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①浦戸地区の，いいなと思うところや好きな

ところ【現在】 

②浦戸地区の，イマイチだな，もう少し良く

ならないかなと思うところ【現在】 

③浦戸地区の，今後こうはなってほしくない

なと思うところ【将来】 

④浦戸地区の，将来こうなっていったらいい

なと思うところ【将来】 

 
 
 
 
 
 
 

自然・環境 
 
 
 

・美しい景色、景観（太平洋、月、昔ながらの街並

み、花の道、浦戸港など）【37】 
・静かなところ【16】 
・海と山が身近にあり、親しめる【15】 
・自然が豊か【14】 
・温暖な気候【５】 
・暮らしやすい【２】 
・のんびりしているところ【２】 
・ほどよい田舎感 
・落ち着いた地区 
・日当たりが良く生活がしやすい 
・どこでも釣りができる 

・地区全体が夜暗い【３】 
・生活環境の整備が不十分 
・日当たりが悪い 
・伐採、開発により木のない山が多くなっていると

ころ 
・夏は潮風に苦しむ、塩害が多い 
・海抜２ｍ～３ｍの地区が多い 
・海で泳げない 
・湾内にごみが多い 

・自然環境が開発等により破壊される【７】 
・山が太陽光パネルばかりになる 
・工場等ができて騒音が出てほしくない 
・南海地震が来て欲しくない 
・今の静けさが失われるのは嫌だ 
 

・唯一無二の大自然を生かすことが浦戸の生き残る

道である。自然の恵みを大切にしてほしい。【２】

・美しい海岸景観が再生される 
・桂浜には山の中に花が沢山咲いているので，ハイ

キングコース等できるとよい 
・老後は静かにゆっくり生活したい 
・海で泳げるようになる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人・地域 
（コミュニティ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ご近所付き合いがあり，助け合っている【14】 
・ボランティア精神がある方々のおかげで、地区の

行事（秋まつり、地区運動会など）が続けられてい

るところ【10】 
・人の良さ【６】 
・新しくできた公民館でひな祭りやお月見等 1 人暮

らしの高齢者を誘い合って楽しく団欒することが

増えたこと【５】 
・顔なじみの住民が多く、安心して住めるところ

【５】 
・昔ながらの行事(お祭り等)がある【３】 
・町内会長の元，住民が結束し，町内を良くしよう

としている【３】 
・地域のふれ合いが多い 
・家族のように接してくれる人がいる 
・比較的小さな地域なのでまとまりが良い 
・何十年も人が住み続けている 
・誰とも話ができて笑って暮らせる 
・住民が穏やかなところ  
・年齢関係なく仲良くなれる 
・地区会長が色々な件で真剣に取り組んでいる姿は

素晴らしい 
・近年町内会長の尽力もあり，行政と地区民とのパ

イプ役となり地域問題点を改善し，「見える化」が実

践され，地域の出来事や流れが良く分かりやすい方

向に向かっていると思う 

・人口減少、少子高齢化が進んでいる【20】 
・昔ながらの友人が多いので，発言できる人の意見

が通って他の人の意見が反映されないところ【６】

・閉鎖的なところ【５】 
・浦戸の５地区それぞれに意見の違いがあり，まと

まっていないところ【５】 
・自分の意見を言わない無関心層が多い【４】 
・田舎なのに地域での情報共有や共助があまり感じ

られないところ【３】 
・若い人が行事に参加しない。同じ人しか参加しな

い。【３】 
・高齢や病気，男世帯を理由に地区の仕事をしない

人がおり，しわ寄せが来ている。こちらも仕事や生

活があるため，不平等を強く感じる【２】 
・地元民以外にあまり関心がないところ【２】 
・人のうわさ話がふくらんで自分のところに戻って

くるところ 
・行事や会が増えると，参加できない事情があって

も代わってもらえる人がいないため，とても負担に

なる。 
・人の揚げ足を取って話をする人 
・仲間意識が低いように思う 
・道の駅構想には賛否が偏りすぎて柔軟のない，頭

のカチンカチンの人が多い 
・もっと人の意見を聞いていい所，悪い所を話し合

ってほしかった 

・人口減少、少子高齢化が進む【37】 
・このまま町が消えていくこと【８】 
・保育園・小学校の閉鎖【７】 
・若者が地域に魅力を感じることができず、離れて

いく【３】 
・浦戸の活力がなくなること【３】 
・独居老人の増加が心配 
・これ以上さびれてほしくない【３】 
・運動会，夏祭り等地区の人が集まる行事がなくな

らないでほしい【２】 
・一部の人達が物事を決定し，町内の人の意見を聞

かなくなり，活性化に逆行していくこと【２】 
・民意を反映しない人の意見が通って，このまま何

も変わらないこと【２】 
・人と人とのつながりが希薄になる 
・自分のことだけ考える人になって欲しくない 
・町民がそれぞれ周りのことに無関心になっていく

こと 
・一部の役員が私物化すること 
 
 

・若い世代や子どもが増える【12】 
・人口が増える【９】 
・若い世代が住んでくれる町【５】 
・活気のある町【４】 
・若い世代が行事に参加してくれる町 
・共助の精神【４】 
・移住者が増える【３】 
・活性化を図るために創意工夫あるイベントづくり

(冬の花火大会，桂浜の突提から実施すると桂浜・種

崎，新港すべてから見物できる)【３】 
・移住施策の推進【２】 
・安心安全で町がにぎわう 
・子どもを大切にしていきたい 
・お年寄りが住みやすい人情あふれる町 
・お年寄りが元気な町 
・人の行き来が多い町 
・地域間で手を取り合って活性化に取り組んでほし

い 
・若い男女の出会いの場を町全体で考える 
・昔のような活気のある漁村になる 
・地域の新しい魅力づくり 
・イベントなどもっと協力する 
・魅力的な観光、歴史、交流ゾーンの創出とまちづ

くり 
・太陽、土、海、歴史を守っていける地区 
・市内外との交流の創出（桂浜公園の整備など） 
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人・地域 
（コミュニティ） 

 
 

・生まれ育った生活の場所 
・高齢者を大切にする 
・子どもが元気 
・女性が活動的 
・地域で学校を支援している 
・コミュニティ活動が優れている 
・地域で子どもを大切にしている 
・あいさつ 
・小さい頃からの信頼関係がある 

・言葉遣いが荒い 
・反対意見や新しい意見を持つ人も役員に加えては

どうか 
・コミュニケーション不足 
・ルールにのっとった議事進行ができ，住民全員に

「見える化」をするリーダーがいないので，現在の

組織を改正し，多くの意見を引き出せるリーダーが

早急に必要 
・役員同士仲良くして浦戸をもりあげてもらいたい

・地区部会の中でギクシャクしている 
・意見を言っても文句と取られる 
・考えが古くさい 
・柔軟な意見交換ができない 
・同じ人がいろいろな会議に出ている(重複してい

る) 
・若い人がものを言いにくい環境がある 

・子どもの声が聞ける町 
・地区を分けずにひとつの地区としてまとめる。 
・ご近所さんが話し合えるように 1 週間に 1 回くら

い何かあるといいと思う 
・人口が少なくても，皆が一生懸命生きている様が

伝わるといいと思う 
・高齢者が元気に暮らせる地区になってほしい 
・国民宿舎を活用したい 
・地区の人も外から来る人も一緒に盛り上げていき

たい 
・各人が幸せに暮らすことができる地域の創造 
・自分の損得を考えて物事を図らないようにすべき

ボランティア精神を持つべき 
・物事をオープンに楽しく暮らせる地区になってほ

しい 
・浦戸の 5 地区はもう少し連携してほしい 
・意見交換を希望する 
・素晴らしいリーダーが出ること 
・小学校存続の方法を考える(横田野まで校区拡大)
・お年寄りから若者まで同じ立場で意見を言い合え

る地域になる 
・遠方から留学制度で児童数の確保 

 
 
 
 
 
 

土地建物・施設 
（ハード） 

 
 
 
 
 
 
 
 

・保育園、小学校がある【２】 
・街灯が LED になり，町内がとても明るくなった

【２】 
・いろいろな施設がある（水族館、龍馬記念館、ふ

れあいセンターなど） 
・浦戸小学校は校区外から 6 名もの児童が入ってき

てくれている 
・公民館ができた 
・浦戸大橋のシルエットがよい 
・避難道が整備されている 

・近くにお店やコンビニがない【11】 
・空き家、空き地が多い【８】 
・桂浜の駐車場が狭い【２】 
・家族で遊べる場所がない 
・高台の私物化 
・津波が心配，広場等があればよい 
・孫たちが来ても遊ばせる場所が少ない。公園等は

ほとんどない(長浜等がわりとあると思う) 
・新しく家を建てるスペースが少ない 
・桂浜への入り口は反射板しかなく暗いし怖い 
・地震，津波に対する避難路，備品を設置できると

ころ等の取組み等積極性が足りないように思う 
・空き家を修理して民宿にしたら雇用がうまれる 
・道路の幅が狭い 
・生鮮食品店が一軒もない 
・売店や龍馬記念館等はリピートしようと思わない

・保育園、小学校がなくなる【16】 
・空き家が増える【８】 
・空き家が放置される 
・高台が一部の地権者の考えで利用方針が決まって

しまう 
・高速道路の建設 
 

・空き家、空き地の利活用（移住者の誘致、運動施

設、商業施設の整備など）【６】 
・道の駅を実現してほしい【４】 
・住民が気軽に会話出来る場所ができる【３】 
・桂浜への観光道路的な遊歩道の整備【３】 
・高齢者施設を誘致してほしい【３】 
・桂浜に観光客が何度も足を運んでもらえるように

整備されること【３】 
・防災対策のため，小学校を早く高台に移転させて

ほしい【３】 
・瀬戸、長浜地区の様に高台団地の造成を行う【２】

・介護施設，病院，保育園，小学校，外国人介護士

養成の研修施設や宿舎などでにぎわう町【２】 
・インフラ整備や子育てがしやすい環境などを整え

て，若い世代を支援できる地区になってほしい【２】

・インフラ整備をもっと進める 
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土地建物・施設 
（ハード） 

 

し，地元民でも行った事がないくらい興味をそそら

れる要素がない 
・保育園に関して，何年か前に高台移転の調査をし

たにも関わらず移転の話がなくなった 
・高台・堤防 
・下水道が来てない 
・商工業施設がない 
・漁業者がたくさんいるのに市場の建物がない 
 

・学校の特色を前面に出す 
・高台の避難場所の整備 
・湾側から花海道までの車道(南北)の整備 
・忠霊塔周辺を整備する 
・スポーツ施設の整備 
・自転車道の整備 
・水族館の高台への移動 
・龍馬館、龍馬像への遊歩道の整備 
・散歩道や歴史探索のできるインフラの整備 
・マンションの建設 
・田畑をつくってほしい 
・遊園地をつくってほしい 
・桂浜にはアスレチックを壊した跡があるが，そこ

は桂浜の龍馬記念館より下りと浦戸の桂浜(浦戸大

橋の下の方)より入れるようにしてはどうか 
・浦戸の別荘と呼ばれたところは今一般には入れな

くなっている。そこを借りて，昔のように大人が遊

ぶ場所にしてほしい 
・桂浜に行く途中に何かできないか 
・高台に庵を持ち，自宅と往復する生活ができれば

よい 
・桂浜の倉庫(消防)に，各家庭の救急時の荷物が置

けるようになればいい 
・道路がきれいになる 
・行政が空き地を借り上げて太陽光発電  
・漁港の見直し(釣り等海に親しめるような漁港に)
・保育・小学校一体の文教施設の整備 
・公園の整備 
 

 
 
 
 
 

産業・観光 
 
 
 

・（月の名所の）桂浜がある【17】 
・龍馬像がある【10】 
・花海道がある 
・桂浜水族館が頑張ってＰＲしているところ 
・近所に観光地があるため県外の人にも「桂浜」で

通じる 
 
 
 

・桂浜に活気がないところ【３】 
・経済活動の場が少ない 
・生産機能の整備が不十分 
・坂本龍馬に頼りすぎているところ 
・桂浜の観光がワンパターン 
・観光客の繰り返しの訪問がないところ 
・地元住民が桂浜に行かない（有料駐車場のため）

・桂浜の観光地の職場以外に働く場がないこと 
・地元で暮らしていける産業の減少 

・売店が減少し、活気が無くなる【２】 
・漁師がいなくなる 
・観光振興が地域一体との関連を考えずに進む 
 

・桂浜の活性化，観光客をリピートさせる目玉商業

施設ができること【７】 
・高知の人が来たいと思えるショッピング街にして

ほしい【５】 
・居酒屋や食堂ができる【４】 
・桂浜で、龍馬関係以外の地域主催のイベント（野

菜や魚などの物産展）を開催する【３】 
・空き地や市場跡を利活用する（みんなの広場、物

産展など）【３】 
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産業・観光 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・漁師の後継者がいない 
・育てる漁業が未成立 
・自営業が減少している 
・産業が少ない 

・水族館を新しくして観光の目玉にする、四国一の

ものにする【２】 
・観光客がたくさん訪れる 
・世界から観光客が来る観光地区になる 
・桂浜への観光が増えてほしい 
・桂浜の魅力を高める 
・桂浜を浦戸の人も行って楽しいところにする 
・桂浜の駐車場代を無料にする 
・桂浜の駐車場を立体化して，交通渋滞をなくす 
・浦戸湾を利活用する 
・浦戸城跡を利活用する」(但し，箱物は不要) 
・地域の自給力が高まる 
・高台利用による 
・ビジネスパークの誘致 
・住宅や文教施設の設置 
・市内中心部からのアクセスの良さを活用して、恒

常的に観光客や地域外からの人の往来を多くする 
・（買い物に不便なので）野菜や魚、お惣菜などを手

軽に買える良心市やお店が増える 
・浦戸でとれる魚や野菜，日用雑貨，食堂等，今店

をやっている方々が一箇所に集まり市場のような

地区民の憩いの場があったらいいなと思う 
・日高のオムライス街道のように何かに的を絞って

ＰＲしていく 
・観光施設と地域一体型によるツーリズム観光の展

開 
・歴史と花海道のレンタルサイクリング事業の展開

（史跡マップやサイクルマップの作成、桂浜公園内

にレンタルサイクルの設置など） 
・太平洋、花海道を望む展望台の設置 
・灯台周辺を造成し、海辺の土産品店と一体化した

道の駅を作る 
・高齢者にも優しい観光地づくりをする 
・太平洋(土佐湾)を見下ろす龍馬像と同じ目線の高

さの眺望台の常設(現在は期間限定) 
・浦戸大橋の下辺りまでを桂浜公園にしてはどう

か。浦戸東・浦戸西を拡大することもできる 
・水族館を広げてプールをつくってほしい 

【長浜・御畳瀬・浦戸地域活性化協議会】浦戸地区部会意見集約表 資料３
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産業・観光 
 

・観光地と地元住民との共存 
・浦戸湾開発プロジェクトを立ち上げる 
・広域農業の推進 
・一次産業の活発化 
・空き家を利用してライブハウスを作る 
・市場跡に地元運営の飲食店をつくる(萩の茶屋の

ような) 
・産業の誘致 
・地元産業に地元雇用を 
 

 
 

歴史・文化 
 
 

・地域の行事（お祭り、運動会、敬老会）が良い伝

統として続いている【４】 
・長宗我部が築いた浦戸城、その城下町として栄え

た歴史があるまち【３】 
・史跡に富んでいる【２】 
・名所、旧跡が多い 

 ・浦戸のお祭りがなくなる ・浦戸城や浦戸城下町としての歴史のアピール 
・歴史的に有名な町なので，史跡巡りなどにお金を

いれてほしい 
 

 
 
 
 

安心・安全 
 
 
 
 

・犯罪がない【４】 
・治安が良い 
・顔見知りばかりで安心【２】 
・穏和な生活ができる 
・防災意識が高い 
・避難場所が城山 

・地震、津波、台風などの自然災害【２】 
・避難道路、避難場所の整備が不十分【２】 
・（道が狭いのに）スピードを出す車がいる 
・津波による風評で若い人が地域外へ出て行ってい

る 
・高台が少ない 

・地震、津波で人が少なくなり、建物などもなくな

る【５】 
・（負のイメージである）南海地震が来ると全国に

放送してほしくない 
・治安が悪くなってほしくない 
・海津波，山津波，テロ，北朝鮮問題等 

・避難道路、避難場所の整備【９】 
・地震、津波対策を進める【８】 
・災害に強い町になり、住民が住み続けられる町

【３】 
・津波避難タワーの設置【２】 
・桂浜へ通じる高台避難道路の建設 
・安定した雇用の創出生活環境の整備 
・津波が来る前に桂浜町内が津波の来ないところへ

引っ越していたい 
 
 

食 
 
 

・食べ物がおいしい（魚、カキなど）【４】 
・新鮮な食材が食べられる【３】 
・安心して食べられる 
・豊かな漁場 
・魚種が豊富 

  ・ここでしか味わえない食に関する施設や市場のよ

うな施設ができればいいのではないか【３】 
・駐車場を無料にして，高知の人が気軽に夜ご飯が

食べられるレストラン街をつくってほしい 

 
 
 
 
 

交通 
 
 

・市内中心部が近い 
・センター前から買い物バスが来てとても便利 
・交通の便がよい 

・道路が狭い【７】 
・公共交通機関が不便、便数が少ない【６】 
・交通の便が悪い【４】 
・買い物や通院などに不便【４】 
・車がないと不便 
・デマンドバスが朝もう一便ほしい 
・花海道の渋滞がひどい 
・デマンド方式になり不便になった 

 ・医療センターへのバスのアクセスがほしい【２】

・ゴールデンウィーク時の渋滞の解消が進めば良い

・交通の便が少なくなっても守ってほしい 
・交通の便がよくなったら，桂浜の観光客も増えて

地域活性化につながると思う 
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①浦戸地区の，いいなと思うところや好きな

ところ【現在】 

②浦戸地区の，イマイチだな，もう少し良く

ならないかなと思うところ【現在】 

③浦戸地区の，今後こうはなってほしくない

なと思うところ【将来】 

④浦戸地区の，将来こうなっていったらいい

なと思うところ【将来】 

 
 
 
 

交通 
 

・浦戸の旧道をもっと広くして，車の行き違いがで

きるようにしてもらいたい 
・浦戸唯一のトンネルを抜けてから桂浜駐車場へ向

かう区間へのカーブミラーの活用について発案は

ないか 
・東地区は避難道が狭くて一本しかなく，しかも急

な坂道のため，もう一本あればいいと思う 
・信号がなく出入りが困難(小学校・保育園) 
・交通量が多い 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・長く住んでいると、当然の様になり気付かないこ

とが多い 
・全部いい 

・自分達が知らないところで何もかも決められてい

る【６】 
・野良猫が多く，糞害で困っている。エサやり等責

任を持って欲しい【２】 
・町内会費が高い 
・桂浜荘，龍馬記念館や売店はなるべく浦戸の人を

雇用してほしい 
・小学校も保育園も子どもが少ないので，横田野地

区まで校区を広げてほしい 
・年金が足りない 
・道の駅騒動は，あまりに道の駅を前面に出しすぎ

ており，一部の人々やマスコミ，政治家により南海

トラフ地震に対する安心と安全が脅かされている

ことが残念 
・高知市内であって市内でない。何もかも遅れてい

て田舎 
・ケーブルテレビが利用できない 
・うらど号を利用する上で時間的な問題がある。時

間が空きすぎる 
・市役所の逃げのための協議会は要らない 
・地域活性化協議会委員に浦戸地区の町内会会長が

参画していないことは，地域をまとめる意味でも不

利益とはならないのか。指名制ではなく住民の意向

が大切ではないのか 
・協議会は各地区の「強み」「弱み」の現状を分析し

ていると「里海かわら版」には書かれていたが，先

に「たたき台」を提出し，それを各地区で持ち寄り

検討すべきではないか 

・観光地は地元の人を優先的に雇ってほしい【２】 
・人が減っても地区の合併はしてほしくない【２】 
・浦戸地区では桂浜に一番活気があるのに桂浜が除

外されること 
・組織が二重構造になっている。町内会に浦戸地区

の活動を一任するほうがよい 

・観光地は地元の人を優先的に雇ってほしい【２】

・若い人を呼びこみ安定した生活をするのに，働く

場所が必要 
・若い人の流出を防ぐため，保育園の延長をお願い

したい。夕方 7 時ごろまで開園しているところもあ

るようなので 
・戸数が少なくなったので、班の組み直しを行う 
・現状維持でよい 
・えいぜよ えいぜよ～♪の歌のとおりになってほ

しい 
・同地区の人と親しくなるために、情報を開示して

ほしい 
・高齢者が多いので整体がほしい 
・浦戸東・浦戸西は人口が少ないので合併したらい

いと思う 
・将来の展望は開けない 
・活性化協議会を中心に振興策を検討し，住民のた

めの活性化をお願いしたい 
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①浦戸地区の，いいなと思うところや好きな

ところ【現在】 

②浦戸地区の，イマイチだな，もう少し良く

ならないかなと思うところ【現在】 

③浦戸地区の，今後こうはなってほしくない

なと思うところ【将来】 

④浦戸地区の，将来こうなっていったらいい

なと思うところ【将来】 

 
 

その他 
 

・桂浜再生，長浜・御畳瀬・浦戸地区活性化の統一

話し合いをして各地区町内会ごとに意見をまとめ，

町内会長を代表者として話し合いを進めないと活

性協は進展しないと思う。住民の意見をまとめるの

は各町内会長である 
・男女問わず独身が多い 
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