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今年 1月 にご協力いただきました「串良地域ま

ちづくり住民アンケ‐ 卜」の調査結果がまとまり

ましたので、ご報告いたします。

この調査を踏まえて、今後の串良地域のまちづ

くりを皆さんとともに進めていきたいと思います。

ご協力ありがとうございました。

1 深く付き合える人がいる

2時々、お茉を飲んだり、食事をしたりしている

3挨拶する程度

4つきあいがほとんどない

0その他

複数回答

無回答

■参加している地域活動 (SA)

「町内会活動Jヤヨま約半数の方が参加しているとお答えいただきました。

ただし、校区活動やボランティア活動、地域おこし活動への参加は 1～2割程度となっています。

(1)町内会活動

(2)機区活動(PTA、 育成会、体

育協会など)

(3)ポランティア活動 (町内会、校区

活動以外 )

(4)地域おこし活動

(5)串 良地域外のサークル ボヽラン

ティア活動

■よく参加している

E参加していない

H参加している 田どちらでもない

圏所属していない・関係がない 鞭複数回答

Hあまり参加していない

部無回答
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表記注

SA→単一回答 (最 も該当する選択肢一つを選んでお答えいた

だいた問題 )

MA→複数回答 (当 てはまる選択肢全てを選んでお答えいただ

いた問題 )

■ご近所づきあい (SA)

vご 近所づきあいの程度はさまざまですが、

おつきあいがない方はごく少なく、4割の

方は、お茶や食事をする、深く付き合える

ご近所がいると回答しています。



■地域活動に参加していないと答えた理由 (‖A)

「時間的余裕がない」、
「健康・身体上あ理由」など

個人的な事情があげられた

一方、「活動や行事の情報

を知らない」、「声がかからな

い」、「自分が参加できる活

動や行事がない」といった声

があることがわかりました。

1声がかからない

2活動や行事の情報を知らない

3自分力惨 加てきる活動や行事がない

4参加したい活動や行事がない

5時間的余裕がない

6経済的余裕がない

7健康・身体上の理由

8人間関係がわすらわしい

9興味がない

10その他

案回答

■串良地域の生活環境満足度  (SA)
「災害が少ない」、「自然が豊か」、「騒音がなく静か」など自然環境の満足度が高くなつていますが、「働

く場や機会がない」や「子供の進路指導」などの子育て環境の満足度は低いことがわかりました
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(3)子供力t安心して道ESt歩くことができる

(4)地域の防災 け刑本的が確立している

(5)騒音がなく静か

(6)悪臭 水貫汚濁などの公書が少ない

(7)ごみの散乱や不法投棄 荒廃地が少ない

(3)自 然が豊か

(9)公園など憩いの場が整備されている

(10)日常の買い物がしやすとヽ

(11)公園やスポーツ施設が充実

(12)公共支通(バス)が利用しやすく便利

(13)道路網が整備され自動車移動がしやすい

(■)声掛けや見守りなど、地域の支え合いが盛
ん

(lS)スポーツやレクリエーションが盛ん

(16)地域の伝統文化や祭りが盛ん

(17)地域の団お力 群ホ強い

(IB)人に紹介できる地域の特産品がある

(19)● lく場や機会が多い

(20)妊媛 出産に対するサボートが充実

(21)子首て支援が充実

(22)子どもの進路支援(進学や就職等)が充実

(23)高い者福祉サービスが充実

(24)医療機関お境 実

,そう思う 白どちらかといえ!まそう思う 白どちらともいえない ●どちらかといえばそう思わない 日そう思わない 臼複致回答 在無回答



■現在の串良地域には元気があるか  (SA)
「全く元気がない」、「どちらかといえば元

気がない」を合わせると、約 6割の方が現在

の串良地域には元気がないと感じているこ

とがわかりました。

E元気がないと感じている理由  (MA)
半数以上の方が「高齢者が増えてきた」、「子どもが少なくなつた」、「人が少なくなった」という

人口の変化をその理由として挙げています。

v3割 の方が「住民の連帯感、

一体感が少なくなつた」、「祭

りや地域祭事の参加者が少な

くなった」、「地域活動が固定

化・マンネリ化している」と

いつた地域活動の低迷で串良

地域に元気がないと感じてい

ることがわかりました。

■申良地域での居住継続について (SA)

串良地域での今後の居住意向 (住み続けたい

と思うか)をたずねてたところ、約 7割の人が

「住み続けたい」と考えていることがわかりま

した。

1 人が少なくなつた

2子どもが少なくなつた

3高齢者が増えてきた

4食事や買い物の場が少なくなつた

5バスの優数が減つた

6空吉家が増えた

7働く場が少なくなつた

8景気が悪くなつた

9串良地域を訪れる人が少なくなつた

10祭 りや地域祭事の参加者が少なくなつた

11地域清勧が固定化 マンネリ化している

12行事が多犠 れてきた

43住民に主体性がなくなつた

14住民の道帯感、―体感が少なくなった

15住民としての詩りを感じなくなつている

16その他

無回答

1住み続けたい

2他の地域に移り佳みたい

0-度 は津良地域から,|つ越すと思
うが、また戻つてくると思う

4わからない

5その他

複数回答

無回答

15%

04%



1 あなた自身の結,昏

2あなた、または配偶者の妊娠・出産

3子どもの乳幼児期 (保育国の通所…

4住まいの建替えや新居の取得時期

5配偶者の就業(職場復帰、通業等 )

6子どもの小学校 中学校への進学

7子どもの高校Ⅲ大学等への進学

8親族の世話 介護が必要な時期

9親の都合(転勤・転居等 )

40その他

複数回答

無団答

日15%

00%

00%
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■転居のタイミング (MA)

「他の地域に移り住みたい」、
「一度は申良地域から引つ越

すと思うが、また戻つてくると

思う」とお答えいただいた方に

転居するタイミングについて

たずねたところ、「その他」で

様々な理由があげられました。、

「親族の世話・介護が必要な時

期Jや「住まいの建て替えや新

居の取得時期」に答えが集まっ

ています。

■子どもや孫に申良に住み続けてもらいたいか  (SA)

子どもや孫に串良地域に住み

続けてもらいたいかについてた

ずねたところ、「住み続けて (帰

つてきて)も らいたい」、「でき

れば住み続けて (帰つてきて)

もらいたい」を合わせて約 4割

となりましたが、「どちらともい

えない」と答えた方が同数程度

いらっしゃることがわかりまし

た。

がわかりました。

1住み続けて(帰つてきて)もらいたい

2できれば住み続けて(帰つてきて)もらいたい

3 どちらともいえない

4できれば住み続けて(婦つてきて)もらいたくない

5住み続けて(帰つてきて)もらいたくない

6子どもや孫はいない

複数回答

無回答

■将来の串良地域の心配事について (MA)

将来の串良地域の心配事として、「働く場がない」、「隣近所に人や子どもがいなくなる」、「空ま

家の増加」と人が少なくなることが不安に感じていることがわかりました。次いで「老々介護J、

「荒れた日畑の増加J、 「町内会等の集落組織の表退」など生活環境の衰退に不安に感じていること

1 隣近所に人や子どもがいなくなる

2町内会等の集落組織のま退

3道路や水路が荒れる

4棒踊り等の伝続芸能が廃れる

5荒れた回畑や里山の増加

6空吉家の増加

7住める家の不足

8住まいが古い、手狭

9小学校 中学校がなくなる

10路線バスがなくなる

11を老介護

12働く場がない

13不安はない

14その他

無回答
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■地域づくり活動を進める上で必要なこと (MA)

今後、串良地域の元気

づくりの活動を進める

上で必要なことについ

てたずねたところ、「行

政の支援」や「担い手づ

くりJ、 「住民意識の向

上」、「地域の交流の場 。

機会」の順となりました。

tヽ   =革   lSヽ   15ヽ   営革  5卓   車ヽ  お  ヽ  お草  もヽ  寛毎

岳tSt幸ど0

2角難持ノウハウの提供

3待Hv● 難

車 地域め交流の場,強念

5住民せ韓の向上

心そ理

―     録回俸
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■串良地域の振わいづくり
「平和ア リーナ等を使

つたスポーツのまち」との

口答が最も多く、次いで、
「移住者支援」、「ふるさと

使やふるさと納税J、 「郷土

料理や B級グルメ」の順と

なりました。

(串 良地域を訪れる人を増やす)のために力を入れるべき点 (MA)

■串良地域の住民を増やすために力を入れるべき点  (‖A)

減少が続いている串良地域の住民を増やすために力を入れるべき点についてたずねたところ、約
も 割の方が「若年夫婦の誘致」と回答されました

次いで、「定年退職者やリタイヤ層の誘致」や「関東・関西の串良会との連携を強化する」の順
となっています。

1東京からの移住者誘致

2福岡市や大阪、京都からの移住者誘致

3関東・関西の串良会との連携を強化する。

4鹿児島市や宮崎市などの近隣市から週末移

住者の誘致

5定年退職者やリタイヤ層の誘致

6者年夫婦の誘致

7その他

無回答
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 ヽ平和7リーナ等を使つたスボーツのまち

2川や里山を使つたアウトドア活動

3芸術活動のまち

4串良商業高校と連携した地域おこし

5郷上料理やB級グルメ

6韓国との国際交流

7ふるさと便販売やお、るさと納税

8移住者支援

0その他

案日答



■串良地域の子どもを増やすために力をいれるべき点  (MA)

子どもを増やすために串良地域が力を入れるべき点についてみると、約 6割の方が「若い夫婦世

帯を増やす」と画答していることがわかりました。

次いで「子育て ,教育の経済的な負担軽減」、「安心して子どもを遊ばせる場所の整備」など子育

てをしやすい環境の整備や充実が選ばれています

1 若い夫婦世帯を増やす

2子育て`教育の経済的な負担軽減

3妊娠 出産の健康チェック、相談体制整備

4-時 休日保育等の整備

5幼児期からの英会話など特長ある教育

6幼児期 ,小学校 中学校での個別指導の強化

7地域の人と子どもがふれあう機会の強化

8安心して子どもを遊ばせる場所の整備

0多子世帯(3人以上の子どもを育てる世帯)ヘ

の経済的支援

10低所得世帯への多彩な教育支援策の整備

11手厚く多彩な大学等への進学支援策の整備

12わからない

13その他

無回答
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ンン髄鹸隷鶴づくのか 。贈・◇繭畿幾アク勧曲
鱗

今回のアンケー トでは、串良小学校・細山田小学校・

上小原小学校の 5～6年生、串良中学校・細山田中学

校・上小原中学校の全校生徒、県立串良商業高等学校

の全校生徒の皆さんにご回答いただきました。

あわせてご報告いたします。

学校関係者のみなさん、児童 。生徒のみなさん、ご

協力ありがとうございました。

■串良地域での居住継続意向

串良地域に住む児童・生徒に

こ
これからも串良地域に住み続け
たいかと居住意向をたずねたと

ころ、「住み続けていきたい」と
「どちらかというと住み続けて

いきたい」を合わせて約 4割の

児童・生徒が住み続けたいと回

答しています。

一方で、「どちらともいえない」

という児童・生徒が約 2割、住

み続けたくないという児童・生

徒が 1割強 (「 どちかというと住

み続けたくない」、「すぐにでも引

口串良地域に住み続けたい理由

つ越したい」の合計)の回答がありました。

(MA)

(SA)

~串
良地域に「住み続

けていきたい」と「ど

ちらかというと住み続

けていきたい」と回答

した児童・生徒に、そ

の理由をたずねたとこ

ろ、「友達が住んでいる

から」が 5割強、「長

年住んでいるから」が

4割強のほか、「串良地

域が好きだから」が約

4害Jの回答がありまし

た。

1 串良地域が好きたから

2長年住んでいるから

3友達が住んでいるから

4地域の人が明るく親切だから

5行事やイベントが多いから

0自然が多いから

7 跳め力〔良いから

8まちの景観 =雰囲気が良いから

9歴史・伝続が残つているから

10その他
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1住み続けていきたい

2どちらかというと住み続けていきたい

3どちらともいえない

4どちらかというと住み続けたくない

5すぐにでも引つ越したい

0わからない

複数回答

無回答



■住み続けたくない理由  (MA)
串良地域に「どちかというと住み続けたくない」

生徒に、その理由についてたずねたところ、「ショ

画館やカラオケ等の娯楽施設がない」が約 6割 と、

いることがわかります。

と「すぐにでも引つ越したい」と回答した児童・

ンピングができる場所が少ない」が 7割強、「映

シヨンピングや娯楽施設がないことに集中して

■串良地域が自慢できる「場所 ,もの 日

「二十三や市や黒土まつりなどの祭り

次いで「串良さくら温泉、

アクアゾーンなどのレジャ

ー施設」、「平和アリーナ、

陸上競技場、テエスコー ト

等のスポーツ施設」、「平和

公園、下小原池公園、オレ

ンジパーク串良などの公園

施設」が選ばれています。

こと」

・イベント」カミ最も多く選ばれました。

1 早場米やコシヒカリなどのお米

2ビーマンやサツマイモなどの野案

3お茶やみかんなどの果物類

4鶏肉や卵、豚肉、串農和牛などの首産物

S擬の白擁や大根の漬物などの名産品

6平和公園、下小原池公園、オレンジパーク車良な
どの公園施設

7串良さくら温泉、アクアツーンなどのレジヤー施設

8二十三や市や黒主まつりなどの祭リイベント

9■持堀の深井戸 戦史地下壊 山宮神社棒断り

などの史跡 郷土芸能

10黛国との国際交流

11緑豊かな自然や田園風景

12「 申真地域」に住む人々の気風

13平和アリーナ、陸上競技場、テニスコート等のス

ポーツ施設

14その他

無回答
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1 ショッピングができる場所が少ない

2公園や広場などの遊び場が少ない

0映画館や方ラオケ等の娯実施設がない

4交通が不便

5悪臭があるから

6高校や大学、専門学校が少ない

7働く場所がないから

3車良地域が好きではない

9ほかに住みたいまちがある

10その他

無回答


