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Ⅱ 調査結果の概要

 

 

 南風原町の「住みやすさ」については、90%以上の人が「住みやすい」もしく

は「どちらかといえば住みやすい」と答えている。 

 また、南風原町に「住み続けたい」と考えている人について、「ずっと住み続

けたい」もしくは「当分住み続けたい」

と答えた人の割合は約 83%となってお

り、その理由として、一番多いのが、「買

い物など生活が便利」、次いで「通勤や

通学に便利」、「道路や町並みなど生活

環境が整っている」の順となっている。 

 このことから南風原町においては、

『住環境』が充実しているということ

が推測できる。実際、南風原町は沖縄

自動車道をはじめ、那覇市等６市町村

に隣接しており、南部の交通の要所となっていることや、大型商業施設や遊戯

施設の進出により生活の利便性が向上していることから、回答結果にも繋がっ

ていると推測できる。 

 

◇「ずっと住み続けたい」と回答した人の割合は約 54%となった。 

◇「住みにくい」もしくは「どちらかといえば住みにくい」と答えた人の割合

は、約 3%となった。 

◇「転出したい」もしくは「近いうち転出する」と答えた人の割合は、約 5%と

なった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 南風原町の住みやすさについて 
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Ⅱ 調査結果の概要

 

 

（１）近所付き合いや地域活動への参加 

「ご近所との付き合い」については、「親密な付き合いがある」もしくは「どち

らかといえば付き合いがある」と答えた人の割合が約 53%となった。 

 また、地域の団体や組織（自治会、女

性会、老人クラブ、PTA、青年会など）へ

の参加について、「現在参加している」と

答えた人の割合は約 23%となった。 

 ご近所や地域への参加について、年代

別で集計を行ったところ、年齢の高い世

代ほど割合が高い結果となり、さらには

今後「参加したい」と考えている割合に

ついても、年齢の高い世代の割合が高く

なった。それとは逆に若い世代の「ご近

所付き合い」・「地域への参加」があまり多くない現状があり、今後の対応策が

必要だと考えられる。 

 

◇ご近所付き合いについて、「親密な付き合いがある」もしくは「どちらかとい

えば付き合いがある」と答えた人の割合で一番多い世代は、70 歳代の約 88%

で、一番少ない世代は 20歳代の約 43%となった。 

◇地域への参加について、現在「参加している」と答えた割合で一番多い世代

は、70歳代の約 58%で、一番少ない世代は 20歳代の約 9%となった。 

◇今後地域へ「参加したい」と答えた割合で一番多い世代は、70 歳代の約 76%

で、一番少ない世代は 30歳代の約 40%となった。 
 
 

（２）広報活動について 

 南風原町の情報発信方法について、広報はえばる・町ホームページ・県内６

市町村共同で情報を集約したインターネットポータルサイト『オキナヴィータ』

の３つの閲覧状況を質問したところ、「広報はえばる」を「よく読んでいる」も

しくは「ざっと目を通す」、「必要なところだけ読む」と回答した人の割合が約

83%となっており、一番高い閲覧状況となった。 

 町ホームページ、オキナヴィータの閲覧状況については「見たことがない」

と回答した人の割合が半数を超えており、今後の情報発信方法について、新た

な取り組みが必要だと思われる。 

 

◇広報はえばるの閲覧状況については、「よく読んでいる」割合は約 22%、「ざっ

と目を通す」割合は約 46%、「必要なところだけ読む」割合は約 15%となった。 

◇町ホームページについて、「見たことがない」と回答した人の割合は約 59%と

なった。 

◇オキナヴィータについて、「見たことがない」と回答した人の割合は約 94%と

なった。 

２ 町民参加・町政運営について 
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Ⅱ 調査結果の概要

（３）南風原町のまちづくり活動について 

 南風原町のまちづくり活動について、どの程度関心があるかを質問したとこ

ろ、総じて「関心がある」と回答した人の割合が、どの年代においても 60%～70%

となった。 

 また、まちづくり活動について、参加

の割合は回答者によって違うが「参加し

ていきたい」と回答した人の割合は約

61%となった。その中でも特に「積極的

に参加・協力していきたい」と回答した

人を年代別に見ると 20 歳代が一番多い

結果となった。問３～４の質問で、近所

付き合いや、地域への参加率については

一番低い割合であった 20歳代が、「積極

的に参加・協力していきたい」という考

えが一番多い結果となっているため、参加・協力するきっかけがあれば、若い

世代のまちづくり活動への参加が増えていくのではないかと推測できる。 

 まちづくり活動において参加したい分

野について質問したところ、1 位が「ス

ポーツ・芸術・文化活動」となっており、

個人の特技や趣味を活かした分野でまち

づくりに参加していきたいと考えている

人が多い傾向となっている。2 位の「地

域の安全や防災」については、昨今の防

災意識の高まりが現れた結果だと考えら

れる。3 位の「子育て支援」、4 位の「学

校教育」については、子育て世代が多い

南風原町の特質が現れた結果だと考えられる。 

 住民の価値観や生活環境などが多様化している現代社会においては、町民一

人一人の得意な分野におけるまちづくりへの参加が、より良いまちづくりへと

繋がるのではないかと考えられる。 

 

 

◇町のまちづくりについて、「あまり関心がない」もしくは「全く関心がない」

と回答した人の割合は約 32%となった。 

◇まちづくり活動について、「参加したくない・できない」と回答した人の割合

は約 22%となり、その理由として一番多い回答は「時間が無い」となり、次い

で「特に理由はない」、「興味がない」という結果となった。 
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Ⅱ 調査結果の概要

 

 

（１）町職員の応対について 

 役場窓口や電話等での町職員の応対については、「とても良い」もしくは「良

い」と回答した人の割合が約 38%となり、その理由として「説明がていねい」、

「言葉づかいや態度が良い」、「待ち時間が短い」が主な理由となった。 

 逆に、「悪い」もしくは「とても悪い」と回答した人の割合は約 8%となり、そ

の理由として「説明が不親切」、「言葉づかいや態度が悪い」、「たらいまわし」

が主な理由となった。総じて「悪い」と回答した人は 8%と一見少ないように感

じるが、南風原町全体に置き換えると、約 1900 人の町民が「悪い」と感じてい

ることになり、「悪い」と感じている人は決して少なくないことが分かる。今後、

町職員の町民への応対について多くの人に「良い」と感じられるような努力を

する必要がある。 

 

◇町職員の応対について、「とても良い」と回答した人の割合は約 8%となり、「良

い」と回答した人の割合は約 30%となった。 

◇町職員の応対について、「とても悪い」と回答した人の割合は約 1%となり、「悪

い」と回答した人の割合は約 7%となった。 
 

 

（２）日常生活の運動について 

 日常生活における運動について調査を行ったところ、週に１回以上運動を「行

っている」と回答した人の割合は約 35%

となり、「行っていない」と回答した人

の割合は約 62%となった。運動を行って

いない理由としては、「時間が無い」と

答えた人の割合が約 62%と最も多い結果

となった。 

 

◇週に１回以上運動を「行っている」と

回答した人の割合は約 21%となり、「ほ

ぼ行っている」と回答した人の割合は

約 14%となった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他日常生活について 
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Ⅱ 調査結果の概要

 

 

 南風原町では、平成 19年度から平成 28年度までの 10年間における基本計画・

基本構想を『第四次南風原町総合計画』として定めており、その総合計画に基

づき、各種施策が実施されている。 

 その総合計画の基本計画および重点事業について、住民の満足度・実施度調

査を行った。 

 なお、『第四次南風原町総合計画』の認知度について質問したところ、「知っ

ている」と回答した人の割合は、約 19.7%にとどまり、「知らない」と答えた人

の割合が約 76.6%を占める結果となった。 

 また年代別に見ると、20歳代から 30歳代について「知らない」と回答したひ

との割合が特に高く、今後若い世代を中心とした周知方法が課題になると思わ

れる。 

 

 まちづくり目標ごとに、特に満足度が高い項目（満足している割合 85%以上）、

低い項目（満足している割合 50%以下）、「わからない」と回答した割合が多い項

目は以下の通りとなった。 

なお、回答者の満足度に関する度合いのみを測るため、満足度を測る割合に

ついては、「わからない」、無回答を除いた結果で比較した。 
 

 

（１）みんなで考え、みんなで創るわくわくするまち 

【満足度が高い項目】 

満足度 86% 町の広報活動により町民との情報共有を強化する取り組み 

満足度 86% 
町民・企業・地域活動団体等が情報を発信し、お互いが情報を共有できるような町

民同士の情報共有化を目指した取り組み 

満足度 85% 
行政懇談会やまちメール（町民ホールに設置）、町政提案箱（ホームページ）等に

よる町民の意見やニーズを把握するための取り組み 

【満足度が低い項目】 

満足度 45% 町民がまちづくりに参加しやすいような体制づくり 

【「わからない」と回答した人が多い項目】 

回答した割合 

62% 

行政懇談会やまちメール（町民ホールに設置）、町政提案箱（ホームページ）等に

よる町民の意見やニーズを把握するための取り組み 

回答した割合 

60% 
まちづくりに関心が抱けるような講演会、学習会の実施状況 

回答した割合 

64% 
団塊世代や退職者世代がまちづくりに参加するような仕組み作り 

回答した割合 

71% 
男女共同参画社会を目指した取り組み 

４ 第四次南風原町総合計画について 
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Ⅱ 調査結果の概要

（２）四大プロジェクト 

【満足度が高い項目】 

満足度 88% 
『町立文化センター』および『町立中央公民館』の機能強化による平和・歴史文化・

観光拠点・生涯学習拠点の形成 

満足度 86% 
『総合保健福祉防災センター』（ちむぐくる館）における地域保健福祉防災拠点の

形成 

【満足度が低い項目】 

 該当ナシ 

【「わからない」と回答した人が多い項目】 

 該当ナシ 

 

 

（３）人もまちもきらきら育つまち 

【満足度が高い項目】 

満足度 92% 
黄金森にある沖縄陸軍病院南風原壕群や町立文化センターを拠点とした平和学習

や歴史学習 

満足度 92% 

児童生徒の国際派遣事業（カナダ・ハワイへのホームステイ）や、南風原から世界

へ移住した方々との交流・ネットワークの充実など、国際交流を推進させる取り組

み 

満足度 88% 
各字公民館・自治集会所での講座の実施や、学校施設の開放、高齢者との世代間交

流、児童生徒の地域のまつりや行事への参加など、地域での交流機会の充実 

【満足度が低い項目】 

満足度 50% 
子どもたちの心身の健康づくり（いじめ対策・不登校対策・基礎的な身体能力を養

うための体力向上）に関する取り組み 

【「わからない」と回答した人が多い項目】 

回答した割合 

61% 

子どもたちの心身の健康づくり（いじめ対策・不登校対策・基礎的な身体能力を養

うための体力向上）に関する取り組み 
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Ⅱ 調査結果の概要

（４）ちむぐくるでつくる福祉と健康のまち 

【満足度が高い項目】 

満足度 88% 役場内にある地域包括支援センターでの取り組み 

満足度 87% 
特定健診を中心とした各種検診や保健指導など、町民の健康増進を図るための取り

組み 

満足度 87% 
乳児検診や母子保健推進員による活動、「子育て支援センター」や「ふれあい子育

てサロン」等の子育て家庭に対する支援充実のための取り組み 

【満足度が低い項目】 

満足度 48% 保育所における待機児童の解消や、各種保育サービスの充実のための取り組み 

【「わからない」と回答した人が多い項目】 

回答した割合 

63% 
役場内にある地域包括支援センターでの取り組み 

回答した割合 

61% 

高齢者や障害者に向けたサービス（介護予防給付事業、学習・趣味・スポーツ等の

生涯学習環境、就労環境等の充実） 

回答した割合 

71% 

ボランティアの育成と活動強化するための取り組みや、関係機関と連携した福祉

NPO の設立支援の取り組み 

 
 

（５）工夫と連携で産業が躍動するまち 

【満足度が高い項目】 

満足度 87% 
南風原町内における商業の振興（企業の進出や、既存企業の成長・発展、町内での

買い物などの利便性） 

【満足度が低い項目】 

 該当ナシ 

【「わからない」と回答した人が多い項目】 

回答した割合 

69% 

農業基盤を強化するための取り組み（農地の保全や農道の改修、畑地灌漑施設の再

整備、土壌改良等） 

回答した割合 

74% 

農業経営を強化するための取り組み（農産物の市場開拓、農・商・工連携による振

興、JA や NPO 等関係機関と連携した取り組み、さとうきびの有料品種の普及推

進等） 

回答した割合 

74% 

農業の担い手を育成するための取り組み（若年者等の農業研修教育、各種貸付事業、

就農に関する情報提供・相談活動、「南風原町人材サポートセンター」の活用推進

等） 

回答した割合 

67% 
南風原町の観光振興のための施策 
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Ⅱ 調査結果の概要

（６）みどりとまちが調和した安心・安全のまち 

【満足度が高い項目】 

 該当ナシ 

【満足度が低い項目】 

満足度 50% 
事敀・防犯に配慮したまちづくりを推進するための取り組み（歩行者等の安全のた

めの看板設置・防犯等を考慮した公園等の公共施設の整備等） 

【「わからない」と回答した人が多い項目】 

 該当ナシ 

 

 

（７）環境と共生する美しくすみよいまち 

【満足度が高い項目】 

満足度 85% ごみの減量化に向けた取り組み（分別の徹底やリサイクル活動） 

【満足度が低い項目】 

 該当ナシ 

【「わからない」と回答した人が多い項目】 

回答した割合 

63% 

環境保全の普及啓発に向けた様々な情報の発信や、各町立学校への環境学習などの

実施状況 
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Ⅱ 調査結果の概要

 

 

（１）健康・医療・福祉について 

 健康・医療・福祉の分野について、南風原町が今後力を入れたほうが良い取

り組みについては、回答数が多い順に、1 位は「介護など高齢者福祉の充実」と

なり、どの年代層からも多い割合の回答

となった。2 位は「子育て支援など児童

福祉の充実」となり、特に子育て世代で

ある 20歳代～40歳代からの回答が多い

割合となった。3 位は「健康づくりや疾

病予防などの保健活動の充実」となり、

こちらもどの年代層からも多い割合の

回答となった。 

 高齢者福祉について、力を入れたほう

が良い取り組みについては、回答数が多

い順に、１位は「介護する家庭への支援活動の充実」となり、どの年代層にお

いても一番多い回答数となった。２位は「介護保険で受けられる住宅サービス

の多様化」、３位が「生きがいづくり、社会参加活動の充実」となった。 

 子育て支援について、力を入れたほうが良い取り組みについては、最も回答

数が多かったのは「子どもを犯罪や事故から守るための取り組み強化」となり、

どの年代層からも回答数が多い結果となった。また、子育て世代である 20歳代・

40歳代でも一番多い回答数となった。なお、30歳代の回答で一番多い回答数と

なったのが「子どもを遊ばせる場所や機会の提供」であった。 
 

 

（２）教育・文化について 

 学校教育について、南風原町が力を入れたほうが良い取り組みについては、

回答数が多い順に、１位は「いじめ、不登校対策」となり、どの年代層におい

ても高い割合の回答数となった。２位は「子どもの

学力向上」となり、３位は「道徳教育の充実」とな

った。子育て世代である 20歳代～40歳代の回答にお

いても上位３つの回答が上位回答となっている。 

 生涯学習（文化・スポーツ事業）について、力を

入れたほうが良い取り組みについては、回答数が多

い順に、１位は「公民館、図書館などでの事業の充

実」となり、どの年代層からも多い回答割合となっ

た。２位は「体育・スポーツ施設の整備」となり、

20歳代～40歳代からの回答割合が多かった。３位は

「各種施設の利用機会（日数、時間など）の充実」

となった。高い年代層からの回答数が多かった回答

としては「文化・生涯学習施設の整備」があった。 
 

 

５ 今後の施策について 

南風原町イメージキャラクター 

【 はえるん 】 
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Ⅱ 調査結果の概要

（３）商工業・観光・農業について 

 商工業・観光・農業について、南風

原町が力を入れたほうが良い取り組み

については、「雇用の安定と就業の確保

など勤労者施策の推進」が最も多い回

答となり、その割合は半数近くに上っ

た。労働力人口が比較的多い南風原町

においては、やはり雇用についての関

心が高く、何らかの施策を実施してほ

しいという要望があると思われる。 
 

 

（４）都市基盤整備・生活環境・防災や犯罪について 

 都市基盤整備・生活環境・防災や犯罪について、南風原町が力を入れたほう

が良い取り組みについて質問したところ、回答数が多い順に、１位は「狭い道

路を解消し、安全に通行できる生活道路

の整備」となった。２位は「身近な公園

や緑地の整備」となり、上位２回答で 50%

を超える回答結果となった。 

 問 2-1で、南風原町が住みやすいと回

答した理由として多く挙げられたのは

『住環境』としての利便性の良さであっ

たが、この質問でも、道路や公園・緑地

など住環境としての利便性に期待する回

答が多く見られた。 

 生活環境において力を入れたほうが良い取り組みについては、「環境美化の充

実」や「ゴミ減量やリサイクルの推進」、「大気汚染や河川水質改善などの対策」

が多く回答された。 

 防災や犯罪などの分野において、力を

入れたほうが良い取り組みについては、

「地域における防犯体制の強化」が最も

多い回答数となり、次いで「大規模地震・

津波対策など防災の強化」、「交通安全対

策の充実」となった。 
 

 

 

 

 

 

 

 


