
回答者数　227人

南あわじ市のサービスについてお聞かせ下さい。

①南あわじ市で大満足なサービスは？

回答数 割合 【その他】

農業・漁業振興 49 21.9% ・何も満足できていない。 　・ない。

観光振興 29 12.9% ・あまり外に出ないからわからない。 　・図書館。

ケーブルテレビ 26 11.6%

子育て支援 20 9.0% 【理由】

教育環境 20 9.0% （教育環境） 　・これしかわからない。

福祉対策 18 8.0% （観光振興） （農業・漁業振興）

防災対策 16 7.1% ・色々変えていっているから。 ・農業は発展しているイメージ。

道路・河川 12 5.4% ・観光客がたくさん訪れているから。 ・食べ物がおいしい。

その他 12 5.4% ・新しい取り組みをよくやっているから。

ふるさと納税 10 4.5% ・福良がんばってる。

窓口対応 5 2.2% （福祉対策） （子育て支援）

公共交通 5 2.2% ・老人ホーム充実。 ・病院とかで費用が少なくなる。

財政状況 1 0.4% ・老人ホームが増えているから。

婚活支援 1 0.4% ・中学生まで医療費無料だから。

合計 224 100.0% （ふるさと納税） （道路・河川）

回答なし：58 　・ふるさと納税のサービス最高。 ・趣味でサイクリングをするため

（ケーブルテレビ）

　・さんさんネットを見ることで南あわじ市の活動がわかるから。 ・便利だから。

　・定期演奏会などみることができるから。 　　　・自分たちが出演したものを放送してくれるから。

　・毎日放送しているから。 　　　・南あわじ市の情報をすぐに知ることができる。

（別紙２）　　　　　　　　　　　　　淡路三原高校３年生へのアンケート　まとめ
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②南あわじ市で不充分なサービスは？

回答数 割合 【その他】

公共交通 129 37.5% ・あまり意識して利用していなかった     ・ない。    ・わからない。

教育環境 52 15.1%

観光振興 36 10.5% 【理由】

道路・河川 36 10.5% （教育環境） ・若者に向けて使っているお金が少なく感じる。

財政状況 21 6.1% ・エアコンがついていない教室があるから。 ・教育がダメ。

防災対策 16 4.6% ・校舎が汚い、古い、机がガタガタ。 ・学校が少ない。

子育て支援 16 4.6% ・高校の教師がいやです。 ・学校の環境が悪い。

福祉対策 12 3.5% ・エアコンの環境が不十分。

ケーブルテレビ 6 1.7% （防災対策）

その他 6 1.7% ・震災のときはとても不安だから。

婚活支援 5 1.5% ・誰が見ても分かりやすい現地マップや看板が必要だと思う。

農業・漁業振興 4 1.2% （観光振興）

ふるさと納税 3 0.9% ・名所がない。 ・観光地として使える場所がたくさんあるが・・。

窓口対応 2 0.6% ・観光客にもっと優しくしてあげて下さい。　 ・もっと活気にあふれてほしい。

合計 344 100.0% （財政状況）

回答なし：30 ・高校であまりエアコンをつけてくれないから。

（農業・漁業振興）

・もっとアピールするべきだと思うから。 　

（公共交通）

　・バスが少ない。高くて不便。 ・コンビニが遠い。 ・五色から学校までのバスがない。

　・通学時間のバスがない。 ・島外へ行きにくい。 ・バスをもっと増やしてほしい。

　・電車へのあこがれがある。 ・もっとバスがいる。それか電車。

　・島から出るだけでもかなりの時間とお金がかかる。　・出かけるのにバスを使用したいが、便が少なすぎる。

　・車がなければ生活できない。 　・もっと使いやすいように工夫がいる。

　・公共交通機関だけでは生活できず、高齢者の免許の返納は難しいと思う。

　・生活に必要な買い物、仕事をするにあたって交通の便が悪い。

（道路・河川） ・整備できていない道が多い。 　・学生の通学路をもっと安全に。河川などの整備も必要。

・三原川の整備をするだけで、成相川などの支流の整備を全くしてくれない。

129

52
36 36

21 16 16 12 6 6 5 4 3 2



あなたのことについてお聞かせ下さい。　

①将来はどんな分野に就職したいですか？

人数 割合 【その他】

医療・福祉 53 21.5% 　・まだ決めていない。 ・声優、歌手 ・舞台関係

その他 33 13.4% 　・食品 ・ホテル、ブライダル ・心理

教育関係 25 10.2% 　・芸術家 ・デザイン ・ゲーム関係

公務関係 25 10.2% 　・美容

情報通信 21 8.5%

観光関係 18 7.3%

製造業 18 7.3% ②勤務地はどちらを希望していますか？
学術研究 17 7.0%

金融業・保険業 14 5.7%

卸売業・小売業 8 3.3%

建設関係 6 2.4%

農業・漁業 4 1.6%

不動産業 2 0.8%

運輸関係 2 0.8%

合計 246 100.0%

回答なし：18

人数 割合

南あわじ市内 18 8.1%

淡路島内 45 20.4%

淡路島外 158 71.5%

合計 221 100.0%

回答なし：6

南あわじ市内

8.1%

淡路島内

20.4%

淡路島外

71.5%
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③将来は淡路島で住みたいですか？
人数 割合

はい 91 42.3%

いいえ 117 54.4%

わからない 7 3.3%

合計 215 100.0%

回答なし：12

【”はい”の理由】

　・実家があるから。 ・淡路島が好きだから。

　・子どもができたら淡路島で育てたい。 ・住み慣れた所だから。

　・慣れてる。田舎が好き。 ・生まれ育ったところで、安心できるから。

　・物価が安い。都会よりも住みやすいから。 ・のどかだから

　・ゆくゆくは淡路島に住みたい、過ごしやすい。 ・自然がきれいだから。

　・居心地がいいから。 ・実家暮らしをしたい。

　・平和だから。 ・人が多いところは苦手だし、食べ物は良い。

　・のんびり暮らせるから。 ・仕事をするのは島外だけど、老後は淡路島に住みたい。

　・自然の中がいいから。 ・田舎の方が物価が安い。

　・老後おだやかな地で過ごしたいから。 ・食べ物がおいしいから。

　・親がいるので住みやすい。 ・老後は家庭菜園を楽しみたいから。

　・自然豊かで、できること（自由度）が多いとこ。 ・必要がないなら都会に行きたくないから。

　・将来的に淡路島で店を持ちたいから。 ・玉ねぎがおいしいから

　・趣味がしやすい。 ・見た目が豊かだから。

　・自然の中で子育てしたいから。 ・環境がいいから。

　・いい所だから。 ・住民が減ってきているのでもっと発展させたいから。

　・友達・家族がいるから。

【”いいえ”の理由】

　・就職先が少ないから ・海外に住みたい

　・あまり店がないから ・制度が嫌だから

　・仕事先に望むものがないから。 ・外に出るのもまた勉強である。

　・一回は島外で暮らしてみたい。 ・もっと広く見たい。

　・車がないと不便だから。（交通関係） ・いやだから。

　・将来の島内での就職が心配だから。 ・住みたくないわけではない。

　・不便だから ・淡路を出たいから。

　・交通が不便。お店が少ない。 ・物が少ないから。

　・都会で暮らしたい。 ・何もないから。

　・農業をしたくないから。 ・狭い。

　・田舎すぎるし、交通が不便だから。 ・生活が不便。海外で仕事がしたい。

　・都会の方が便利だから。 ・他の田舎に行く。

　・もっと幅広くさまざまな人と話したいから。 ・都会で暮らしてみたい。

　・都会で就職したい。 ・できれば住みたいが、仕事がない。

　・お年寄りばっかりだから、店も若者向けがなくなったから。

　・都会がいいというわけではないが、さすがに不便すぎる

　・施設（若者向け）が不十分で、あらゆることで島外にいく必要がある（映画館など）。
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④淡路三原高校に進学した理由を教えてください。

人数
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回答なし：5

【その他】

　・近かったし、大した勉強なしに入れるから。

　・仕方がなかった。

　・自分の学力に適していたから。

　・一番近くて、そこしかなかったから。

　・なんとなく。

　・サイエンスに行きたかったから。

　・受験教科が少なかったから。

　・島内で一番レベルが高かったから。

割合

5.0%

70.2%

1.3%

進路指導で勧められたから

通学しやすい場所だから

進学・就職に有利だった

部活動が魅力的だった

100.0%

学校の風土がよかった

友人が行く学校だった

制服が良かった

その他

合計

4.2%

0.8%

6.3%

5.5%

6.7%

進路指導で勧められたから

5.0%

通学しやすい場所だから

70.2%

進学・就職に有利だった

1.3%

部活動が魅力的だった

4.2%

学校の風土がよかった

0.8%

友人が行く学校だった

6.3%

制服が良かった

5.5%

その他

6.7%



⑤最後に、市や市議会に対して期待すること、ご要望などがございましたらお聞かせください。

　・マンションにFree WiFiをつなげてほしい。 ・外灯を追加してほしい。

　・教育環境の見直し。 ・バスを増やすか安くするかしてほしい。

　・島外への交通の費用が高い。 ・しっかりしてください。

　・淡路三原高校どうにかして下さい。 ・自動運転はまだですか。

　・津名の一億が結局どうなったのか知りたい。 ・頑張ってください。

　・福良の花火大会を復活してほしい。 ・何も期待することはない。

　・若者が出ていかないようなまちづくり。

　・議会でそんなことをやっているのかもっとわかりやすくしてほしい。

　・財政良くしてこー。

　・少子高齢化対策に期待。

　・薬局や食品・雑用品を扱う店は多いが、本屋・電機屋等の店が少ないように感じる。

　　洲本に負けないような大きな買い物ができる場所がほしい。

　・がんばって玉ねぎ育ててください。

　・通学に使えるバスを増やしてほしい。

　・福良に新しい施設が先日できたのを筆頭に、南あわじ市が活気づいてきたような感じがして

　　嬉しかった。　市議会の活動に期待するのではなく、自分と市議会で協力して南あわじ市を

　　盛り上げたい。

　・三原川の支流（特に成相川の榎列方面）の整備を直ちにして欲しい。しないと氾濫がすぐに

　　起きてしまう。

　・良いまちづくりをするには、まず市民が「さあ、やろか！」と思えるのが大切。市と市民が一体で

　　物事をすることに私は魅力があると思うし、市民も思い入れがあることから、積極的に良い

　　方向へ向くまちづくりをしようと思う。なので、まずは市民が「さあ、やろか！」と思えるような

　　政策をお願いしたい。

　・島内、島外の移動を充実させてほしい。

　・鳴門大橋にサイクリングロードいつできるのでしょうか。

　・もう少し店を増やしてください。（ドラックストアとコンビニ以外）

　・バス代があまりにも高いです。

　・もっと交通の便を改善してほしい。

　・なんで福良の花火なくなったんですか？一年に一度なので楽しみにしていたのに．．．。

　・遊び場つくれ。


