期が長すぎる。一早く退く願うこと！早く交代せよ！ 

469 津島 
・市内中心部より、外の山間部にも目配りを。限界集落に近い自治会も多く見

受ける（高齢者が増えている） 

470 津島 

・以前にも書いたが、若者が希望を持ってこの町に住めるような町づくりをし

て欲しい。仕事もない、安定しない中では、結婚も出来なければ子どもも作れ

ない。魅力のある町づくりに今後期待したい。でないと若者は戻ってこない。

471 津島 ・問.5 の 1～6までの文書が含まれている。 
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472 津島 

・宇和島市を元気にするためには、やはり地場産業の活性化が必要と思います。

商店街も淋しくなっています。・私達の地域は、道路情勢も悪く緊急時には不

便差があると思います。 

473 津島 

・いくら子育て支援をしても仕事をする所がなければ地元に若者がいなくな

る。地場産業の充実、そこで出来た物の販路、市としての営業が必要である。

とにかく雇用対策を中心に頑張ってほしい!! 

474 津島 

・最近、津島支所の窓口に行ったが、とても対応が悪かった!!分からない事を

聞いているのに親切に教えてくれない。気分がとても悪かった!!一番偉いと思

っているのではないですか？ 

475 津島 

・（市の所有地の活用。）例えば私の家のすぐ前に古い市営住宅で何件も入居

なしで建て転ばしている。一般市民に入札して分譲すれば地元に若い夫婦が来

て子どもも増える可能性が期待出来るし、市の収入にもなる。また、固定資産

税も増収になると思う。旧家をそのままにしていると野良猫の巣になっている

し、台風でも来れば物が飛んで危険だ。実際過去に屋根瓦が飛んで市に連絡を

し、結局は家屋は解体したが、土地はそのままで草だらけ。美観もくそもない。

476 津島 
・何を行うにしても、人が大切だと思う。若者の他県外への流れを防ぐ。その

ためには働けるける場所が欲しいと思う。 

477 津島 
・地元に若者が就職する場が増え、安心して子育てができ、ゆとりある老後を

過ごせる。人口増加していく、宇和島市になって欲しい！ 

478 津島 

・個人個人が自分の事で人に迷惑を掛けないよう、自浄努力を日頃心得ていく

事が大事と思います。 

・人々がそれぞれの立場で信用の出来る事も大事と思います。 

・人づくりと同一と思います。 

479 津島 
・市役所の税務課の人達がすごくえらそう。マジ、ムカつく。もっと市役所ら

しくしたらいいと思う。無理だとは思うけど。 

480 津島 

・商店街はイベントをしても人はまばら。いやし博も人まねばかりで宇和島ら

しさ目新しい物は一つもない。木屋旅館もあのような使い方では採算がどうな

るのか疑問。もっとアイデアのある人はいないのか？福祉、文化面に一つも目

が向いていない。 

481 津島 

・きさいや広場を毎日のように利用させてもらいってますが駐車場が悪く正面

が横のため入口が初めての方には戸惑いがありますし、わかりにくいと思いま

す。営業時間もみなみくんと異なり、ＡＴＭの利用時間は８時４５分からでも

９時にならないとオープンせずとても不満にいつも思います。きさいや広場が

９時なのに、なぜＡＴＭは８時４５分なのですか。場所を変えてはどうでしょ

うか。道の駅としては商品も少なく食べる所が良くないと思う。三間のコスモ

スのようにバイキング式にするべきです。消費者の一人としてとても残念で

す。 
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482 津島 

・自然が美しい地域なので、それを守ってほしい。（大洲市を車で走ると看板

ばかりが目につく。看板だらけの町になってほしくない） 

・テレビやパンフレット等で町の良い所やイベントなどが紹介されているので

点が線になって全体の町おこしになって良いと思う。 

・高齢者の増加、大型スーパーの撤退など生活に不便さを感じるので、住みや

すい暮らしやすい町になるよう何とかしてほしいです。 

483 津島 

・広報活動が少なく思われます。参加者を多くつのる為にも一般ボランティア

などの協力をもっとやりやすくするのも、わからないこと、わかりにくいこと。

行政まかせになってしまいがちですので大きく開かれた親なのに行政をお願

いします。 

484 津島 
・行政依存を少なくする為にも住民活動で「予防」に努めることが大切である。

485 津島 
・テレビが見れなくなってしかたなくケーブルテレビに接続して見ている家庭

が多い。何とかならないですか。 

486 津島 

・良い職員、悪い職員色々ですが、特にサービス電話対応共に良くない無愛想

な職員が多い。津島支所の住民課、住民票などの窓口の職員は特に感じが良く

ないです。 

487 津島 ・老人、子供、住民皆が屋外で遊べる場所を多く作ってほしい。 

488 津島 
・市民目線での行政であってほしい。 

489 津島 

・今回このアンケートにあたりすすめていくうちに「どちらともいえない」と

いう回答が多い事に気づきました。私自身の地域の取組や関心がない事もあり

ましたが情報として伝わっていない知られていない事も多いと感じました。私

は市の広報はよく読んでいるつもりですがそれでも得られている情報は一部

だと思います。「宇和島をよりよくしたい」と思っている市民は多いと思いま

す。それに参加できるような情報の発信等工夫が必要かと思います。 

490 津島 

・教育に対する予算を多くし、人材を育成する必要性を感じている。 

・医療（病院内）の整備～津島病院。 

・安心して暮らせるまちづくりを願う。 

491 津島 

・数週間前、津島支所へ用件がありまいりました。大事な件でしたので大洲に

いる妹と二人で出向きました。その折窓口の職員の対応に驚きました。もう少

し印象の良い方法へ改善して頂きたいものです。 

492 津島 
・透析患者や老人のための病院送迎バスを運行してほしい。 

493 津島 
・イベント等ではなく長期に活動がなされるようなことを企画してほしい。現

在はあまりにもお祭り騒ぎの感あり、終われば何と空しいことか。 

494 津島 ・下水道の整備。 
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495 津島 

・地場産業である一次産業の発展の方法、この経済状況の厳しい中で現在より

も少しでも右肩上がりにして行くにはどうしたらいいのか。収入が増えれば税

金を出せますし市全体が潤ってきます。1つには現在の産業の超レベルアップ

な物にしていくか、もしくは新たな産業をリサーチし少しでも可能性のある物

を研究していち早くブランド化するのか、人材を選出し予算も使い早く行動を

していく。ここが宇和島市の将来を決めるところだと思います。市長にはカリ

スマ性をもって引っ張っていってもらいたいです。私も応援しています。 

496 津島 

・青少年の健全育成。４～５年前よりは高校生のマナー大変良くなりつつあり

ますが、ひとりひとりが行動に注意して下さい。私は見かけた時はいつも声か

けしています。自転車の二人乗りには出来ません。いつもカップルです。 

497 津島 

・私が設問の中で、どちらとも言えないに印をしたのは、内容について知らな

い、情報に接していないという意味です。 

・私は民生児童委員をしているので高齢者及び小学校と接する機会は多いで

す。 

498 津島 

・すばらしい南楽園の庭園をもっとＰＲして観光客を呼び込みたい。 

・津島干拓地の利用。特にプレーランド（お客が少ない、活用されていない）

干拓地に産業の誘致（雇用対策にも） 

・廃校小学校の利用。 

・小学生まで医療無償。 

499 津島 ・何が悪いのかわかんないけど町全体がどよんでいる・・・ 

500 津島 ・地域住民がやる気を出せるような環境づくりを行政にお願いしたい。 

501 不明 
・あらゆる産業の活性化を計り 100％の雇用がなりたってはじめてまちづくり

ということになると思う。 

502 不明 

・山を見ると、手入れのいきとどいていない状態がよく見られます。実際私達

（中高年層）が少ないところが原因なのかもしれませんが、山の管理が出来る

人材を育てて、これから起こりえる災害が最小限でとどまる様に日々の仕事と

して携わっていただきたいものです。 

503 不明 
・どこに行ってもお年寄りでいっぱいなので、もっと若い人たちが集まるよう

な街にしてほしいです。 

504 不明 
・人と交わり、緑と話し、海と語らうと信条として当面過ごせる環境を守って

行ってくださるようお願いしたらと思います。 

505 不明 
・学校給食を無料に早くして下さい。 

506 不明 

・公園が少なすぎる。 

・つまらない。 

・もっと子どもたちが遊べる場所がほしい。 

・雨でも遊べる場所を作ってほしい。 



94 
 

507 不明 
・これからの宇和島を作って行く子供達を大切に育てて行くこと。そして、そ

の子らが働く場所のある町を作って行くことが大切だと思います。 

508 不明 

・商店街など、高知県の日曜市みたいにすれば良い様な気がします。宇和島は

田舎なのに、土地など物価が名古屋より高いと思います。夜の市役所など見る

と、働いてない人（寝てる人など）もっと市の代表として働いている事を実感

して欲しいですね。 

509 不明 

・まちづくり推進委員会を作り、いくらかの予算を作ってもらい、他の県の市、

町の良い所を見学に行ったり、学識経験者の先生を講師に招いて、宇和島の文

化に合ったまちづくりが出来る様、若い人に学習をしてもらったらと思いま

す。 

510 不明 

・今年は、高速も通り、便利になった宇和島市だが、私ら世代から見れば、子

供達が地元に帰りたいのに帰れない。地元に就職したいのに働く所が少ない。

結局、都会で居るしかない。そういう声を聞くと、とても悲しい。親としても

近くで働かせたい!!どうか若者が残れる様に、若者が多く居られるよう、また、

活気あふれる若者が宇和島市を支えて行ける様な所にしていって欲しいもの

です。みんな働く場所を待ってます。宇和島市は自然に囲まれた素敵な所です。

（付け加えて、津島にドッグランを作って欲しい!!） 

511 不明 

・津島町北灘地区に入る県道は、入口に鵜の浜坂の急カーブがあり、とても不

便です。大きな保冷車、魚類運搬車が毎日多数通る道であるにも関わらず、何

十年経ってもいっこうに改善していない。通学路でもあるのに危険だと思わな

い行政がおかしい。何か改善できない理由があるのなら公表して欲しいもので

す。 

512 不明 

・全員に優しい町である様に!私はとても忙しい仕事をしているので、色々な

事に参加出来ずにいますが、地方の端の方は何から何まで時間と手間がかかる

行政のあり方の様に思います。同じ税金を払っているのに、不平等感を強く感

じます。また、宇和島市と津島、三間との給料の差があるとか聞きました。合

併したのに安い方に合わせて無駄を無くして欲しいと切に望みます。 

513 不明 ・愛南町にある様な児童館がものすごく欲しいと思います。 

514 不明 
・今後の活動を願っております。よろしくお願いします。 

515 不明 ・大型車が多く不満。 

516 不明 

・子育て世代ですが、子ども遊ばせる場所（児童館など）がもっと整備されれ

ば良いなと思います。あと、商店街の活気がなく、行きたいと思うお店が少な

く、買物は松山方面まで足を延ばす事が多いので身近にショッピングモールが

欲しいです。そうする事で若者にとっても魅力ある町になるのではないでしょ

うか。自然いっぱいの宇和島市は好きなので、この環境は維持してもらえたら

…と思います。 

 


