旧船井電機跡地利用についての
アンケート調査集計結果報告書

平成２７年７月

三 好

市

調査の概要
１．調査目的
平成 24 年 12 月に船井哲良様よりご寄附いただきました池田総合体育館横の船井電機
池田工場跡地の利活用について、市民の皆様が日ごろ思っていること、感じていること
をお聞きするためのものです。
２．調査項目
（１）性別について

（２）年齢について

（３）住まいの地区について

（４）認知度について

（５）関心度について

（６）活用効果について

（７）活用方法について
３．調査設計
（１）調査地域

三好市全域

（２）調査対象者

三好市在住の満１６歳以上の男女

（３）抽出数

２,０00 人

（４）抽出方法

三好市住民基本台帳から、地域別、年齢別、性別の人口割合に
基づいて無作為抽出

（５）調査方法

郵送配布―郵送回収

（６）調査期間

平成２７年５月２８日（木）～６月３０日（火）

４．回収結果
全体の回収結果
抽出数

回収数

回収率

不明戻り

有効回収率

2,000

912

45.60%

15

45.94%

男性

女性

無回答

抽出数（件）

921

1,079

―

回収数（件）

393

475

44

回収率（％）

42.67

44.02

－

男女別回収数・回収率
性別
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年齢別回収数・回収率
年齢（歳）

16～19

20～29

30～39

40～49

50～59

60～69

70 以上

無回答

抽出数（件）

76

151

184

208

306

383

692

－

回収数（件）

23

51

71

83

147

229

304

4

回収率（％）

30.26

33.77

38.59

39.90

48.04

59.79

43.93

－

地域別回収数・回収率
地域名

三野

池田

山城

井川

東祖谷

西祖谷

無回答

抽出数（件）

319

927

283

275

109

87

－

回収数（件）

144

447

126

119

34

38

4

回収率（％）

45.14

48.22

44.52

43.27

31.19

43.68

－

５．集計にあたって
（１）回答の比率（％）は、回収件数の（９12）を基数として算出しています。
（２）回答率については、小数点第３位での四捨五のため、合計が１００％にならな
い場合もあります。
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【質問と回答結果】
問１． 性別について（１つに○印）
１．男 性 ３９３人 ４３．０９％

回答割合：男女別
44

２．女 性 ４７５人 ５２．０８％
３．未回答

４４人

男性

４．８２％

女性

393

未回答
475

問２．年齢について＜平成２７年４月１日現在の年齢＞（１つに○印）
１．１６～１９歳

２３人

２．５２％

２．２０～２９歳

５１人

５．５９％

３．３０～３９歳

７１人

７．７９％

４．４０～４９歳

８３人

９．１０％

５．５０～５９歳 １４７人 １６．１２％

回答割合：年齢別
4

10代

23

20代

51

30代
71
40代

304
83

50代

６．６０～６９歳 ２２９人 ２５．１１％
７．７０歳以上
８．未回答

147

３０４人 ３３．３３％
４人

０．４４％

60代
70代以上

229

未回答

問３．住まいの地区について（１つに○印）
１．三野地区

１４４人

１５．７９％

２．池田地区

４４７人

４９．０１％

３．山城地区

１２６人

１３．８２％

４．井川地区

１１９人

１３．０５％

５．東祖谷地区

３４人

３．７３％

６．西祖谷地区

３８人

４．１７％

４人

０．４４％

７．未回答
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回答割合：地区別
34 4
38

三野地区
144

池田地区
山城地区

119

井川地区
東祖谷地区

126

西祖谷地区
447

未回答

問４．三好市が池田地区に所有している「旧船井電機跡地」を知っていましたか。
（１つに○印）
１．知っていた

８０９人 ８８．７１％

２．知らなかった

９８人 １０．７５％

３．未回答

５人

０．５５％

認知度：全体
5
98
知っていた
知らなかった
未回答
809

問５．三好市では、
「旧船井電機跡地」について、経済性を考慮し、誰もが容易に
交流でき、知恵や文化の伝承につながる利活用を考えています。このことに
ついて、あなたは関心がありますか。（最も当てはまるもの１つに○印）
１．関心がある

５２５人 ５７．５７％

２．少し関心がある

２３１人 ２５．３３％

３．あまり関心が無い

９９人 １０．８６％

４．関心が無い

５１人

５．５９％

６人

０．６６％

５．未回答

関心度：全体

99

6
関心がある

51

少し関心がある
あまり関心が無い

231

525

関心が無い
未回答
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問６．
「旧船井電機跡地」の活用を通じて、どのような効果を期待しますか。
（最も
当てはまるもの１つに○印）
１．市外からの来訪者の増加や働く場所の創出による、地域経済の振興
４７６人 ５２．１９％
２．快適な居住環境の充実による、定住人口の増加
１６４人 １７．９８％
３．自然を活かした、憩いの場の創出
１１７人 １２．８３％
４．特に期待していない
９４人 １０．３１％
５．その他
４１人

４．５０％

６．未回答・無効
２０人

２．１９％

効果期待度：全体
20
41

地域経済の振興

94

定住人口の増加
憩いの場の創出

117
476

特になし
その他

164

未回答・無効

【自由記述での回答については、別紙に記載しています。】
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問７．
「旧船井電機跡地」をどのようなことに活用した方が良いと思いますか。
（最も当てはまるもの１つに○印）
１．商業関連（例：ショッピングセンターや特産品販売所など）
６８人

７．４６％

２．観光関連（例：テーマパークやレジャー施設、宿泊施設など）
７８人

８．５５％

３．農林水産業関連（例：農産物品種改良施設や養殖施設など）
４１人

４．５０％

４．文化・スポーツ関連（例：市民センターや多目的グラウンドなど）
１３９人 １５．２４％
５．保健・医療関連（例：医療や健康増進施設など）
３０人

３．２９％

６．高齢者福祉関連（例：ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑやﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽなどの福祉施設など）
１２９人 １４．１４％
７．住宅関連（例：市営住宅や高齢者住宅など）

６５人

７．１３％

８．公共関連（例：防災施設や行政関連施設など） ５７人

６．２５％

９．教育関連（例：専門学校や研修施設など）

５１人

５．５９％

10．子育て関連（例：児童公園や児童クラブなど） ２６人

２．８５％

11．自然・景観関連（例：公園や広場等、自然空間創出の場など）
７４人
12．その他（例：現状のままの利用など）

８．１１％

１２７人 １３．９３％

13．未回答・無効

２７人

２．９６％

活用内容：全体
160
140
120
100
80
60
40
20
0

139

68

78

観
光
関
連

127
65

41

商
業
関
連

129

農
林
水
産
業
関
連

57

74
51

30

文
化
・
ス
連
ポ
ー
ツ
関

保
健
・
医
療
関
連

27

26
高
齢
者
福
祉
関
連

住
宅
関
連

公
共
関
連

教
育
関
連

子
育
て
関
連

自
然
・
景
観
関
連

【
自由記述での回答については、別紙に記載しています。
】
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そ
の
他

未
回
答
・
無
効

【 問６．
「旧船井電機跡地」の活用を通じて、どのような効果を期待しますか。
に対するご意見 】
・三好市は次第に少子高齢者が増加するので、若い者が生活出来るような職場をと
思いますが、三好市では望めない。
・本庁など
・新しい庁舎を建てて、地域住民が出入りしやすい庁舎にして欲しい。
・市役所を一つに集めることができたら良いのではないでしょうか。無理でしょう
か。
・職場
・近郊にあまりない文化施設を作り、市内外より多数の住民が集まる場所がほしい
です。
・人口増加につながる企業を誘致してほしい
・フリースペースとして地域活性化を期待
・子どもが安全に遊べる場所を作ってほしい
・国指定の病気を看る場所とし、体育館をこわし看護者の人を泊まれる宿泊施設を
望みます。体育館については、他の場所を考える事。
・若者が帰れる企業とか働ける場所が出来、少子化、人口減少を止め活気を取りも
どしたい。
・本庁と分散している行政機関の集約。多目的ホールの建設。
・憩いの場（健康ランドで 1 日遊ぶ）
・断層が通っているのに心配します
・三好市役所建築の用地に使用したい
・健康増進、維持の為のスポーツクラブ
・若者が集う場所
・市役所庁舎建て替えの時期にきているのでそれも良いかなと思います。
・企業の誘致をして下さい
・若い者が定住出来て働く場所を作ってほしい
・出来得れば工場誘致して若い人の働く場所をつくる
・工場の進出もあるようにききますが、なぜ、この跡地ではいけなかったのでしょ
う？
・学生や幅広い年齢の人たちが利用できるような、ユニクロやガスト、ジョイフル
のようなファミリーレストラン、マクドナルド、ミスタードーナツなどの商業施
設を持ってくると良いと思う。
・働く場を作ってほしい。
・文化センター
・駅より近く便利に使用。阿波踊りなど駐車場、池小・池中などを使わずに、この
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土地の有効利用を奥の所は行政関連施設。
・地元に働く所が必要（三好市から出ていくのを止める。）
。若者が生活できる企業
の誘致
・三好市の発展のためには、工場誘致や産業の創出が必須と考える。
・過疎化の進行を遅らすのが一番重要で工場誘致が１番だが、これは難しい？四国
の色々な行事はすることが出来る。しかし、宿泊施設がない簡易宿泊施設などは
良いのでは。
・住民の生活、健康、関心を充実、満足させ周辺地域のモデル地区になる事。
・多目的グランド
・所有地を売却して、市の予算に入れる。
・①を期待するも現状維持が出来るか？本気でやる気があるかどうか？④にならな
い事を・・・
・工場の誘致。働く場所を作ってほしい。
・県外から移住者を優遇（特に退職者）安価な土地、良き環境を提供
・若い人が池田に帰ってきて、働く場所があって人口が増加するように何かできた
らよいと思います。
・口コミで広がりそうなイベント会場として、人が集まる機会を作っては。県産の
木材を使って、
全国から大工さんを呼び跳び箱を作ってもらうコンテスト→その
跳び箱（優勝作品）を使って隣の体育館で、身長・体重別の跳び箱全国大会を開
く→次の年は踏み台を作ってもらって昇降を競ってもらうとかいう感じ。
・四国の中心で３年後はアクセス整備もでき、交流人口を増やす事により、市の活
性化を図れる総合的な施設（例えば阿波市のような）。 庁舎の建設。
・市民のよりどころ
・当初の予定通り、地域交流センターを建設していれば良かったと思う。
・今後財政に負担が大きくならないようにしてもらいたい
・若い人の働く場所（大きな企業誘致）
・市の経済性を考えて、今は、金を使う時ではない。あと、１年２年は何もするな。
・市役所を跡地に建てる。
・市役所、駐車場が狭い。
・出来る事なら三野町から出ている船井電機の社長さんに頼んで、こちらに若者が
出来る仕事があれば工場を建ててもらいたい
・人口が減少するなかで、なにをしてもうまくいかない気がする。働き手の減少で
す。もう今、案件にある市役所はどうかと思う。
・今後、維持経費のかかるハコモノはいらない。ハコモノ以外。
・三好市には働く場所が必要だと思います。市長がリーダーシップを発揮して早く
決めてほしい。アンケートをするなら、もっと早くできたのではないでしょう
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か？
・市役所の移転
・大学を誘致してほしい。特に池田地区を教育や文化の中心にして戴きたい。
・働く場所を作ること
・市外から来訪者の増加を望む。来市者の増加と地域経済の振興
・若者の仕事があり、県外に行かず多くの新卒者が残れるようにと思います。
・無策は策なりでする。時期を待って動くこと、働く所を創る。工場誘致
・若者が働ける場所を考えてほしい
・働く場所をつくってもらいたい
・三好市役所を移転し市内の関係機関も各所に展開しているのが現状である。教育
会館、保健センター、社会福祉協議会、シルバー人材センターなどなど集約し、
一ヶ所で色々済ますことができるようにしたらどうかと・・・
・維持費用
（ランニングコスト）
のかからない事も一案に入れて考慮いただきたい。
・金丸座とかオデオン座とかの何か建物があれば自然に人は集まるよ！日本の文化
を大切にしてね。
（トンネル(高松）が出来れば人は集まるどころか出ていくので
は？市役所の職員でも他県から通っている人がいるのではないですか？）
・市民の体力向上、健康増進。スポーツ文化の発展
・憩いの場所では生きてゆけない。農産物を利用する工場にしてほしい。例：スダ
チジュース工場等
・天候に関係なく散歩もできるし、少し椅子にでも座ってコーヒーとか、友達とお
しゃべりが気軽にできる様な場所。１人でもいけるような場所。
・市であって、文化的活動の発表の場そして芸術などの鑑賞の場、あらゆる文化芸
術活動を日常的に行なう場がありません。市民が利用しやすい、そういう施設が
若者を育てていく場が是非必要と思います。折角、船井電機さんより寄付頂いて
骨組も出来ていたように聞いていましたのに、もっと積極的に進めてください。
子どもの小さい時から、そして若者が働き、住みよい町の為に考えてください。
「箱物反対」
「借金が孫子に」と反対するばかりで、せっかくの計画が進まない
のは残念です。市として恥ずかしいことです。文化で町おこしというのも考えて
みてください。豊かな子供を育ててください。
・音楽、演劇等が観賞出来る文化施設。
・自然を活かして、広場のままにしたらよい。駐車場もいるし、いい。文化祭に総
合体育館も使用出来ない設備はいりません。
・音楽ホールは反対。池田体育館がすでにあり、それも活用しきれていないのに、
新たに音楽ホール…ありえません。我が家にも子供がおり、大学を出ると都会に
いく予定です。ハコモノだけ作っても人口が増えないと客も来ません。まずは、
三好市に人を増やす事を考えてほしいと思います。
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・箱物だけは絶対やめてもらいたい。税金の無駄遣いだから。
・市長の思うような事を進めてほしい。
・多目的に効果が期待できると思われますので、上記に○印が出来ないし、問７と
の関連は…？
・駅の公園の利用などからも考えて、また公会堂などの利用から考えても増加は良
くない！
・損得無しに西部の若者、子ども達に文化的な環境を創設し活用してほしい。オー
ルマイティーに活用できれば来訪者の増加、経済振興も期待できるのでは！
・３は特にいらないものだと思う。金の無駄である。このアンケート自体も金の無
駄ではなかろうか？
・定住人口の増加のため、若者の働く場を作ってほしいです。
・もともと交流施設（観光拠点の役割があったと認識している）が国の補助金を得
て建つはずだったのだから、単なる憩いの場としての公園でごまかすのは、何十
億円の補助金を蹴り返してまでするべきではない。
交流施設の計画で得られるメ
リットと同様、又はそれ以上の施設を希望する。その説明も含めて。
・１と大部分は一緒ですが、市外からの来訪者は不要。観光的なものではなく、若
い人に安定した収入を得ることが出来る職場の提供。
・若者・高齢者が安心して住める環境作り。
・三好市庁舎が古いのですが、庁舎敷地には利用できないのですか
・企業の誘致を行い、三好市の雇用促進を推進してほしい。
・少子高齢化が進む中、青年が安心して定住ができる環境が最重要と思います。で
ないと益々三好市は人口が少なくなる一方です。
何か思い切った発想が必要と思
います。
・三好市の財政上からも生産性を生じる（収入に繋がる）ものであること。
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【 問７．
「旧船井電機跡地」
をどのようなことに活用した方が良いと思いますか。
に対するご意見 】
・工場の誘致
・大手企業の誘致で働く場所を増やす
・働く場所を作る。市の発展を願う。
・早く旧三好郡８ヶ町村がひとつになってから大きい施設を作り、三好市が発展し
たいものです。
・市役所が別々になっているので不便で困る。跡地へまとめて建てたらどうかと思
う。
・製造業などの企業の誘致
・仕事上、教育委員会に行く機会が多くあります。その際、駐車場の少なさ、道の
狭さなどに苦労します。それゆえ、教育委員会などの出先機関を一つにした庁舎
建設地となることを希望します。
・高齢者で収入のない人達に（できれば無料）安価で貸してあげれば良いと思いま
す。
・１年間を通じて使用できるプール（温水）とスポーツジムを併用したもの、それ
と食事（健康食）の出来る場所『健康とスポーツ体験館』
・職場（仕事の出来るところ）
・四国の中心として今後交通の状況も 32 号猪鼻道路も開通見通しがたち三好市は
四国四県からも来られる市、
池田駅からも近く県西部に専門的な大学校等若者が
来られる建物
・高齢者が増えますが、やはり子育て世代としては子育てしやすい環境、若い世代
が生活しやすい環境が望ましいと思います。ずっと三好市で過ごしたい、そんな
気持ちが出るような場所であって欲しいです。出身は三好ではないですが、今で
もここで生きていく者としてそう思います。
・井川の児童クラブが定員オーバーで、夏休み中ずっとは仕事を休めないで困って
います。池田以外の子もあずかってくれる児童クラブができると助かります。加
えて、母子家庭優先住宅や子育て世帯優先住宅など、児童クラブも一体化させて
利用したら良い
・児童プールなど
・いろいろ考えるが受け皿の三好市そのものが活性化が期待できない為、支出をお
さえる為、いましばらくは現状のままが良しとする
・生産工場で若い人が働く長期に！工場誘致
・マウンテンバイク（自転車）のバンク・トラック・BMX パーク・バイクトライア
ルパーク
・ただでさえ、少子化の進む中で働く場所がないのが１番の原因ではないでしょう
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か？子供達の為にも将来働く場所のある住みやすい三好市にしてほしいです。
・何かに決めるのではなく、フリースペースとして多目的に活用出来ればと思いま
す。文化では、サーカス・野外ライブ・薪能・やぐらを囲んでの踊り・芸術・野
外展・ドッグショー他いろいろ定期的な特産品販売（土曜市など）フリーマーケ
ット、目的に応じた訓練広場、避難所として活用、市民参加運動会、その時々に
応じて多目的に活用できるようになればと思います。
・高齢化社会の市、林業、半農半業として若者が仕事と農業、林業があれば雇用し、
自立社会創りできると思います。
木材工として工場を型どりする昔の技法を重視
した設備を願いたいと思います。
・阿南市（?）のように材木のチップなどおがを使ったりして菌床しいたけを出荷
することで人も働き、
といった様に三好市のものを使って生産販売をしたり福祉
関連でもとにかく働ける施設が欲しい。
・市役所の建設地に利用しては
・高齢者住宅を建設し、山の上で生活している高齢者（冬期には飲料水確保に苦労
している．買物に苦労している）を入居してはどうか？
・生産工場や加工所（食品・特産品など） 働く場所を作る
・健康ランドを作ってほしい
・子供や老人も気軽に利用出来るような施設で催し場としても使えたら良い物
・三好市役所建築用地に活用したい
・スポーツクラブの施設建設。運営は外部委託する。三好市にはスポーツクラブが
ない為、四国中央市まで行っている。高齢者向けのメニューをとり入れ、仲間が
出来るようにする。
間接的に高齢者の医療費の軽減につながり生き甲斐にもなる。
無料送迎バスがあれば利用しやすい。若者や中高年にも歓迎されると思う。三好
市にスポーツクラブを熱望します。
・まずは働く場所の創出。企業誘致。
・池田町西部には、これといったショッピングセンターがないので一ヶ所くらいあ
ったらいいと思います。
・庁舎は、いまの場所で建ててほしい。船井跡地へは、持って行かないで欲しい。
中心街にもまわってくるような施設が良い。
・医・食・健康増進施設など業者と契約して充実した生活ができる所。
・旧船井電機の跡地の活用はいらないと言って市長になったので現状のままでよい
のです
・市役所建設
・例えば、岐阜県の高山市には山車の会館があり年中展示しています。この地域に
も有名ではないが地元で大切にしている祭りがたくさんあります。そのようなも
のでも時々交換して何年かで全部が展示できるようなものも一考に入れてほし
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い。
・企業誘致以外になし
・働ける職場
・仕事場をつくる
・公会堂はテレビで見る限り階段式の椅子になっている。三好市には、そうした施
設がなく、後ろの方の人は前の人の顔も見えず、体育館のようであると、音響が
響かないし歌声のハーモニーも分散しがちである。是非、他市町村並みの会場が
出来ることを節に望みます。
・地盤も問題もあり、予定していた音楽ホール建設をとりやめたので、建物を建て
るのはどうなのかと思う。体育館で大きな行事をした時に駐車場が狭いので、駐
車場として使える機能は残しつつ、
広場やスポーツができる憩いの場として活用
してはどうかと思う。
別の場所で映画館を含むショッピングセンターを誘致する
ことを考えるのはいいと思う。
・体育館の駐車場が不足している。500 名以上の場と思われるが、一部を作るべき
と思う。
・家族連れや高齢者の人がユニクロ等は利用している。冬場はダウン等が低価格で
デザインの良い物がある。本屋さんや CD ショップ等、四国中央市や香川に足を
運ばなくても、車のない人でも気軽に利用できる場所にして下さい。
・お金の出るところが、はっきりと市でないのなら、またアンケートに答えたいと
思います。どうか、三好市の発展の為しっかりと行政をお願いします。
・70 歳が過ぎても働けるようにしてほしい。
・働く場所の必要性。１．人口減少（若者が県外へ。年寄りばかり。過疎地、限界
集落の道となる。
） ２．働く場所がない
・カフェや自然空間創出、特産品販売所など色々あればよいと思います。例えば、
「まんのう公園」
（香川県）や「霧の森」
（愛媛県）のような……三好市でしかで
きないような体験や名物などがあればいいですね。
三好市の発展を期待していま
す。
・文化センター
・多目的ホールとし、その中に子どもたちが遊べる所も作り、コンサートなど開き
人の流れを呼び込み地域活性させる様、夢のある夢の持てる何かにしてほしい。
池田は他の所より、10 年 20 年遅れていると思う。今だったら、何でも出来そう
に思うのに、はがゆい。
・大手企業（製造工場など働く場所を求めます）
・徳島ヴォルティスの試合が出来るグランドを整備して、運動公園プラス観光に役
立つ何かを作ってほしいです。真剣によろしくお願いします。志度町のテアトロ
ンではないですが、ホールも欲しいです。阿波踊りも出来る流れで桟敷席にもな
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る多目的に！
・市外からの来訪者があっても宿泊施設が少ないので、交通の便利がいいのに素通
りが多いように思うので②に丸をつけました。
・若い人たちが定住できるような仕事の場を望みたい
・市を挙げて真剣に人口の増加に取り組んでほしい。特に役場の職員たちは無責任
すぎ。
（他の市町村と比較して）
・当面は、池田阿波踊り期間中の駐車場にして、来訪者の便宜を図り、三好市のイ
メージを良くする事を考える。
・多目的ホールにして、色々な催し物をし、人を集める事により町が活性化する方
法をとるべき。①にすると町の商店が今より苦しくなる一方だ。
・超高度でなく市民が多くの範囲で利用できる場所にしてほしい。
・大型バスなどが入れる広場と体育館との併用を、市の机などその他のあまり使わ
ない倉庫に。
・文化・スポーツ関連は特に必要なし
・へそっこ公園、カメニの横の公園、余り役に立っていない。お金の無駄遣い。こ
のような事をするのでは何もしない方が良い。専門学校、短大などが出来ればよ
い。
・住宅関連と子育て関連が混ざった複合施設としての活用。三好市は新しく引っ越
してきた人に対して入居できるリーズナブルな賃貸家屋やアパートが少なく、
移
住しにくいし、定住しにくい。定住できる場所を確保しつつ、子育て関連が充実
していればずっと三好で住みたいと思うのですが・・・。
・１つに絞る事はできない。外部より企業を呼び若者が働ける会社（優良企業）
、
健康重視のスポーツジム（若者と高齢者に対応したプログラム）室内プール等、
スーパー銭湯（健康重視）受付周辺で特産品も販売。 ⇒これらを一つの村（パ
ーク）
みたいにする。
土地が足りないので、隣接している総合体育館も吸収する。
・工場などでも良い。働く場所がほしい。進学の為、池田からでた場合帰ってきて
も働く所がない。
・30 人くらい最低でも働ける企業を誘致してほしい。例えば、IT 企業とか日亜化
学の分工場とか。
・とにかく売れる物は、売却して市の予算に入れる。
・出来る事ならば、企業を誘致し地元の者が働ける場所を設け、人口の減少に歯止
めをかけてほしいと思います。今の池田町の寂れ方を見ていると、とても心配で
なりません。
・企業誘致（工場）
・高齢者、児童が一緒に遊べる施設や遊具を作り、大人子供で月一回なにかのイベ
ントをする。
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・市として積極的に働く場所の創出案が無いのであれば、市民の税金を無駄にしな
いように現状のままで良いと思います。
・工場を誘致して、働く場所を作ってください。
・若い人が、市・町・県外に出ないで働ける場所を造れば、人口が増えて家族が近
くで安心できる。
・老人方の遊具などの付いた小公園・小図書館
・船井電機跡地だけでなく、たくさんある空地を、うまく利用して若い人が働きや
すくて住みやすい町にしてほしいです。
・働ける場所を作って、若者が１人でも増えることを望みます。
・老人ホーム（特養）
・企業誘致し、若者が定住できる街づくりをしてほしい。若者が定住すれば税も増
え、商業・観光等がうるおう。企業が儲けるために市民を犠牲（借金）にしない
でほしい。
・若い人達が沢山働ける会社。沢山入れる格安で安心して老後が暮らせる様な建物
が出来たらと思います。
・災害時の仮設住宅の等の設置の空地も必要ではないか。
・中央構造線が近いので建物はダメ。
・何に丸印をつけても決まるのは市議の人の一声で決まってしまうらしいから、ど
こにつけても一緒でしょうけど、職業訓練校がなくなったので、私はこれが一つ
でもできればいいです。そう思います。
・市民広場、歩く健康のために。地震、自然災害等の避難場所に。かえる場所に。
体育館も近いし。
・駐車場としても使えるようにしておけば、体育館も利用して何かイベントが出来
そうな気がする。素人の劇団の発表会とか自主製作映画の上映会とか、素人の蕎
麦打ち大会とか、
たこ焼きやたい焼きに絞った個人商店の、まくらべ大会とか
（い
ずれも全国大会レベルで）とりあえず徳島製粉と協力して、金ちゃんヌードルの
カップを積み上げる全国大会とかやってみては？そのうち、
缶詰やじゃがりこみ
たいなのを巻き込み、積み上げ大会の聖地みたいにするとか。
・合宿誘致など
・スイミングスクール等があるプールに図書館や飲食店などが、一緒になっていれ
ば若い人からお年寄りも利用できるはずです。図書館には、ツタヤのようなＤＶ
ＤやＣＤの貸し借りが出来ればいいと思います。
・居住環境の充実として分譲地にしてほしい
・商業などの企業の斡旋、雇用や税収を上げる。
・市役所の建て替え
・働く場所がないので企業をお願いします。
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・本当は少年少女が遊んだりスポーツが自由にできる広場にしてほしかった。（と
なりの総体は管理が厳しくボール遊び禁止の為）しかし、市の経済的な事を考え
ると企業の集地。フレスポのような商業ではなくオフィスとなる企業。
・阿波市のオープンガーデン、香川県内の個人オープンガーデンの例にならい、庭
園と市場（地産地消）を兼ねた施設が良いと思います。中～高齢の男女を中心に
人気もあり、
活断層の上にあることから建物にするよりは安全であると考えます。
・三好市内にリハビリのできる施設がないので、三好病院を出されると市内にしっ
かりリハビリをしてもらえる施設がなく県外など紹介されても遠いので本人も
家族も困ってしまう。リハビリ専門の大きな病院を作ってほしいと思う。市内の
民間病院に移ってもたいしたリハビリもしてもらえず、
介護施設に入るようにな
る。三野病院は税金の無駄遣いだと思う。
・屋外スポーツグランド（シャワートイレ付）最少料金、時間単位、夜＝使用禁止
・跡地に新しい市役所を建て、隣接するか市役所の中にホールを設ける。中央公民
館も古くなり、やはりホール的なものが必要と思う。又、防災施設も南海地震に
備えて必要なのではないかと思います。
・若者が働ける企業の誘致。働き場所がないため人口減少に歯止めがきかない。
・起業を志す者達への事務所、及びその補助。ベンチャーを全国から集め、地域経
済の活性化。有能なベンチャーなら三好市みたいな感じで。この土地は働く場所
もなく夢もない。誘致も実りなし。上記以外なら、IT 誘致頑張ってみてくださ
い。Google みたいな感じの支社なら最高。
・市役所、本庁舎を建ててほしい
・企業、工場誘致
・市役所
・高齢者が多く増えるので、おむつとか弁当のパックなどの加工会社を設立すれば
よいと思います。
・若者が働ける企業・工場
・高齢者福祉ばかりではなく、若者にも目を向けたものに活用してもらいたい。
・四国の会合が出来る施設（文化ホール）を市役所と併設。１階は文化ホール、２
階３階に市役所、議会会場、３階に観光関連（特に団体が易く利用できる宿泊施
設・レストランは屋上）町内（池田）の出前サービス（交替で）
・駐車場で定額（100 円／回）等負担するようにする。民間への一部貸出し等
・現在の公民館が古く駐車場が少ないので、平家で研修や会合、習い事、飲食がで
きる公民館的施設を検討してほしいです。半分は駐車場利用で。
・現状のままで良い。税金の無駄遣いをするな。
・三好市役所を新しく跡地に新築する。環境課等、新庁舎に移すことで市民生活に
役立ててほしい。
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・市役所を建てなおす。新築にしてほしい。
・若者が定住できる、子育てできる場所を作ってほしい。
・多数雇用できるのであれば、誘致すれば良いがそうでないのであれば、大地震の
時の為の仮設住宅用に現状で置くか、地震があるまで幼児や子供が遊べる公園を
作る。
・徳島の西部の人たちや東部の人たちが都会へ進出していなくなったので、出てい
る家の人に手紙を書いてアンケートをとって、こちらで子供たち孫たちと一緒に
帰って住めるように住宅やホーム等を作って生活が出来るようにしたらよいと
思う。
・問６と同じで、何か１つ選ぶのは無理。住民にとって、一番便利になる事、１つ
の建物で全ての事が出来る。手続きから、福祉施設への入る手続等出来るといい
のですが・・・
・働けるところ（例えば会社とか工場など）
・工場誘致。前市長が、現在のフレスポをする前に大塚製薬から工場誘致の打診が
あった時断った経緯があるようだ。池田の商店の空洞化を招いたのは、フレスポ
のような施設を誘致したからだと思う。
少しでも若者の働ける場を構えないと人
口の減少に歯止めがかからない切実な問題と思う。
・中央をアスレチック、クロスカントリー併用公園。外周を距離の計れるウォーキ
ング・ジョギングコースにする。台風のたびにみずにつかるのでは維持費も大変
だと思う。
・総合体育館との敷地境界を廃し一体化して、大きなイベントの際には常に不足と
なる駐車場を拡張（北側）
。それ以外は多目的（イベント、スポーツ）に使える
広場、公園、公衆トイレ、東屋程度の施設があればよい。外周は体育館部分を含
めてウォーキングやランニングに使えるように整備（照明付）。以前に検討され
ていた大規模な施設は不要だが、
音響に配慮した小型ホールはあってもよいと思
う。
（ここでなくてよいが）個人所有の超小型ホールしかないのは寂しい。
・文化センターにしてください。６００席ぐらいの。
・市長の県議時代の人脈で企業（土地も広いので大企業）を誘致してほしい。
・市役所の新築
・きれいに整地してあるので、そのまま開放して自由に子供や大人が利用できるよ
うにしてくれるといいと思います。
・企業誘致など
・若者が働く会社を誘致するとか場所つくる。
・温水プールがほしい
・イングリッシュガーデンのような、いつも花のある憩いの場、人々の交流の場、
おしゃれなオープンカフェ、のんびりと自然を楽しみ人と会話し人生を楽しむ。
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人やお金は少なくても花や思いやりの一言は幸をよぶ
・市職員の庁舎の建築。その中には、他の施設も導入。
（現庁舎では、災害時に危
険度が高く、
人々を救出しなければならない職員が先にやられてしまう。）また、
もっと気持ちの良い所で働かせてやりたいし訪庁する側も、
他の施設も利用でき
るよう工夫してほしい。
・複合施設として活用したらいいと思っています。一つは、温水プール（50m）。近
くに温水プールがなく、加茂のドルフィンに多くの老若男女が行っています。ま
た、山城中学校でプールのない為、水泳指導の授業にバスに乗って行っていると
聞きます。また、池田小のプールも老朽化して修繕に多くの費用がいると思いま
す。高齢者にとって、温水プールで歩くだけでも健康的です。二つ目は、普段は
会議室・公民館として活用し、まさかの時は防災施設として使用することのでき
る施設です。
そのため、
屋上に太陽光発電や蓄電器を設置すればよいと思います。
・新しく何かを作るのではなく、今ある施設を充実し信用のあるものにして、病気
のとき買い物をするとき等遠くまで行かなくても良いようになればと思います。
・車で分庁舎回るのは大変です。庁舎の統合が望ましく思います。なお、1 階には
多目的があると便利だと思います。
・病院と医師、退化している。ホーム施設。
・企業誘致（製造業関連）
・外国人定住者や他県からの雇用者による養殖（魚類）
・野菜・果物のブランド品
種（例）阿波っ子いちごとか
・交流文化施設、多目的ホール。500 席程度のホールにも、災害時に平場の倉庫に
もなる両用の施設。
（体育館サブアリーナでは小さすぎ、メインアリーナでは広
すぎる場合に使えるように）
・パークゴルフ場にしてもらいたいです
・総合体育館との併設で、芝のサッカー場、トラック、児童遊園、それと防災機能
を兼ね備えたクラブハウスを設置し、住民憩いの場とする。大災害時は、防災拠
点とする。
・箱物は絶対作るな
・宿泊とか特産品販売等多くの人口増加が望ましいことであるが、多くの市民の
方々の地域経済発展を望む。
・コンサート会場、イベント会場など。宿泊や観光につながると思います。
・池田の特色は何かを考える事。池田の大きな資源は水である。若者の定住のため
の働く場所作り。
・単なるハコモノはいらない。学校等で若者が集まれるところにしてほしい。
・若者が働く場所を作ってほしい。働く場所があれば定住者も増え、町に活気が出
るのではないでしょうか。商業施設（ショッピングセンター）などは人口の面で
- 19 -

無理があると思う。例をあげれば、おむつ工場、福助などのしっかりした工場誘
致をしてほしい。
・通常時の利用、ＪＲ特急が停車する阿波池田駅から徒歩 3 分で他地域から利便性
が良いので、屋外イベント会場として利用する。災害時の利用、大地震時や異常
出水被害など緊急仮設住宅用地として利用する。
将来的にコンパクトシティの用
地として検討する。
・一部を総合体育館との共用駐車場にする。
・資格取得企業の誘致（フォークリフト習得・ショベルカー・クレーン・自動車学
校（大型・大型特殊）
）四国の中心地として資格習得は働く者に必要であるので、
これらの中心地にしてはいかがか。
・工場（企業）誘致、過疎化の進む中、若者が働ける場所を
・難しいとは思いますが、人口流出や人口の減少に歯止めがかかる様な、工場とか
企業の誘致が出来れば良いのですが。少しでも地元の人が働ける場所が出来ない
ですか。どんな仕事でも、働く場所確保出来れば最高ですが、あの土地は湧水地
なので他の物は地盤改良等難しいのでは。ハコモノを造らないでください。借金
を増やさないで。
・働く所があったら、子供も県外へ行ってしまう事もなかったと思う。もう少し考
えていたら一人暮らしの人は増えなかったと思う。
・各町村の古い施設を解体し、駐車場を完備した文化センターを設立してほしいで
す。
（コンサート、著名人の講演会等を開催できる場所）
・過疎化の歯止めにつながる施設事業に関連する事業所の新設に向かって、研究開
発に取り組んでほしい。
・音楽ホールをしてほしかった。残念です。
・駐車場も十分確保できるし、西阿波発展の中心として活用できるのではと思いま
す。
・絶対に企業を引っ張って来て、働く場所を確保してもらいたい。それ以外は考え
ていません。それをするのが市長を始め、議員のすることではないでしょうか。
元船井電機で働いていた者の気持ちです。
・市役所庁舎を新しくする話があるようなので、庁舎を移転してはと思いますが、
場所的には遠く感じられるし、
踏切や坂道など道があまり安全な気がしないなど
色々思います。
・現在の市庁舎は広さやアクセスの面などで利用しづらい所がある。新しく建て替
えるなら、この跡地に充実した機能をもった総合庁舎があるとよいと思う。
・跡地は現状のままで駐車場に利用すればいいです。サブアリーナを改装して音響
効果も充実させ日本建築風にすればよい。例えば、金丸座とまでは言わないが後
世に残せるような建物を期待します。
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・大勢の人が働ける工場等
・音楽や芸術、映画などが観賞できる施設
・跡地に運動公園をつくってほしい。一周 400M の陸上競技場をつくり、常時市民
がランニングやウォーキングができるようにしてほしい。また、小・中学校の陸
上記録会も実施できるようになれば有用性も飛躍的に向上する。
これくらい思い
切った活用をしなければ、市民は納得しないと思うので是非実現してほしい。
・企業誘致（三野のように川之江の企業など）
・上記でも言ったように働き場所を作ってほしい。スダチを利用して、ジュース工
場等。人口も少なく遊び場所より働く場所にしてください。
・後々、維持費がかからない施設
・大型ショッピングセンターを作り、その中に子供を気軽に連れて遊びに行ける場
所や、お年寄りがお話したりくつろげる場所等があれば良いと思います。香川に
遊びに連れて行かなくても、近くに遊べて買い物も出来て、外食も出来るような
所を是非作って頂きたいです。
・音楽ホールと子供らが遊べる芝生、水が流れる公園とかはどうでしょうか。
・音楽ホール建設してほしい。兼避難施設。長年の希望
・文化施設、音楽ホール等を建設してほしい。
・コンサートホールなど多目的に使用できる、若者たちの集まる、県内外いろんな
所から人が集まるような場所にする。
・住宅関連施設の他に、地域のお年寄りや農業をしている人達が、野菜などをもち
より販売する「市」のようなものを定期的に開催する場にしてはどうか?この場
所が本当にいいのかどうか再考する必要はあるが
（例えば上野ヶ丘でもいいのか）
これからも増え続けるお年寄りや地域住民、
また都会から来て定住している人の
力も借りて、高知の「日曜市」的なものを開いて、愛媛（四国中央市）や東みよ
し町、美馬市あたりからも集客できるようなものができないか。
・この場所はＪＲ、高速道路等交通アクセスが良い。日亜化学、大塚製薬等の小面
積で単位の高い製品を造る企業を誘致し、若者の雇用の場確保に活用してほしい。
・多目的グラウンド、①グランドゴルフ場…年寄が多く、新山グランドは遠い。②
遊園地…板野閉鎖中、
諏訪公園も使えない。池田幼稚園の遊技場として併用も可。
子育てについて充実と議員各位は言ってはいるが具体策なし。孫を連れて遊びに
行く場所がない。箱物などメンテに金のかかる施設は厳禁。市民センター等とん
でもない。身の丈に合ったものを。
・自分の町びいきかもしれませんが、三野町はバスケが有名です。三野町にはサッ
カー場、野球グラウンド、テニスコート、体育館があり遠方から週末のたび来て
くれて、駐車場が入りきらないほど賑わう日もあります。ショッピングセンター
は、フレスポの失敗（旧ジャスコの古い店がたくさん入り新鮮さがなかった。
）
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があるのであまりいい印象がないです。個人的には、スポーツ施設（テニスコー
ト etc)をつくり、大きな大会ができ学生が集まるようなものがあると、まちの
活性化に繋がると思います。蔵本のスポーツ公園が良い例です。毎週末ごとに、
すごく賑わってます。
・企業誘致
・徳島市内ではハッピー、川之江ではフィッタのようなスポーツジムを、中にはカ
フェとか飲食店も温泉もあれば良いと思います。その隣には、産直市を設けたら
…？カルチャー教室もあればよい。
（徳新や NHK がしているような）
・今の庁舎が、耐震切れと言われています。新庁舎にして、保育所またグループホ
ームも建設してください。
・多くの若者が働ける職場
・福祉施設か又現状のままの利用か、管理を思うとはっきり分からない。
・複合施設でもいいのではないかと思いますので該当しない。
（例）上記１の特産
品販売所、上記４の文化・スポーツ施設、上記６・７の高齢者住宅、その他駐車
場や自然空間創出、
屋上のソーラーシステム等々活用方法は多岐に考えられるの
ではないかと思う。
・市役所の移転
・市役所が分庁舎などに分かれていて、使用しにくく、車に乗らない人は非常に困
ります。
・公園の中にドッグランを作ってほしい。ドッグカフェや、犬のしつけ教室、犬猫
の里親さがし等ができる場があればいいと思います。
・元の古池に戻し、水際公園的なものを作る。
・県西部には、看護の専門学校がなく准看護師のまま（通学が困難）終わってしま
う。
地元にあれば、
より多くの方が専門技術を身につける事が出来ると思います。
・催し物があっても、指定席がない為何時間も並ばなければならない。この苦痛、
市長様は味わった事がありますか。
多目的に使用可能な移動式指定席を是非お願
いします。
・もう一度、交流拠点施設の検討を！せっかく交通の便が市内でいえば良い方なの
に生かしきれていない。芸能人等を呼ぶにしても場所がなければ来てくれない。
脇町なら県内だが川之江にとられれば、ますます池田はダメになる。特に高齢者
は遠くの地域にはいけない。
総合体育館で椅子を並べてまで講演はできないと断
られたと聞いたことがある。全くその通り。音響・照明等を備えた場所は必要。
また、市内にも様々なサークルがある。交流拠点施設があれば、そのようなサー
クルの人々にとって発表の場も提供できるし、励みにもなる。それに南海地震に
備えた施設も必要。
・若者の働ける工場誘致は無理でしょうか？
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・跡地だけでなく周辺も整備し集客力のある施設。
（たとえば、松山の坊ちゃんス
タジアム・鳴門ポカリスエット球場のような施設）
・市民会館等、講演等のできるホール
・敷地の一部に訪問看護ステーションの設立。今後は、在宅看護ケアが増えると予
測します。レスパイトケアができる（宿泊）→ショートステイできる施設も必要
と思われる。
・アクセスがよくないので、市民が憩える公園などはどうか。植木や花壇などの手
入れは、シルバー人材の方にお願いする。ウォーキングコースなど、軽い運動が
できる場所としてはどうか。
・経費のかかる施設などはいらないと思います。
・次代を担う子供達や若者達に末永く親しまれ愛される憩いの空間として、又、三
好市の誇れる唯一の宝物として有効に活用していきたいと思います。
・グラウンド等、スポーツ施設は総合体育館やイタノのグラウンドがあるので、必
要とは思わないが、阿波踊りの前夜祭や中高生の吹奏楽部の定期公演会など、音
楽や照明、座席、冷暖房設備などが整ったホールが必要だと思う。
・僻地の子ども達にも文化的な環境をプレゼントして残してあげるべきです。
・老齢化と少子化に伴い、人口が減退している。人が寄ってくる施設を作るのが良
いのでないか、とにかく人が集まる町作りが第 1 と思います。
・子ども達が雨でも遊べる屋根もある（一部）公園と、大人がウォーキング出来る
場所。例として：屋根があるあすたむランド、公園は四国中央市 三島公園
・現状のまま、なにもしなくていい。
・若い人達が集まる専門学校の設立を希望致します。（例：ダンススクール、クッ
キングスクール、ミュージックスクール、ガラス専門のスクール等）
・１～１２すべてに目を通しましたが、三好市の名のもとに池田町の発展につなが
るのみで、三野町に住んでいる一市民には何のメリットも考えられず、税金の無
駄遣いにつながる。
・三好市には武道館がないので、弓道場を備えた建物に。
・文化、音楽、交流センター（市外から人を集めたり、多人に来てもらう。演歌歌
手などに来てもらい音楽を楽しむ。
）
・製造業や工場などの会社
・まだ元気な高齢者（＝アクティブシニア）の移住を促進させる為に活用する。例：
一戸建て分譲・賃貸住宅等を整備し、かつコミュニティーの場も併設する。
・池田は土地高くアパートの家賃の高さにはビックリする。加茂や三好町へ出た方
が安く広い所に住める。住む所が高いので他の所へ出るのではないか。
・市役所が古いので移ればいいのでは！！
・公営ギャンブル場外売場①中央競馬 ②競輪 ③ボート ３点同時に発売できる
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施設。※観光関連に属すると思います。
・私は７３歳ですが、もっと若者を大切にしてほしいです。
・大無料駐車場など。
・駅前通り-（中世）の城下町、本町界隈、諏訪公園、城址学園、丸山公園→古池
ノルデックウォークなど・新山散策とミニ８８ヶ所、展望台（ダム湖）－もっと
もっとあか抜けた町に。
・企業誘致、働く場所をつくってほしい。
・ラフティング世界大会等に対応しての大成功を期してほしい。
・思い切ったものを。スタンド（コンクリート性）を持ち、可動式の簡易屋根（テ
ント生地やシャッター式など）が付属して、晴天時雨天時に対応できるイベント
兼スポーツ施設、
机や椅子を設置しても痛みにくい素材で。一部壁を開閉できて、
小スペースで会議、イベントができ、屋外コンサート・イベントにも対応できる
他所にないもの。JR、バスに協力を願って人を運ぶ。地下駐車場があればいいが
予算が跳ね上がりそう。
・設問６ともかぶるのですが、市財政での箱物はいらないと思う。目先にとらわれ
ず１０年２０年後を見据えた活用をしてほしい。
・体育館近くなので、ふだんは現状の広いままで良く、たとえば祭り、野外コンサ
ート、グラウンドゴルフに使えるなどで、もし災害の時には住民の避難場所、ヘ
リ離着陸場に使用。一角に水のタンクを設置しては、いかがでしょう。
・中央構造線の影響を考えるならば、いかなる建造物も無理と思われるので現状の
広場のままでの活用策を考えたら良い。例えば、一部を体育館用の駐車場とし、
又、一部をスポーツやイベント等に使える屋外型施設にする。万一、自然災害発
生等の場合にはヘリポートやテント張りの臨時宿舎にも活用できる。
中央構造線
の事を考慮しないのならば、前途の施設と併せて一部の土地を活用して、安価で
入居できる市営の老人ホームを望む。
・多くの人が働ける場
・若者が子どもが生まれても働ける職場。仕事をやめないで働ける勤務時間に応じ
て。
・船井に返して固定資産税をいただくことが良い。できなければ、売却か駐車場。
・体育館と多目的施設が一体になった施設。
（今時、講演会等で体育館にパイプイ
スを並べるのはどうなんだろうか。）今の体育館を壊して上記施設等（1～11）を
建設する。
・企業誘致
・現状のままで良く考える。
・市民ホール・DASH 村のような農業。自給自足できる、または教えてくれるもの
（市民や市外の人にも）今からは食糧を確保することが日本にとって、とても重
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要なことになる。TPP によって自給率が更に下がれば日本という国は成り立たな
くなる。農業がカギとなるのでは。
・市役所関係施設を一か所に集合すべきである。
・住宅関連ですが、高齢者にではなくもっと若者が帰ってこられる住宅にすべきで
す。
・工業関連で、若者の働ける工場等の誘致。
・三好市の負担になるようなことはやめて下さい。
・現状で利用法を考えなければならないと思う。
・野外でのストレッチ広場あれば、だれでも一日中利用できると思います。
・企業誘致（工場等）
。若い労働者を雇用してもらい、過疎化を少しでも緩和して
もらいたい。
・ワクワクランド、多目的ホール、コンサートホール
・太陽光発電
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