
問4-1問4-1問4-1問4-1　ＪＲ　ＪＲ　ＪＲ　ＪＲ卯之町駅卯之町駅卯之町駅卯之町駅をををを駅以外駅以外駅以外駅以外のののの機能機能機能機能としてとしてとしてとして利用利用利用利用するにはどんなするにはどんなするにはどんなするにはどんな機能機能機能機能がががが欲欲欲欲しいですかしいですかしいですかしいですか

○
キオスクを廃止して、コンビニにする。(ローソン又はセブンイレ
ブン等)コンビニの中で宇和の特産品を販売する。

（男、60代）

○

大型の図書館、その中にカフェ。インターネットスペース・水・
緑地公園の設置。宇和町は古くから教育に熱心なところ、そう
いった地域にふさわしいところとして、歴史博物館、文化会館も
あります。そういう面にして図書館を望む。

（男、70代）

○

まず、タクシーが邪魔な時が多いので、ロータリーにしてタク
シー乗り場、簡易有料駐車場(20分以内無料)を整備する。その周
辺にカフェ、ベンチ等を設置、今あるレストラン、喫茶店を周辺
に移動してもらう。市営駐車場は有料にする。

（男、60代）

○
駅以外の機能を持たせるには、現在の建物面積では無理だと思い
ます。欲しいものとしては、カフェ兼レストランと、待合室以外
に観光客が一休みできる小奇麗なスペース。

（男、60代）

○
現在は、駅には小さな売店があるが、もっと大きなコンビニエン
スストアをつくると、ＪＲの乗降客や周辺人々の利用も多くな
り、駅前がにぎわうのではないか。

（男、70代）

○ コンビニとしての充実。 （女、60代）

○
交通空間のため、現在存在する３商業者を駅舎に併設トイレは身
障者も使えるようセット。市内の施設をご案内するプロモーショ
ンビデオを設置。

（男、60代）

○

農協建物があったところに小体育館を建て、学生の場合は非行防
止に卓球、バドミントン、バスケット等学生が気軽にできるス
ポーツを、大人は囲碁、将棋、トランプ等ができる場所、または
カフェ

（男、70代）

○ 歴史をアピールできるような看板(ケバくないもの) （男、60代）

【区長会】卯之町未来のまちづくりアンケート

特産品などを販売するコンビニ兼物産販売などの機能を持った商業施設の要望が多

かった。また、宇和町は教育のまちであることから、図書館の中にカフェやインター

ネットスペースなどを設けた複合型施設や、交流空間として小さな体育館の設置など

の意見もあった。



問4-2問4-2問4-2問4-2　ＪＲ　ＪＲ　ＪＲ　ＪＲ卯之町駅卯之町駅卯之町駅卯之町駅をどのようにすればをどのようにすればをどのようにすればをどのようにすれば魅力的魅力的魅力的魅力的なななな街街街街になるとになるとになるとになると思思思思いますかいますかいますかいますか

○

駅前に「イズミの広場」を作り、待ち合わせ・集合場所となるシ
ンボル的存在とする。雨に濡れたアーケードでカフェ、立ち食い
そば屋、軽食屋をつくる。バス停、タクシー乗り場を整備し、ア
クセスが楽になるようにする。

（男、60代）

○

今、駅前の二つの建物は移動する。ロータリーをつくる。ロータ
リーの中央には、水・緑にふさわしい形の噴水緑地にする。タク
シーは道端にはおかず、専用駐車場、お客様の乗降口を一緒の場
所とする。

（男、70代）

○
駅周辺にベンチやカフェや屋根付きのジュースやコーヒーが飲め
る場所を設置。緑地公園、ベンチ等を設置して人が集う場所をつ
くる。

（男、60代）

○

すでに検討され結論が出ているのかどうかわかりませんが、卯之
町を重伝建をポイントに売り込むのであれば、駅付近を重伝建の
雰囲気を感じるようにすべきと思います。駅を降りたら、他の町
の雰囲気と似たり寄ったりでは、魅力がない。駅の中・案内板・
歩道等に重伝建の雰囲気を感じるデザインとしたらよいのではと
思います。町木が確かヒノキだと思いますが、新しくできる駅前
広場あたりにヒノキの緑をうまく設ければまたひとつのアピール
ポイントになると思います。

（男、60代）

○
道路側にいつも自動車が停車していると危険も伴う、タクシーの
待機場所を設置するとか、駅前を常に整然とした状態に

（男、70代）

○ 今のまま駐車場街、5町の特産物を食べさせる食堂街とする。 （女、60代）

○
景観を重要視して、看板等をなくしスッキリする。元農協跡は多
目的広場(公園)→水・緑のある安らぎの空間を創造　１２月１カ
月駅前通りのイルミネーション。

（男、60代）

○
現在の商店街は歯抜けなので、駅前通りは飲食店、第１駐車場あ
たりは、衣類というようにまとまったところにする。それには市
が70～80%に資金を援助する必要がある。

（男、70代）

○
旧農協跡地を駐車場にしたのは、大変良いと思う。車で来町する
人にとって、わかりやすい場所である。誰でも駐車できる場所で
あってほしい。

（女、60代）

○ 緑を増やす。 （男、60代）

噴水や緑などを取り入れ、看板などをすっきりさせる安らぎのある空間を求める意見

が多かった。また、交通空間にも問題があるため解決を望む意見があった。



問5-1問5-1問5-1問5-1　　　　商店街商店街商店街商店街をををを商店街以外商店街以外商店街以外商店街以外のののの空間空間空間空間としてとしてとしてとして、、、、欲欲欲欲しいしいしいしい空間空間空間空間はははは何何何何ですかですかですかですか

○
フリーマーケットやイベントが開催される空間をつくる。音楽演
奏等の趣味で集団活動している人々に空間を提供

（男、60代）

○
歩行者天国にする。卯之町は、重伝建地区です。群に選定されて
います。その選定のエリアを広げ、商店街であって重伝建地区で
もあるようなものとする。その商店街の所々に休憩所を置く。

（男、70代）

○

町中の駐車場時は周辺の大きな駐車場を設置して、現在の駐車場
は公園のような場所(休憩所)を作ってベンチ等(屋根付き)飲み物
を置いて人が集って休めるところを作る。商店街に2カ所は必要、
案内板をわかりやすく設置。

（男、60代）

○
木陰があり、そこにカッコいいベンチがあれば、地元の人や来訪
者も楽しく語れる場所になる。

（男、60代）

○
住宅展示場とする。空き屋を解体したところに各会社のモデルハ
ウスを建てる。

（女、60代）

○
子どもたちが家から出て遊べるローラースケート場のようなも
の。

（男、70代）

○ ちょっと休める、くつろげる公園。身障者も使用できるトイレ。 （男、60代）

ポケット公園のような小休憩ができるスペースの要望があった。また、歩行者専用道

路などを設けて人の行き交う場所や音楽の演奏などの趣味をとおした活動場所の提供

という意見もあった。



問5-2問5-2問5-2問5-2　　　　商店街商店街商店街商店街をどのようにすればをどのようにすればをどのようにすればをどのようにすれば来客来客来客来客がががが増増増増えるとえるとえるとえると思思思思いますかいますかいますかいますか

○
外食したくなるような店、専門的なグルメの店をつくる。(国道56
号線沿いにはあるが、商店街にはない店が多い。)トンカツ屋、
ラーメン屋、焼肉屋、そば屋など。

（男、60代）

○
（１）の方向性と別の面であれば、空き家をつくらない。個性豊
かな店づくりをする。専門店として、隣が空き家であれば、その
空き屋を駐車場として借りる。

（男、70代）

○

古い町並みの商店街にして、空き家は店を商店街の外部から出店
してもらう人に家賃を補助する(市で一部負担)今の古い商店の店
構えにして、出店する人を公募する。(一部補助金を出す)現在の
商店を残すために市の予算を計上する。

（男、60代）

○

大型店舗にはない、店づくりだと思います。特徴のある手作りの
装飾品、木工家具、木工小物、生活雑貨、老人が立ち寄れるカ
フェ、また生産者の野菜店(どんぶり館までは行くことができない
人のため)があればよいと思います。無料駐車場は、二カ所ほど設
けてありますが、目的の店のちょうど近くに停めたいのが本音だ
と思います。難しい点はありますが、空き地を利用した小さなス
ペースが、目的の店近くに欲しいものです。

（男、60代）

○ 商人じゃないので、わからない。 （男、60代）

○
若者が呼べる場所が必要。飲み屋街をまとめたり、そば屋など特
殊な味が出せる店をつくる。

（女、60代）

○
中心地あたりに多くの方が集まる安らぎの空間をつくる。青空市
場であったり、おいしいものが食べれるコーナー又は遊べる(カラ
オケ、将棋、囲碁など)多目的施設をつくる。

（男、60代）

○ 商店がまとまること。 （男、70代）

○
月1回、それぞれ自慢の商品を持ち寄り大商店を開くなどイベント
を多くする。

（女、60代）

○
卯之町でしか買えないような目玉商品(お土産品)の店をつくる。
観光客を迎えるなら、日曜日も店を開ける。

（男、60代）

空き家を駐車場にしたり、市が補助をだし出店者を公募するなど幅人い意見があっ

た。また、大型店舗にはない特徴のある店や、高齢者が入りやすいカフェ、産直市な

どの意見があった。



問6問6問6問6　　　　重伝建地区重伝建地区重伝建地区重伝建地区をををを未来未来未来未来にににに残残残残していくためにしていくためにしていくためにしていくために必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは何何何何だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか

○
市民に重要性、必要性を理解させるためには、見学可能な場所は
どんどん開放して深い認識を植え付けるべき。

（男、60代）

○
重伝建地区内に空き家をつくらない。重伝建の保存地区は、家主
各位は、国に認定されていることを認識して、重伝建の規範を守
り、協力していくことです。

（男、70代）

○
市外からのお客さんへの過ぎた接待ではなく、自然な「おもてな
し」は必要(現在は地元の人が普段いない)

（男、60代）

○

家主の方の理解と公的支援だと思います。外観維持のための補助
金の拡大と、税制の優遇措置だと思います。観光客の増加を期待
するために、旅行会社・雑誌等に粘り強くさらに宣伝することが
重要だと思います。

（男、60代）

○
現状変更申請に伴う修理修景のスピード化が求められる。景観の
美化運動(スッキリシャッキリ運動)の展開

（男、60代）

○ 保存のため、大変苦労されていると思う、資金援助が必要。 （女、60代）

○
空き屋をこれ以上増やさない。空き屋を市の補助で少し修理し
て、家賃０で入りたい人に貸し、管理してもらう。

（男、60代）

空き家の管理と、修理集計のスピード化が求められている。市民や子どもたちに対し

て重伝建地区の重要性を受け継ぐことが重要である。



問7問7問7問7　　　　あなたがあなたがあなたがあなたが友友友友だちにだちにだちにだちに自慢自慢自慢自慢したくなるしたくなるしたくなるしたくなる西予市西予市西予市西予市のののの場所場所場所場所はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか

○ 重伝建地区、どんぶり館、歴史博物館、開明学校 （男、60代）

○
開明学校、米は格物カン、西予市ジオパーク、卯之町重要伝統的
建造物群保存地区、明浜狩浜の段々畑、野村乙亥相撲、歴史博物
館

（男、70代）

○
開明学校、米博物館、三瓶の海(島々)、石城平野と汽車の線路の
風景、明浜の山の上から見る風景、野村、城川の整備された段
畑、古墳群

（男、60代）

○ 観音水、カルスト台地 （男、60代）

○ 山と海 （女、60代）

○
お薬師さん、明石寺、法華津峠、龍沢寺、重伝建地区(教会を含め
た街並みの景観)

（男、60代）

○ 開明学校、重伝建地区、薬草園。 （女、60代）

○ 重伝建地区、開明学校、卯之町教会 （男、60代）

開明学校や重伝建地区など昔から生活に根付いた場所に加え、海や山、カルスト台地

など自然豊かな西予市を誇りに思っている。



問8問8問8問8　　　　あなたがあなたがあなたがあなたが将来将来将来将来、、、、西予市西予市西予市西予市にににに住住住住むためにどんなむためにどんなむためにどんなむためにどんな街街街街になってになってになってになって欲欲欲欲しいですかしいですかしいですかしいですか

○ 明るく清潔で活気のある町 （男、60代）

○
人は誰でも生きていこうとしている中で、それを妨げようとする
自然災害、原発、安全・安心な西予市になるよう望む。

（男、70代）

○
観光旅行で来る集団の客ではなく、口コミで個人で集まってくる
ような街(古い商店街のままの商店の整備された街)南予の人の特
有の「おもてなし」で市外のお客さんを迎える街

（男、60代）

○
年老いても歩いて行ける小さな公園があり、その木陰にベンチが
あって、誰かと語らいのできる街。

（男、60代）

○ 静かで空気のおいしいところ。 （女、60代）

○
安全安心な生活のため、出会いふれあい助け合いのネットワーク
作りを望む。健康で夢のあるまちづくり。

（男、60代）

○ 人に優しく清潔なまち （女、60代）

○ 若者が住んでくれる街 （男、60代）

人に優しく「おもてなし」の心で迎え入れることのできるまちを築きたいという意見

があった。また、自然豊かで高齢者と若者が活き活きと生活できるまちを望んでい

る。



問9問9問9問9　　　　そのそのそのその他他他他、、、、西予市西予市西予市西予市にににに対対対対するするするする要望要望要望要望などありましたらごなどありましたらごなどありましたらごなどありましたらご自由自由自由自由におにおにおにお書書書書きくださいきくださいきくださいきください

○
宇和川をきれいにして、ホタルが飛び交う環境づくりをお願いし
たい。50年前頃には、夏は川で泳ぎ、ホタルを見物しました。風
情豊かな西予市宇和を望みます。

（男、60代）

○
今、国を挙げて人口減少の歯止めを考えています。西予市も同様
です。集落にあっては、人口減少はそれなりに考え、減り方が少
ない地域は、むしろ増やす考えに転じる方向性を望む。

（男、70代）

○

駅から重伝建地区→商店街への道順の矢印案内板をもっと親切な
わかりやすいものを設置する。駅周辺か商店街で広場をつくって
人々が集える場所(休憩所みたいなところ)そこで、ちょっとした
お土産、食べ物、飲み物を出す。

（男、60代）

○

有料老人ホームの充実。多くの家庭の子供たちはほとんどが県外
に住んでいます。老後の世話はあまり期待できません。上の階に
は老人施設、下の階には保育園・幼稚園・放課後の児童預り施設
を設けた建物にすれば、素晴らしい取り組みになると思います。
老人と小さな子供が触れ合う機会が多くあれば、痴呆防止を含め
た元気の源になり、子供は年寄りから情緒面に良い影響を受け、
優しい成長に役立つと思います。近く移転予定の旧宇和病院跡地
の活用も考えられます。

（男、60代）

○

卯之町駅前通りの街路灯は、駅前通りで商売を営む人で構成して
いる「駅前街路当組合」で管理していますが、年間の電気代が約
40万円、修理代等で15万円程度の支出になっており、年間負担金
が約30万円ですので、赤字となっています。(マイナス分は今まで
の貯蓄で補っている)　場所が場所だけに点灯時間の短縮もできま
せんし、なくすこともできませんし、負担金の値上げもできない
状態です。市で管理してもらうか、良い方法があれば教えてくだ
さい。

（男、70代）

昔の風景を現在に置き換えることのできる風情豊かな卯之町を望んでいる。また、高

齢者と子どもが触れ合うことのできる複合型施設など具体的な意見もあった。その他

直面している課題などの意見もあった。


