
卯之町卯之町卯之町卯之町「「「「はちのじはちのじはちのじはちのじ」」」」まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

商工会青年部宇和支部商工会青年部宇和支部商工会青年部宇和支部商工会青年部宇和支部アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果    

 

【【【【アンアンアンアンケートのケートのケートのケートの目的目的目的目的】】】】    

 JR 卯之町駅周辺、重要伝統的建造物群保存地区、商店街を資源の核とし、住民の皆

様と行政、民間企業が一体となった卯之町のまちづくりを検討するため、商工会青年部

宇和支部の有志に地域の課題や未来のまちづくりに関する事項について記述式のアンケー

トを行いまちづくり整備計画策定の基礎資料とする。 

 

 

【【【【アンケートアンケートアンケートアンケートのののの実施概要実施概要実施概要実施概要】】】】  

１ 調査対象 

商工会青年部宇和支部   ６名 

 

 ２ 実施期間 

   平成 26 年７月上旬～７月下旬 

 

３ 設問項目 

   回答者に関する質問 

   ・性別、住所、年齢 

  JR 卯之町駅周辺、商店街にほしい空間等 

   ・記述式 

  重要伝統的建造物群保存地区を未来に残していくための対策 

   ・記述式 

   自慢したくなる西予市の場所 

   ・記述式 

   将来、西予市に住むためにどのようなまちになって欲しいのか 

   ・記述式 

 

 ４ まとめ 

   ・商工会青年部宇和支部の意見としてまとめる 
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卯之町未来のまちづくりアンケート 

西予市ではＪＲ卯之町駅周辺、重要伝統的建造物群保存地区、商店街を資源の核とした

「卯之町まちづくり」を推進しております。アンケートのご協力をお願いいたします。 

 ※あてはまるものに○をつけてください  

１１１１    あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別はははは    男男男男・・・・女女女女    

２２２２    あなたのあなたのあなたのあなたの住所住所住所住所はははは    宇和宇和宇和宇和    

３３３３    あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢はははは    20202020 代代代代・・・・30303030 代代代代・・・・40404040 代代代代  

４４４４    ＪＲＪＲＪＲＪＲ卯之町駅周辺卯之町駅周辺卯之町駅周辺卯之町駅周辺についてのについてのについてのについての質問質問質問質問ですですですです    

（１） 駅を駅以外の機能として利用するにはどんな機能が欲しいですか？  

（例 カフェ・図書館・インターネットスペース・緑地公園など）  

（２） 駅周辺をどのようにすれば魅力的な街になると思いますか？  

５５５５    卯之町卯之町卯之町卯之町のののの商店街商店街商店街商店街についてのについてのについてのについての質問質問質問質問ですですですです    

（１） 商店街を商店街以外の空間として、欲しい空間は何ですか？  

（例 歩行者天国・フリーマーケット・カフェ・公園など）  

（２） 商店街をどのようにすれば来客が増えると思いますか？  

商工会青年部宇和支部  
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６６６６    重要伝統的建造物群保存地区重要伝統的建造物群保存地区重要伝統的建造物群保存地区重要伝統的建造物群保存地区（（（（重伝建地区重伝建地区重伝建地区重伝建地区））））についてのについてのについてのについての質問質問質問質問ですですですです  

（１） 重伝建地区を未来に残していくために必要なことは何だと思いますか？  

７７７７    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？？？？    

８８８８    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？？？？    

９９９９    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がありましたらごなどがありましたらごなどがありましたらごなどがありましたらご自由自由自由自由ににににおおおお書書書書きくださきくださきくださきくださ

いいいい    

（例 ●●のような遊び場所が欲しい、△△のような学習スペースが欲しいなど何で

も結構です）  

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました    
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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

○

複合ビルの建築（宇和檜を使った4階建て施設）※建物は西予市が
建設して、指定管理者業務委託
１階　四国西予ジオパーク展示場と物産販売店
２階　小会議場（文化的な個展が開催できるようなスペース）
３階　飲食店（四国西予ジオパークの特産品を活かした食材を提
供する店舗に限定）
４階　テナント（四国西予ジオパークの素材を活かした店舗に限
定）
地下：駐車場（利用者は無料）
※３階、４階は若者チャレンジの場に。特定の条件を設定し、家
賃を１年補助等々の援助を行い、西予市に定住させる。

（男、30代）

○ 商業施設(コンビニ、カフェ、飲食店） （男、30代）

○
観光案内所、緑地公園、イベントスペース。
老若男女、住民、訪問者が集える場所

（男、30代）

○
JRを利用する親が子どもをあずけれる場所、簡易託児所など。
JRを利用する学生が勉強、談笑するスペース。
ジオパークの案内所

（男、30代）

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

○
西予市の具体的な地図、模型をつくる
商店街のお店の地図やクーポンのスペースをつくる

（男、30代）

○
空洞化が進行していることを鑑み、市営住宅等を整備すること
（高齢者向け、若年層向け）

（男、30代）

○
駅の前に市役所がある時点で魅力的にならないと思うが、しいて
言うならステーションにかえたら少しは魅力的になると思う。

（男、30代）

○

JRを利用する親が子どもをあずけれる場所、簡易託児所など。
JRを利用する学生が勉強、談笑するスペース。
ジオパークの案内所はキオスクをセブンイレブンに変えているの
で早めに動くべきではないか。
JA跡地と駅前のバス停駐車場を利用して卯之町駅前物産会館をつ
くる。１階半分に物産館、１階半分と２回に個人商店、飲食店を
入居。商店を集めることで集客力を上げ収益を上げる。入居は西
予市商工会会員から選ぶ（現在居住している駅前ビルの方を優先
にする）駐車場は、建物屋上及び駅前バス停を整備、郵便局建物
を撤去して作る。郵便局窓口は物産館に入居し、土日も営業す
る。

（男、30代）

【商工会青年部宇和支部】卯之町未来のまちづくりアンケート

物産販売店や飲食店、コンビニなど商業施設と観光案内所、簡易託児所といった公

共サービスが融合された複合型施設の要望があった。また、若者がチャレンジできる

場の提供や学生が集える場の設置などの意見があった。

前問と同様に駅自体を若者が集えるスペースにしたり、公共サービスと物産会会館

が入った複合型施設にするという意見が多かった。また空洞化を避けるため、広い世

代が入居できる市営住宅の建設という意見もあった。
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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

○

根本的に、商店街の再活性化は実現不可能（成功しているところ
はごくわずか）市外大手資本とバッティングする業種を救うの
か、捨てるのかがポイント。商店街に人が行かないのは魅力ある
店舗が少ないため。

（男、30代）

○ 食べ歩きができるよう、実演販売店が増えるといい （男、30代）

○ サロン（子育て世代、老齢世代が集える場所） （男、30代）

○ 中心部空洞化対策及び空き家対策として住宅をつくる （男、30代）

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

○

（１）空間演出
　駅前から松本たばこ店まで全ての建物の外観を古民家風に改築
（業種はそのまま）空地は公園化し、ゆかりのある芸術家からモ
ニュメントを公募する。
（２）来客数の増加策
　最低でも１週間継続する集客イベントを開催（具体化案はな
し、単発のイベントは絶対に不要）
　空き店舗には若者チャレンジのスペースとして特定条件を満た
せば１年間家賃無料に。

（男、30代）

○ 空き店舗を減らす。家賃を下げて若者たちにチャンスを与える。 （男、30代）

○ 現在、商売をされている店舗を一カ所に集める（商工会周辺） （男、30代）

○
月に1度、B級グルメの屋台などのイベント事を出したら人が来る
と思う。

（男、30代）

○
各商店をなるべく集中させる。宇和島の商店街のように商売をし
たい若者に家賃、立地などを優遇する。個性的な店をつくる。

（男、30代）

○ 店が多くなれば来客が増えると思う。 （男、30代）

空き家、空き店舗を活用した集える場所の設置や住宅の設置などの意見があった。

また、魅力ある商店街にするため、捨てる選択という意見もあった。

商店を一カ所に集中させることで活性化を図り、さらに若人たちが商売にチャレン

ジできるように空き店舗の利活用や家賃などの優遇措置の意見があった。

また、集客イベントを継続的に開催し来客の増加を図るという意見もあった。
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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

○

景観維持のための居住者への改築支援と空き家を減らすことだけ
で維持が可能。一番の問題点は、居住住民と観光産業マッチン
グ。「中町」のよさは専門家や旅慣れた人が言うとおり「居住者
がいる」こと。この点を活かすことが重伝建地区長期的持続的発
展に不可欠。それには観光産業の充実が必須条件となる。空き家
対策を含めて重伝建地区での観光産業系業種の出店補助（居住が
条件）等の支援策が必要。

（男、30代）

○ 住民を増やすこと （男、30代）

○ 開明学校、米博を中心とした学校教育の充実 （男、30代）

○ 特に何もしなくていいと思う （男、30代）

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

○

・雑巾がけレース会場である米博物館
・中町（卯之町の町並み）
・大野ヶ原（源氏ヶ駄馬とブナの原生林）
・狩浜の段々畑
・須崎海岸

（男、30代）

○ 米博物館。当時の給食や米作りなど、もっと体験できるといい （男、30代）

○
申義堂、開明学校、旧宇和町小（米博物館）、宇和町小と4つの初
等教育の建物が残っていること

（男、30代）

○ 観音水 （男、30代）

○ 米博物館。土居家。大野ヶ原。みかん畑。 （男、30代）

○ 特にない （男、30代）

住居者がいるということを考慮しつつ、居住住民と観光産業のマッチングを行い、

重伝建のよさを知ってもらう。また、現在の景観を維持するため空き家対策を行う必

要があるという意見があった。

米博物館や開明学校などもともとある教育施設などのほか、大野ヶ原や段畑など自

然などを大事にしている。また、米博物館の利用価値について提言もあった。

米博物館や開明学校などもともとある教育施設などのほか、大野ヶ原や段畑など自

然などを大事にしている。また、米博物館の利用価値について提言もあった。
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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

○

南予の中心地として地位復活（大洲・八幡浜・宇和島へ30分圏内
という地の利を活かしたベットタウン化）このためには
①雇用機会の充実
・がんばる既存企業への援助（最終計画に賃金UPが前提）
・今後大きなウエイトを占めてくる福祉関連業種への賃金補助
②人口減少対策
・移住助成金（住居新築だけでなく空き家改築にも）
・学童保育の充実（幼児保育の更なる充実も不可欠）
③四国西予ジオパークの理念を活かした教育
・ゆりかごから墓場まで「四国西予ジオパークの理念」の浸透

（男、30代）

○
自分の子どもたちの世代がいずれ都会に出ていくと思うけど、
盆、正月以外にもれんげ祭りや秋祭りなど、地元を忘れず帰省し
てほしい。そして学校を卒業したら地元に就職を考えてほしい。

（男、30代）

○ 若者が夢と希望を持てるまちに （男、30代）

○
第１次産業で生活できるまち
南予の地理的中心を活かし、南予のベットタウンとなる。

（男、30代）

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

○

四国西予ジオパークグランドデザインの早期確立と推進室の増員
を希望
観光業だけでなく教育や文化への理解を内包するジオパーク構想
は西予市の将来像のカギを握るはず。西予市民・西予市出身者の
アイデンティティとなる。しかしながら、ジオパーク推進室の現
在のターゲットが小学生と高齢者に偏りすぎ。「今」と30年後を
支える世代への教育も不可欠ながら、10年後を担う世代は今の20
代から40代を余りにも軽視しすぎる傾向がある。
四国西予ジオパークのイベントに参加してもらえないから説明で
きないというのは言い訳。知ろうとしてもらえないのは四国西予
ジオパークのグランドデザインが明示されていないから。税金を
投入して認定された四国西予ジオパークをもっとしっかりと活か
していただきたい。

（男、30代）

○
宇和病院の跡地をグランドにしてほしい。子ども世代の運動でき
るスペースにしてほしい。

（男、30代）

米博物館や開明学校などもともとある教育施設などのほか、大野ヶ原や段畑など自

然などを大事にしている。また、米博物館の利用価値について提言もあった。

南予の中心として、他市町のベットタウン化構想があった。そのために雇用の充実

や、人口減少対策、また、四国西予ジオパークを活かしたまちづくりについて提言が

あった。

米博物館や開明学校などもともとある教育施設などのほか、大野ヶ原や段畑など自

然などを大事にしている。また、米博物館の利用価値について提言もあった。

観光、文化・教育を一括できる「ジオパーク」をキーワードとした提言があった。

ジオパークを活かすためにグランドデザインを早急に策定し市民に示す必要がある。

現在の宇和病院の跡地利用についても検討が必要である。
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