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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

Ⅰ　調査の概要

１　調査の目的

現在、三野町・三好町・井川町・三加茂町の４町では、平成１５年３月１５日に三野
町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会を設立し、４町の合併に向け、新町の基本方
針や施策を示した「新町まちづくり計画」の策定を行っているところです。
このまちづくり計画策定にあたり、まちづくりに対する住民の方々の様々なご意見やご
意向を十分に踏まえた上で策定を行うため、４町の住民を対象にアンケートを実施しま
した。

２　調査項目

(1)属性（性別、年代別、町別）　　　　　　　　　　　
(2)合併後のまちへの期待　　　　　　　　　　　　
(3)合併後に優先的に取り組んでほしい施策
(4)合併後特に注意してほしいこと
(5)新町のキャッチフレーズ
(6)自由意見

３　調査方法

(1)調査地域　　　　　　　　　
三好郡東部４町（三野町・三好町・井川町・三加茂町）

(2)調査対象者
三好郡東部４町に在住の１５才以上の住民（長期不在者及び中学生を除く）

(3)調査期間　　　　　　　　　
平成15年１１月１日(土)～１１月２８日(金)

(4)アンケートの送付・回収方法
婦人会・自治会による各戸配布、郵送回収（一部役場等への持ち込みあり）

(5)回答状況

４　その他

分析における各項目の割合等の端数処理は、原則として「無効・無回答」で行うことと
する。
なお、分析によっては、合計等に端数が生じる場合がある。

回答数（人） 対象者（人） 割合（％）
三野町 3,388 4,246 79.8

三好町 4,263 5,139 83.0

井川町 3,497 4,143 84.4

三加茂町 5,416 8,267 65.5

町別不明 878 － －

全体 17,442 21,795 80.0

回答数（人） 対象者（人） 割合（％）
三野町 3,388 4,246 79.8
三好町 4,263 5,139 83.0
井川町 3,497 4,143 84.4
三加茂町 5,416 8,267 65.5
町別不明 878 － － 
全体 17,442 21,795 80.0
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　　　　　　　合併協議会

Ⅱ　回答者の属性

１　性　別

３　町　別

２　年代別

度数 割合（%）

男性 7,731 44.3

女性 8,816 50.5

無効・無回答 895 5.2

合計 17,442 100.0

男性
44.3

(単位;%)

無効・無回答
5.2

女性
50.5

度数 割合（%）

10歳代 936 5.4

20歳代 1,598 9.2

30歳代 1,781 10.2

40歳代 2,609 15.0

50歳代 2,992 17.2

60歳代 2,665 15.3

70歳代 2,961 17.0

80歳代 1,267 7.3

無効・無回答 633 3.4

合計 17,442 100.0

20歳代 9.2

(単位;%)

無効・無回答
3.4 10歳代 5.4

30歳代 10.2

40歳代
15.0

50歳代
17.2

60歳代
15.3

70歳代
17.0

80歳代 7.3

度数 割合（%）

三野町 3,388 19.4

三好町 4,263 24.4

井川町 3,497 20.0

三加茂町 5,416 31.1

無効・無回答 878 5.1

合計 17,442 100.0

(単位;%)

無効・無回答
5.1

三野町
19.4

三好町
24.4

三加茂町
31.1

井川町
20.0
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

Ⅲ　調査結果

１　合併後のまちへの期待

（問４）　　三好郡東部４町が合併するとしたら、 どのようなまちになることを期

　　　    待されますか。

三好郡東部４町が合併するとしたら、どのようなまちになることを期待するかとの設問
では、「保健・医療・福祉が充実した安心して住めるまち」が60.8％で、次いで「若者が
快適に、誇りを持って住み続けることができる若者定住のまち」の42.1％であり、少子
高齢化関係に対する回答が多く見られる。
一方、「地域の歴史や伝統を活かした個性あるまち」（7.4％）、「情報通信網が整備され
た情報環境の充実したまち」（10.2％）などの回答は少ない。

道路や上下水道が整備された生活基盤の充実したまち

保健・医療・福祉が充実した安心して住めるまち

多くの観光客が訪れ、交流が活発に行われる観光・交流のまち

地域の歴史や伝統を活かした個性のあるまち

生涯学習や芸術・文化・スポーツ活動が活発な生涯学習のまち

農林水産業と商工業とが連携し、特色ある産業が盛んなまち

自然や環境を大切にしたうるおいのある美しいまち

子供を育てる環境や教育環境が充実したまち

情報通信網が整備された情報環境の充実したまち

若者が快適に誇りを持って住み続けることができる若者定住のまち

その他

無効・無回答

28.7

60.8

10.3

7.4

14.1

18.1

30.1

30.3

10.2

42.1

1.4

8.3

(単位;%)

(1)全体
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２　合併後に優先的に取り組んでほしい施策

（問５）　　三好郡東部４町の合併後のまちづくりについて、 優先的に取り組

　　　　　んでほしい施策があれば具体的にお書きください。

優先的に取り組んでほしい施策については、4,103件もの様々な意見が記述され
ているが、それぞれの意見について、内容により９つの項目に分類し、代表的な意
見についてその概要をとりまとめている。

(単位;%)

社会基盤
16.3 生活環境･安全･

利便性 15.5

定住促進･過疎･
雇用 15.4

保健･医療･福祉
13.8

教育･文化･ｽﾎﾟｰﾂ
9.4

産業･観光 7.7

合併 5.1

その他 5.6

行財政
11.2

サンプル数 記載者数 記載率（%）

17,442 4,103 23.5

(2)取り組んでほしい施策・自由意見の概要（抜粋）

(1)意見の分類

性別 年齢 社会基盤に関する意見

男性 30歳代 道路整備（腕山スキー場シーズン、ラッシュで仕事に遅れる。）、平成17年度
には前のトンネルを開通させてほしい。

女性 60歳代 ４町すべての吉野川沿いに、立派な道路をつくってほしい。（交流がすみやか
に行われ、一体感が早く実現するために）

女性 40歳代
目先の利益ばかりを追いかけないで、10年、20年、50年先のことを考えて、全
町民の生活が潤うような事業を行ってほしい。ケーブルテレビなどの情報通信
の整備、中学校のプール、公的な老人福祉施設。

男性 80歳代 上水道の濾過を十分にしてほしい。お風呂を一晩入らずにおいておくと、ぬめ
ぬめする。衛生的にも下水道の整備を一日も早くしてほしい。

男性 30歳代 テレビのデジタル放送に伴うケーブルテレビの事業

男性 30歳代 美濃田大橋を新しく架け替えてほしい。

男性 20歳代 道路、公園等の整備及び公立病院の充実

男性 30歳代 住民が住みやすい環境をつくるために、インフラを整備、充実させてほしい。
特に住民負担をできるだけ減らした方が良い。
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

性別 年齢 定住促進・過疎・雇用に関する意見

女性 70歳代

若者の事件が、最近あまりにも多すぎます。合併したまちから若者が事件を起
こさないよう、若者の意見をしっかり聞いてやり、若者の働ける場所をつくっ
てやってほしい。文化講演等を開催したり、音楽を聴けるコンサート等を開催
し、若者のエネルギーを発散させてやってほしい。

男性 30歳代 仕事があるように、工業誘致等を行い、皆が働き生活できるまちに。

女性 40歳代 不況が長引く中、就職難が続くので、子供が大人になって働ける環境をつくっ
てほしい。工業誘致などに取り組んでほしい。

女性 50歳代
人口が増えるまちづくり。例えば育児手当などの子育て支援みたいな制度を一
番に取り組み、安心して若者が安住できるまちにしてほしい。若い人が望むま
ちを優先的に、特に育児手当や医療手当の充実が一番であると思う。

男性 50歳代 若者が定住し、安心して子供を育てる環境を、また、子育てに対し、行政が補
助金を出すとか、何らかのサービスを行い、少子化をくいとめてほしい。

女性 30歳代 安心して働ける場所がほしい。子供が小さいと再就職することは難しいし、理
解があまりない。

女性 70歳代 長男は郡内で生活ができるよう、優先して就職をするよう、力を入れて仕事の
世話をしてほしい。過疎の町にはしないよう、特にお願いします。

女性 30歳代 若者定住宅地だと長男は購入できない状態なので、長男でも購入できるように
してほしい。

性別 年齢 生活環境・安全・利便性に関する意見

男性 30歳代
犯罪防止のために、街灯を多く設置してほしいと考えている。現状として、安
心して夜歩けない場所が多い。この設置が、安心して暮らせるまちづくりに繋
がる。早急に望む。

男性 50歳代
吉野川を生かして、南岸側ＪＲと平行に遊歩道を。美濃田から井ノ内各出口、
町民グランドと、広くとれるのではないか。年寄りは、スキーはできないけれ
ど、川淵は喜ぶのではないか。

男性 10歳代 道路安全設備の整備と保全に力を入れてほしい。（カーブミラーの破損箇所修
理及び清掃）

女性 30歳代
子供達をとりまく、いろいろな環境をもっともっとよくしてほしい。高速道路
のインターチェンジをさんさん大橋を渡った所につくってほしい。高速バスの
駐車場は、乗り場が遠くて不便です。

男性 60歳代 ハイウエイオアシスにＥＴＣインターチェンジを、早急に設置をしてほしい。
吉野川を生かした運動公園をつくる。

女性 40歳代
東京の山手線、大阪の環状線のように、東部４町を一周する電車かモノレール
を走らせ、子供もお年寄りも便利に利用できる乗り物があると、活性化させる
のに役に立つと思う。

女性 50歳代
私が小さいころ川で泳げたが、今は家庭排水が流れてきてとても泳げる状態で
はない。また、カニやドジョウ、フナ、シジミ等がいたが、今は見ない。少し
でも、以前の状態に近付けてほしい。

女性 60歳代 車に乗らない人にとって不便です。バスの通っていない区間がありますが、開
通していただきたく思います。
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性別 年齢 行財政に関する意見

男性 50歳代 町職員数、町会議員数等、可能な限り人員を減らしてほしい。

女性 40歳代
合併による行政区の広がりに対して、行政をスリム化してほしいが、同時にそ
の弊害が住民に対する負担という結果にならないよう、上手に工夫してほし
い。

女性 60歳代 町職員の体制の見直し。町民の意見を多くとり入れてほしい。

女性 60歳代
この不況の時代に、少しでも税金のむだづかいをしないよう、町民に有益にな
る施策を考えてほしい。公園など必要としないものはできるだけやめて、町村
に収入になる施設をぜひ考えてほしい。

男性 70歳代

４町合併後も地域的に厳しい財政事情になるのは必至。工場誘致、地場産業の
発展を重要視するのは当然であるが、地域に即した行政機関業務の遂行能力を
更に高めるため、過去の体質にこだわらず、合併を機会に思い切った業務改善
を望む。（合理化、適正化、人材雇用配置）専門委員会設置の検討

男性 40歳代
国、県等財政悪化状態になっているので、合併後は無駄をなくし効率的な運営
を行ってほしい。小さな政府ではないけれど、小さな役場を目指して町職員や
町会議員の定数を大幅に減らしてほしい。

女性 50歳代
４町のそれぞれの特色を生かし、無駄のない行政、施設を生かし、クリーンな
施策でわかりやすい行政、事務処理の簡素化、町職員数、町議会議員の人数の
適正化等を優先的に取り組んでほしい。

女性 40歳代 税金の使途について、優先順位をはっきりし、また必要外の人件費等々につい
ては、公共工事等も含めて考慮検討をしなおす。

性別 年齢 保健・医療・福祉に関する意見

男性 10歳代
旧井川町内への病院の建設（個人病院）の誘致、診療所だけでは不十分であ
る。24時間体制で診てもらえる病院が良い。この件に関しては、取り上げるべ
きだ。

女性 60歳代
今まで旧町単位で行っていた敬老会やデイサービス等の行事は続けてほしい。
何をどうとは、はっきりわかりませんが、若者も老人も明るく楽しく暮らせる
まちづくりをお願いします。

女性 40歳代
４町には健診などのできる保健センターがないので、健康づくりのためにも利
用でき、保健、福祉が一体となった健康増進センターのような施設が、４町の
中心部に必要である。

女性 40歳代
女性が子供を預けて働ける（安心して）ような施設の充実を望みます。働きた
くても子供が小さい、保育料が高いなどで、子供を家で見ている人がたくさん
います。

女性 30歳代
若者が子供を産める町にしてほしい。現状は、もう一人産みたいと思っても、
高い保育料や医療費、その他考えると断念している人達が多い。また、町立病
院をもっと充実させ、安心して住めるまちにしてもらいたいです。

男性 80歳代 保健、医療、福祉等金銭的に高く、もっと安心して住めるように取り組んでほ
しい。

女性 10歳代

保健・医療・福祉の充実です。過疎の地方では、１人暮らしの方が多いと思い
ます。そんな方々は医療施設に行くことも困難であると思います。そういう家
を訪問して、体調を伺ったり、リハビリや施設入所の必要性なども考えたりし
て、老人福祉について考え、身体機能の向上のためやまちの活性化のためにも
ぜひしていただきたいです。

男性 70歳代 地域住民が望むような医療、保健、福祉施設の充実。特に町立三野病院の新築
をお願いします。
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

性別 年齢 教育・文化・スポーツに関する意見

女性 70歳代
文化ホールの建設を望みます。４町村合同で利用できる、駐車場等の完備した
1000名位収容可能なホールが、必要になってくると考えます。（中央の文化を
吸収）

男性 60歳代 町民の多数がスポーツ（トレーニング場）のような施設を望んでいる。できれ
ば基本的に無料で。

男性 60歳代 生涯学習や芸術・文化・スポーツ活動が、活発な生涯学習のまちづくりに取り
組んでほしい。

女性 10歳代 公園や図書館などの施設をつくってほしい。あと、図書館の本の種類をもっと
増やして、読むスペースも読みにくいのでかえてほしい。

男性 40歳代 高齢化社会を迎え、健康増進の施設を整備してほしい。温水プールの建設、ス
ポーツ運動公園の整備など

男性 30歳代

子供達がのびのびと遊び、学べる施設づくりを、ぜひお願いしたい。田舎とは
いえ、家の中で遊ぶ子や、池田等へ買い物に行く小学生が多い。もっと学習と
遊びの両面で、安心して時間を過ごすことができる公園や施設をつくってほし
い。

女性 30歳代 各４町で、保育所、小中学校の対応に違いがあるので、元来行っていたことを
生かしながら、差が生じないようにしてほしい。

女性 30歳代
脇町の図書館のようなものをつくってほしい。いつも脇町まで本を借りに行っ
ています。４町のどこかにできれば、脇町まで行かなくてもよいので、ぜひと
も。雨の日は遊びに行く所もないので、図書館があるといいな。

性別 年齢 産業・観光に関する意見

女性 60歳代 農協や商工会等と連携し地元の産業を盛んにし、またその品物を地元給食等に
使うようにする等、工夫して地場産業を豊かにしてほしい。

男性 50歳代

農林水産物の直売所をつくり、川を挟んで両方で実施する。加工品等もつくり
特産品として販売する。（住民の意見を募り）どこだったかわからないが、Ｔ
Ｖでしていた。山間部が多く、現金収入の少ない老人のまちが、生き生きとし
たまちに変わった。

男性 40歳代 観光事業に力を入れて、より活性化したまちになってほしいと思います。

女性 20歳代 三好郡東部の特徴を生かし、全国の名所となるような観光地づくり、公共施設
の充実

女性 60歳代 オアシスに道の駅を１棟建ててください。

女性 40歳代

よい道の駅ができたので、道の駅の発展の利用と周囲の環境整備とを併せて、
谷の東側にバンガロー等をつくり、吉野川と谷を利用して若者を外部より寄せ
て利用し眺めのよい施設ができるのではないか。実現できたら地域発展によい
と思う。

男性 30歳代 研究開発関連部門の産業の誘致

男性 20歳代 吉野川ハイウエイオアシスを生かして、今以上全国から観光客がきてくれるよ
う、新町で企画してほしい。
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性別 年齢 合併に関する意見

男性 70歳代 １町だけが良くなるのではなく、４町が平等に良くなるようにしてほしい。(中
心だけが良くなるのでは、不平等である。）

女性 60歳代 東部４町のそれぞれのまちの借入金などに差があるようなので、各町がよく考
慮して、合併後の町民に重税とならないように取り組んでほしいと思います。

女性 20歳代 三好郡東部４町のそれぞれの地域間の対立は、起こしてほしくない。

女性 30歳代

４町合併し、広い地域となりますが、便利さやお金の流れに片寄りがないよ
う、平等であってほしいと思います。また、まちが運営している住宅や水道な
どの料金は、税金、年金も含め、きちんと支払ってもらえることも大切だと思
います。

男性 60歳代 ４町それぞれの特色を生かしたまちづくり。代表している町長、議員の責任あ
る行動で進んでほしい。

女性 70歳代 中心的な所ばかり整備しないで、取り残された所も気配りを忘れず、政治的配
慮をお願いします。

男性 40歳代 合併する意味を十分検討して、住民に負担を与えないよう取り組んでくださ
い。(現在より悪くならないよう）

男性 50歳代 どこの町へ行っても同じですが、４町合併となれば、４町あげて取り組むよう
にしたり、気軽に集まったり、会話のできる所があればよいと思います。

性別 年齢 その他の意見

男性 60歳代 別に何を望んでも、今は難しいと思う。でもいろいろ考えてやってほしい。こ
れといって今は望めないと思う。

男性 70歳代
井川町は東西に走るＪＲ鉄道で北側の土地が生かされていない。吉野川堤防は
東の三加茂、三野で進んでいるが、当町もＪＲ北側をこの機会に開発できるよ
う取り組んでほしい。

男性 50歳代 吉野川が中に流れているので、特に地域住民意識を取りのぞき、交流活発する
ように、町名、番地変更などを考えてほしい。

女性 30歳代 とにかく町中が暗い。田舎だから仕方がないと言えばそれまでだが、もっと明
るい暮らしができるまちであってほしい。

女性 10歳代 成人式を豪華にしてほしい。

女性 20歳代 みんな平等に、どの場所でも弱者を落とさないでほしい。派閥のないまち、派
閥で人の人生を変えない。

女性 70歳代 優先施策を書いても、町長や議員が変わったら、約束実行は誰がするのです
か。

男性 30歳代 施策などはないが、市民、町民が安心して住めるまちにしてほしい。わずかな
人だけが、自己満足のためになるようなことはしてほしくない。
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

（問６）　三好郡東部４町が合併した場合、 合併後の不安に対して、 特に注

　　　　意してほしいことは何ですか。

合併後の不安に対して、特に注意してほしいことは何かとの設問では、「税金や公
共料金の住民負担が大きくならないようにしてほしい」が58.4％で最も多く、次い
で「合併後、中心地域と周辺地域で格差が生じないようにしてほしい」（28.8％）、
「公共の施設等の利用に不便を感じないようにしてほしい」（25.1％）の順である。
一方、「歴史・文化・伝統や住民の連帯感がなくならないようにしてほしい」（7.6
％）などの回答は少ない。

３　合併後特に注意してほしいこと

公共の施設等の利用に不便を感じないようにしてほしい

住民意見が行政施策にしっかりと反映されるようにしてほしい

合併後、中心地域と周辺地域で格差が生じないようにしてほしい

歴史・文化・伝統や住民の連帯感がなくならないようにしてほしい

合併後地域住民意識が残り地域間対立が生じないようにしてほしい

各種税金や公共料金の住民負担が大きくならないようにしてほしい

特になし

その他

無効・無回答

25.1

21.5

28.8

7.6

22.9

58.4

1.0

0.7

12.3
(単位;%)

(1)全体



10

三野町 ・ 三好町 ・ 井川町 ・ 三加茂町　　

　　　　　　　合併協議会

(単位;%)

自然
13.0

優しさ･やすらぎ･
うるおい 15.2

夢･未来･
希望17.5

交流･和･ふれ
あい 8.3

明るさ･笑顔
3.5

幸せ･楽しさ･
喜び 2.5

ふるさと
2.0

活力･生きがい
・躍動 7.5

その他
14.3

参考と同じ
もの 8.8

ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ以外
のもの 7.4

サンプル数 記載者数 記載率（%）

17,442 2,119 12.1

（問７）　　新町まちづくり計画を作成するにあたり、 あなたが思い描く新町の

　　　　　キャッチフレーズがあればご記入ください。

新町まちづくり計画のキャッチフレーズについては、2,119件の記述があった。そ
れら記述について、フレーズに含まれる言葉や意味合いをキーワードにより11に分
類し整理を行っている。
「夢・未来・希望」関係のものが17.5％で最も多く、「優しさ・やすらぎ・うるお
い」の15.2％、「自然」の13.0％と続いている。
なお、「参考と同じ若しくはほぼ同じ」のキャッチフレーズが8.8％ある。

４　新町のキャッチフレーズ

(1)意見の分類
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

(2)キャッチフレーズの概要（抜粋）

性別 年齢 夢・未来・希望

女性 40歳代 あなたの里（ふるさと）、未来に輝くまち、やすらぎのまち、あなたがつくる
夢のスタート

男性 70歳代 明るく活気に満ち夢と希望を育む郷

男性 50歳代 緑輝く希望と明るい細流（せせらぎ）のまち

男性 30歳代 未来をはぐくむまち～安心して快適な生活を送れるような～

男性 40歳代 一人一人の夢と愛を育てるまち～新しくいぶいた活気～

男性 40歳代 ともに築く、夢のあるまち～自然と共生した、潤いと活力のあるまちづくりを
目指して～

女性 40歳代 豊かな自然と、ハートのある夢のまち

女性 60歳代 未来にはばたく夢のまち、和と和で潤う愛のまち

性別 年齢 優しさ・やすらぎ・ふれあい

男性 50歳代 みんなで作る豊かなまち、自然との調和、活力あるやすらぎの郷

男性 20歳代 みんなで描く夢のキャンパスやすらぎのまち

女性 60歳代 四国のハート、ふるさとやすらぎの郷

女性 50歳代 清流とともにあたたかさ伝わる四つの輪

女性 50歳代 心豊かで生き生きとして、安らぎのふるさと

女性 10歳代 咲く（さく）・夢キラメク　やすらぎふるさと

女性 40歳代 夢キラメキ、活力あふれ、潤いとやすらぎの郷

男性 10歳代 自然と共生したやすらぎの郷づくり

性別 年齢 自然

男性 30歳代 潤いのある美しいまちを目指して、キラキラと光る吉野川とともに

女性 50歳代 自然と活力と希望に満ちたマイタウン

女性 30歳代 悠々と流れる山河、遙かなる時を刻むまち

男性 50歳代 清流と緑、活きづく文化の郷

女性 40歳代 豊かな緑と活気に充ちたまち

男性 50歳代 吉野川の自然に親しみながら、みんなが安心して豊かに生活できるまちづくり

男性 50歳代 豊かな自然と交流の郷

女性 60歳代 ゆったり、ゆっくり、ゆとりのまち～吉野川の辺り～
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性別 年齢 活力・生き甲斐・躍動

男性 60歳代 未来に向かって躍進する活気あるまち

男性 70歳代 夢のある情熱を燃やし活き活きしたまち

女性 50歳代 合併でさらなる躍進、調和のまち

男性 50歳代 四国のまち、夢のまち、躍動のまち、活気あふれるまち

女性 40歳代 いきおいと輝きのあるまち　新町

女性 40歳代 自然の豊かさを町の活性化に生かせる町

女性 20歳代 活気あふれる、みんなのふるさと～未来に向かってチャンスをつかむ～

男性 30歳代 ひとりひとりが輝き、地域に活気あふれる平和なまち

性別 年齢 明るさ・笑顔

女性 50歳代 みんなでつくるまち、ゴミのないまち、透明なまち、そして笑顔になる

女性 60歳代 明るい町民できずく、町民のためのまち

男性 60歳代 心と心がふれあい和と和が生まれる明るいまち

男性 50歳代 夢と希望にあふれる明るいまち

男性 70歳代 故郷へ笑顔で帰れるまちづくり

女性 40歳代 今輝きはじめた、森と川と笑顔のまち（タウン）

男性 30歳代 みんなの笑顔あふれる新しいまち

女性 20歳代 笑顔のたえないまち～自然に囲まれ活気があふれる～

性別 年齢 交流・和・ふれあい

男性 40歳代 交流とやすらぎの住みよいまち

女性 60歳代 みどり豊かな自然やすらぎのまちが生まれ人が集う里

女性 50歳代 四国のハート、ふるさと交流タウン

男性 20歳代 四国の交流拠点～夢と希望があふれるあたたかいまち～

女性 60歳代 心の輪　手をつなぐ輪　大きな三部の流れる輪

女性 無効・無回答 みんな仲良く潤いの交流タウン

女性 50歳代 新しい出会いのはじまるまちづくり

男性 70歳代 うるおいと活力あふれる交流文化の郷づくり
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

性別 年齢 幸せ・楽しさ・喜び

女性 60歳代 楽しさあふれる豊かな町なか四国町

男性 40歳代 幸せを呼ぶ四国のヘソ

女性 20歳代 思わず笑顔こぼれる幸せタウン

男性 40歳代 新たな世紀にみんなでつくる４合わせ（幸せ）のまち

女性 60歳代 和気あいあいのしあわせのまち

男性 50歳代 楽しく明るく住みよいまち

女性 10歳代 笑顔がキラメク楽しい郷～自然と立ち寄りたくなるまち～

女性 40歳代 しあわせの４つ葉のクローバーのまち・夢・ハート・潤い・やすらぎ

性別 年齢 ふるさと・その他

女性 80歳代 美しい山美しい川いつも思ふなつかしいふるさとのまちに

男性 50歳代 大事にしよう私の“ふるさと”造ろう“幸せ未来”

男性 40歳代 吉野川を間に通し、心豊かなふるさとづくり

男性 30歳代 みずから考え、みずから育む自分達のまち

男性 70歳代 行ってみたいまち、住んでみたいまち、暮して良かったまち

女性 30歳代 老いも若きもポットハートのまち

女性 70歳代 四つ葉のクローバー住みよいまち

女性 40歳代 みんなが、豊かですこやかにすごせるまち
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（問８）　　その他、 合併に関するご意見、 ご要望があれば、 自由にお書き

　　　　　 ください。

合併に関する意見、要望については、2,567件の記述があった。それら意見につ
いて、内容により９の項目に分類し、代表的な意見についてその概要をとりまとめ
ている。
特に「行財政に対する要望」が23.6％と最も多く、次いで「まちづくり」の22.6
％、「合併の進め方」の14.4％の順である。
また、合併の賛否に関する意見は、肯定的な意見及び否定的な意見を合わせて全
体の12.1％であった。

５　その他 （自由意見）

(単位;%)

まちづくり
22.6

行財政
23.6

合併の進め方
14.4

その他
5.7

合 併の規模
（市制）9.0

合併に否定的
7.4

合併に肯定的
4.8

新庁舎（支所）
の位置 3.9

その他具体的
施策 8.6

サンプル数 記載者数 記載率（%）

17,442 2,567 14.7

(1)意見の分類
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

(2)合併に対する自由意見の概要（抜粋）

性別 年齢 合併の進め方に関する意見

女性 70歳代
合併すれば一つのまち。４つのまちが、まず譲り合いの気持ちで協議事項を考
えてほしい。取り合う気持ちで協議したのでは、仲良くことを進められませ
ん。私達はとまどうばかりで、苦情が多く出ることでしょう。

女性 50歳代 合併の本来の目的を十分に考え、各町村が誠意をもって進めるべきであると思
う。（独善的でなく）

女性 40歳代 合併するまでの作業（流れ）を、わかりやすく、広報してほしい。経過を報告
してほしい。

男性 60歳代 まず合併、未来を見据え、過去にこだわらず、白紙で望む各町議会や団体。若
者や子供の目線に視点をおいて進めてほしい。

男性 50歳代 ４町合併に対し、三好町民にもっとわかりやすく、町民に対し話す。もしく
は、話し合いの場をつくってほしい。

男性 50歳代 行政において、利害対立があることが悲しい。合併するのであれば、住民を最
優先とした考えで、４町の気持ちを一つにして進めてほしい。

女性 80歳代
合併をすれば良いか悪いか、きちんと数字で表してほしい。合併をするにして
も、広く意見をくみ上げて、後世に残すことを考え、よりよい合併に向けてほ
しい。

男性 70歳代 住民生活が、少しでも良くなるような合併でなければ。一方的な政策による型
だけの合併ではなく、内容の充実を切に望むものである。

性別 年齢 行財政に関する意見

女性 40歳代 経済活動や人口比率、旧町民意識が行政に反映するなどということがないよう
にしてほしい。

女性 50歳代 今ある物は使い、お金のかからないように、これから先、子供、孫達に多くの
借金が残らないようにしてください。

男性 50歳代

合併に対する本当の目的は何か。あまり理解されていないように思う。私個人
的には行政のムダをはぶくことと思っているが、教育、治安、防災の強化は必
要と思う。しかし、役所関係の人員が、あまりにも多いように思う。ここにメ
スを入れよ。

男性 50歳代 合併後のより効率的な特例債の使い方については、住民の意見をより重視し
て、今以上に町民サービスが落ちないように努力しないといけないと思う。

女性 20歳代 合併したことで、行政や住民サービスに不都合の起こるようなことのないよう
お願いします。

女性 40歳代 合併するのであれば、町職員数・議会議員定数は減らすべきであると思う。そ
うでなければ、合併の意味がないので、合併はやめるべきだと思う。

男性 20歳代
他の町、市等で行われている政策や税金の使用方法等を、町の代表者は勉強を
怠らずに自らの町の政策として取り入れられるよう努力してほしい。（日本国
内で行われている政策等）

男性 60歳代 新町まちづくり計画のアンケートは大変結構です。合併後も町政に対する住民
アンケートにより町民参加の町政、まちづくりに尽してほしい。
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性別 年齢 まちづくりに関する意見

男性 70歳代

現在の町村の利害のみを追求することなく、新しいまちのビジョンを全員協議
の上、どうすれば新しいまちづくりができるか、真剣に考えていただきたい。
新しい施設もできると思うが、もっと行政整理をして、職員の配置転換もする
べきである。

女性 20歳代
合併したら、今まで以上に活気のあるまちづくりをしてほしい。住民が住みや
すくなるような設備や施設をつくり、このまちに住んでいて良かったと感じら
れるものにしてほしい。

女性 60歳代 自然や環境を大切にし、安心して子供を育てる環境と若者が働ける場所があ
り、高齢者と共存できるまちづくり

男性 40歳代

４町全体を計画的に考え、例えば大分県の湯布院のような保養地ゾーン、淡路
島の五色町のような高齢者福祉ゾーン、津名町や淡路町のように舞台ホールを
つくり、芸術・文化に力を注ぐゾーンなど、いろいろなゾーンを定め、住民一
人一人が必要や趣味に応じて、ゾーンを活用できるようになればよいと思いま
す。

男性 20歳代 どの世代からも、「このまちは他のまちに対しても、とても魅力のあるまち
だ！」と誇りを持って言えるようなまちづくりをしてほしい。

女性 40歳代 合併すると、生まれ育ったまちがなくなってしまう気がして、残念な気がして
おります。こういう気持ちが払拭できるようなまちづくりをお願いします。

女性 30歳代

住民の声を広く取り入れながら、プラス思考でまちづくりをしていってほし
い。みんなが自分の町を誇りに思えるような、まちづくりをしていってもらい
たい。子供を大切にしたまちづくり、弱者（高齢者や子供、障害者、母子家庭
等）を大切にしたまちづくりを行ってほしい。

女性 10歳代 私達が住んでいる三野町がなくなるのは寂しいけれど、新しいまちができて、
もっと今より住みよいまちになることを期待しております。

性別 年齢 合併の規模に関する意見

男性 50歳代 小さすぎる。四国一県の合併を望む。

女性 60歳代 とりあえず東部４町でかたちづくりをして、将来三好郡全体の市制づくりを望
みます。

男性 50歳代
合併するなら、三好郡全体で市制をしくのがよいと思っていました。今回は４
町で合併しても、将来、更に統合することも検討課題としておくのがよいと思
います。

男性 50歳代
三好郡東部４町以外と合併するならば、三好郡西部より、半田町、貞光町など
のつるぎ町の方がたくさんメリットがあり、そちらと合併した方がよいと思
う。

女性 50歳代

できれば、三好郡全体で市として、統一してほしかった。グローバル化の現
在、ある地域の利権ばかり考えず、全体の利益を考えて取り組んでほしい。上
勝町、阿波町など、先進地に習い、ごみ問題、環境問題に取り組む。農業・林
業に援助金を出してほしい。農業法人をつくって、若者が農業を継いでほし
い。

男性 70歳代 ４町の合併の成果に努力して、行く末は三好郡全部の８町村の合併に努力すべ
きである。

男性 30歳代 ４町合併を第１ステップにして、第２、第３のステップをと思う。
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

性別 年齢 合併に否定的な意見

女性 50歳代 合併をすれば色々不便なこともあり、不安な気がしますけれども仕方がありま
せん。住民の皆様の意見に従うべきなので、協力をしようと思います。

女性 60歳代
４町合併等なくして、現在のままで良いと思う。老人にとっては、交通の便等
（本庁でしかできない用事等）とても不便に思う。支所では、今までのように
はいかないと思います。

女性 20歳代 合併しても無意味だと思う。税金など住民の負担が大きくなるなら、絶対にや
めてほしい。

女性 60歳代
生まれ育った町名がなくなるのでは、淋しすぎる。合併など考えないでほしい
です。合併した町村で、よかったという意見は聞いたことありません。もっと
先のことを考えてほしいです。

男性 50歳代 反対なので住民投票を。

男性 60歳代 合併したら、小さな事業ができなくなり心配しています。

男性 10歳代 もっといろんなむだをなくせば、わざわざ合併する必要はなかったと思う。

女性 20歳代 別に今のままでもいい。合併することにより、多少は発生する新たな不便がめ
んどくさい。今の状態は、ある程度あきらめがつく。

性別 年齢 合併に肯定的な意見

男性 80歳代 合併は時代の流れと思う。一日も早い実現を望む。

男性 50歳代 東部合併で決定したので、途中でやめることのないよう、最後まで町民のた
め、合併を推進してほしい。

男性 50歳代 Ｈ17年３月に合併できるよう、努力してほしい。

女性 80歳代 たのしみに合併後の町をまっています。

男性 50歳代 合併が後戻りしないように、着々と前へ進めてほしい。

女性 30歳代 とにかく上手くいくことを望んでいます。また、合併できればと思っていま
す。

男性 50歳代
合併をして、経費の節約をし、困難を切り抜けるこの方法は、本当に良いこと
と思う。国民が襟を正し、一生懸命頑張らなければいけない時が来ている。昔
のような成長は望めない。町村合併は良いことである。

男性 50歳代 合併のスピードを早めてほしい。住民サービスの低下を極力抑えてほしい。
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三野町 ・ 三好町 ・ 井川町 ・ 三加茂町　　

　　　　　　　合併協議会

性別 年齢 新庁舎（支所）の位置に関する意見

女性 60歳代 合併しても、支所は残してほしい。

男性 20歳代 ゴミ処理問題、及び新市舎の設置町は南岸に設置すべきです。

女性 60歳代
庁舎も新しいことだし、交通の便もよく、人口も一番多い。だから本庁は三加
茂庁舎にして、あと３町の庁舎を支所にと考えますが、一番いい（地域的に
も）考えではないでしょうか。

男性 60歳代 町役場を少しでも近くにおいてほしい。

女性 30歳代
三加茂町に庁舎をおくと言うことになったようですが、私どもは近くてよかっ
たと思っております。そういうふうに他町の方たちにも同じように思えること
を、できるだけ平等に振り分けていただければ、ありがたいと思います。

女性 50歳代 山間部は何もかもが不便になるので、近くに取り扱い所をつくって、なるべく
遠方の支所まで用事に行かなくてすむようにしてほしい。

女性 50歳代 車に乗れない人、老人等が書類手続きに困らないよう、新庁舎まで行かない
で、各町ですべてできるよう希望します。

女性 50歳代
役場関係で用事を行う場合、支所も各所に設置して（わざわざ建設するのは経
費の無駄になるので、既成の建物の中の一部を使用する等して）、遠方にある
がため、不便になったりしないようにしてほしい。

性別 年齢 その他具体的施策に関する意見

女性 60歳代 三野町だけバスが走っていないので、不便である。吉野川の水をもっときれい
にしてほしい。

男性 70歳代 井川町井内地区に老人介護施設（ホーム）をしてほしい。

女性 60歳代
私は三加茂に住んでいます。美馬町のパークゴルフ場へ行ってみましたら、三
加茂からも多くの人がいって楽しんでいました。他町へ出かけなくても、町内
にこんな場所がほしいと思いました。

男性 40歳代

合併することによって、今のまちよりすべて悪くなるような合併は、やめた方
がいいと思う。とにかくすべて書類系はコンピューター化して、各家にてコン
ピューターでプリントアウトして、電子政府をめざす国を先取りできるまちを
つくってほしい。

女性 70歳代 年寄りの通院のため、福祉バスを続けてほしい。車に乗れない。若い者が別生
活をしている。

女性 50歳代 ケーブルテレビを設けて、生活の中で住民の情報が伝わると、４町全体が知ら
ない部分も早く理解できることも多いと思う。

男性 40歳代 天体観測ができる天文台をつくってほしい。

女性 30歳代

ハイウェイオアシスの成功を考えると、やはり東部４町は吉野川を囲む美しい
風景と、川沿いの広い土地を活かしたプロジェクトが最適と思われる。若者や
観光客が増えると、税収も増え、自然に福祉や教育も充実する。目先のことだ
けではなく、長い将来を見つめてほしい。
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　「新町まちづくり計画」 について

　　　のアンケート結果報告

性別 年齢 その他の意見

男性 70歳代
私は現在、井川町に在住していますが、井川町では現在、米国のタクイラ市と
姉妹都市の関係を結んでおりますが、合併後もこうした現在の良いものは、引
き続いて実施ができるようにしていただきたい。

女性 60歳代
新しい町名の選考について。選ぶ方の知識、センスなどによって、大分違って
くると思うが、見落とすことなく、十分に検討し、素晴らしい町名を希望して
います。

女性 40歳代

今回のアンケートは、中学生以上を対象にしているが、前回のアンケートの方
こそ、１家庭に１枚ではなく、中学生以上の人達を対象にして、自分たちの町
の将来を考えてもらった上での今回の調査があるように思う。家族に１枚だ
と、その家の主人の考えであり、個人個人の意見は反映されていないのが残念
に思う。

女性 20歳代
合併した名前を、かっこいい名前にしてほしい。（本当は「市」に憧れていた
けれど）他のまちのひとに、素敵だなと思ってもらえるような名前にしてほし
い。

男性 60歳代 三野町が生き残れるには、商業、工業、観光、文教か、はっきりとした方向づ
けをしてほしい。

女性 40歳代
合併後の町名について、各町（三野、三加茂、井川、三好）の名称が、なくな
る予定になっているようですが、住所の中にどうにかして盛り込むことはでき
ないのでしょうか。なくなってしまうと寂しいです。

女性 30歳代
現在、町内会長をしているが、回覧物や配達物がとても多い。合併すると、や
はり広域に通達することも増えて、今よりそれらが増え、順次町内会長をする
方の負担になるのではないかと思うが？

女性 30歳代

三好町はハイウエイ・オアシス。人の出入りも多く、活気にあふれてます。で
も、衣・食となると、近所では食品は少しならそろいますが、服ともなると三
加茂とか県外へ行くのが現実です。その点では三三大橋ができて助かってま
す。４町合併して、急に変わることはないでしょうけど、徐々に飛躍していけ
ばいいと思います。


