
調査目的

調査期間

調査対象

抽出方法

調査方法

配布件数 1,500 件

回答件数 457 件

回答率 30.47 ％

回収状況

市民アンケート概要

たかまつ創生総合戦略（仮称）策定にあたり、アンケートを実施し、市民の
市政に対する評価等を統計的に把握し、総合戦略の策定に反映させる。

平成27年7月

18歳以上49歳以下の市民1,500人

住民基本台帳に基づく無作為抽出

郵送

たかまつ創生総合戦略（仮称）に関するアンケート 
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問1　今の高松のまちに対してどの程度満足していますか？

1 自然環境

2 緑の環境

3 生活衛生環境

4 住宅事情

5 就業の場

6 余暇活動・レジャー

7 買物の利便性

8 まちのにぎわい

9 公共交通機関の利便性

10 道路の整備状況

11 建物や街並みの景観

12 子育て環境

13 教育水準

14 生涯学習の機会

15 芸術文化活動

16 スポーツ活動

17 医療・保健

18 福祉

19 交通安全対策

20 災害への備え

21 公共サービス

22 近所づきあい

23 地域の人々の交流

14.2% 

12.7% 

8.8% 

6.6% 

3.9% 

2.4% 

12.3% 

3.5% 

3.1% 

12.0% 

4.8% 

3.5% 

2.4% 

2.6% 

4.8% 

2.6% 

6.1% 

2.4% 

1.8% 

1.3% 

2.4% 

3.3% 

2.4% 

23.2% 

23.2% 

20.6% 

16.0% 

13.3% 

10.3% 

30.2% 

11.2% 

9.6% 

20.6% 

16.0% 

10.3% 

11.8% 

7.0% 

16.0% 

9.8% 

14.4% 

7.4% 

7.0% 

7.2% 

7.9% 

9.2% 

7.2% 

50.3% 

48.4% 

53.6% 

54.5% 

42.7% 

33.3% 

33.3% 

43.3% 

21.7% 

38.9% 

54.9% 

38.5% 

47.9% 

44.6% 

44.0% 

49.2% 

50.3% 

46.2% 

35.7% 

46.2% 

52.3% 

59.7% 

58.9% 

8.8% 

11.4% 

12.5% 

15.5% 

21.7% 

33.3% 

15.5% 

25.4% 

35.4% 

17.1% 

17.7% 

19.9% 

15.1% 

14.4% 

13.3% 

16.4% 

16.8% 

19.3% 

26.9% 

22.1% 

19.7% 

14.0% 

14.2% 

1.3% 

1.5% 

2.4% 

4.8% 

13.3% 

17.7% 

8.5% 

14.2% 

27.1% 

10.3% 

5.0% 

6.6% 

3.5% 

3.3% 

5.0% 

4.2% 

6.6% 

5.9% 

22.3% 

10.1% 

7.7% 

4.4% 

4.4% 

2.0% 

2.2% 

2.2% 

4.6% 

2.4% 

2.2% 

2.2% 

20.6% 

18.8% 

27.4% 

16.2% 

17.3% 

4.8% 

18.4% 

5.7% 

12.7% 

9.4% 

9.2% 

12.5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 やや満足 ふつう やや不満 不満 わからない 無回答・無効回答 

◆「高松のまち」についてお聞きします。 

n=457 
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項目ごとの満足度　「（満足＋やや満足）→プラス」、「（やや不満＋不満）→マイナス」

1 自然環境

2 緑の環境

3 生活衛生環境

4 住宅事情

5 就業の場

6 余暇活動・レジャー

7 買物の利便性

8 まちのにぎわい

9 公共交通機関の利便性

10 道路の整備状況

11 建物や街並みの景観

12 子育て環境

13 教育水準

14 生涯学習の機会

15 芸術文化活動

16 スポーツ活動

17 医療・保健

18 福祉

19 交通安全対策

20 災害への備え

21 公共サービス

22 近所づきあい

23 地域の人々の交流

37.4% 

35.9% 

29.3% 

22.5% 

17.3% 

12.7% 

42.5% 

14.7% 

12.7% 

32.6% 

20.8% 

13.8% 

14.2% 

9.6% 

20.8% 

12.5% 

20.6% 

9.8% 

8.8% 

8.5% 

10.3% 

12.5% 

9.6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

-10.1% 

-12.9% 

-14.9% 

-20.4% 

-35.0% 

-51.0% 

-24.1% 

-39.6% 

-62.6% 

-27.4% 

-22.8% 

-26.5% 

-18.6% 

-17.7% 

-18.4% 

-20.6% 

-23.4% 

-25.2% 

-49.2% 

-32.2% 

-27.4% 

-18.4% 

-18.6% 

-100% -80% -60% -40% -20% 0%             0 

3



問２　問１の項目のうち、高松市の魅力や誇れるものは何だと思いますか？（３つまで選択）

回答数 割合
1 自然環境 110 24.1%
2 緑の環境 71 15.5%
3 生活衛生環境 27 5.9%
4 住宅事情 21 4.6%
5 就業の場 11 2.4%
6 余暇活動・レジャー 7 1.5%
7 買物の利便性 120 26.3%
8 まちのにぎわい 13 2.8%
9 公共交通機関の利便性 19 4.2%
10 道路の整備状況 76 16.6%
11 建物や街並みの景観 25 5.5%
12 子育て環境 21 4.6%
13 教育水準 18 3.9%
14 生涯学習の機会 4 0.9%
15 芸術文化活動 45 9.8%
16 スポーツ活動 7 1.5%
17 医療・保健 23 5.0%
18 福祉 7 1.5%
19 交通安全対策 3 0.7%
20 災害への備え 12 2.6%
21 公共サービス 2 0.4%
22 近所づきあい 12 2.6%
23 地域の人々の交流 15 3.3%

項目 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

n=457 
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問３　これまでずっと高松市にお住まいですか？（合併前の地域を含む）

選択肢 回答数 割合
生まれてからずっと住んでいる 183 40.0%
高松市にかつて住んでいたが、一度転出
して、また戻ってきた

113 24.7%

市外から引っ越してきた 160 35.0%
無回答・無効回答 1 0.2%
合計 457 100.0%

「高松市での居住」について 

生まれてから

ずっと住んで

いる 
40.0% 

高松市にかつ

て住んでいた

が、一度転出

して、また戻っ

てきた 
24.7% 

市外から引っ

越してきた 
35.0% 

無回答・無効

回答 
0.2% 
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問４　あなたが高松市に住むようになったきっかけは何ですか？
(問３で「高松市にかつて住んでいたが、一度転出して、また戻ってきた」「市外から引っ越してきた」と回答した人)

選択肢 回答数 割合
自分の仕事（就職・転職・転勤・退職） 122 44.7%
配偶者の仕事（就職・転職・転勤・退職） 31 11.4%
自分の進学 19 7.0%
結婚 29 10.6%
出産 2 0.7%
介護 1 0.4%
親や子ども等との同居・近居 33 12.1%
住宅購入 6 2.2%
その他 29 10.6%
無回答・無効回答 1 0.4%
合計 273 100.0%

その他 件数
親の転勤 15
子供の進学 3
Ｕターン 2
高松が好きだから
離婚
精神疾患
阪神大震災
理想の島暮らしを求めて移住

自分の仕事（就

職・転職・転勤・

退職） 
44.7% 

配偶者の仕事

（就職・転職・転

勤・退職） 
11.4% 

自分の進学 
7.0% 

結婚 
10.6% 

出産 
0.7% 

介護 
0.4% 

親や子ども等と

の同居・近居 
12.1% 

住宅購入 
2.2% 

その他 
10.6% 

無回答・無効

回答 
0.4% 
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問５　これからも高松市に住み続けたいですか？

選択肢 回答数 割合
今の場所に住み続けたい 256 56.0%
市内の別のところに引っ越したい 63 13.8%
市外へ引っ越したい 17 3.7%
わからない 119 26.0%
無回答・無効回答 2 0.4%
合計 457 100.0%

今の場所に

住み続けた

い 
56.0% 

配偶者の仕

事（就職・転

職・転勤・退

職） 
11.4% 

市外へ引っ

越したい 
3.7% 

わからない 
26.0% 

無回答・無効

回答 
0.4% 
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問６　今後も、高松市に住み続けることができますか？

選択肢 回答数 割合
高松市内に住み続ける 186 40.7%
おそらく高松市内に住み続ける 168 36.8%

おそらく市外へ転出する、すでに転出する
見込みである

37 8.1%

わからない 65 14.2%
無回答・無効回答 1 0.2%
合計 457 100.0%

高松市内に

住み続ける 
40.7% 

おそらく高松

市内に住み

続ける 
36.8% 

おそらく市外

へ転出する、

すでに転出

する見込みで

ある 
8.1% 

わからない 
14.2% 

無回答・無効

回答 
0.2% 
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問７　問６で、「おそらく市外へ転出する、すでに転出する見込みである」を選択した方は、その理由は何ですか？

選択肢 回答数 割合
自分の仕事（就職・転職・転勤・退職） 20 54.1%
配偶者の仕事（就職・転職・転勤・退職） 6 16.2%
自分の進学 2 5.4%
出産 1 2.7%
介護 1 2.7%
親や子ども等との同居・近居 2 5.4%
その他 4 10.8%
無回答・無効回答 1 2.7%
合計 37 100.0%

その他
実家が高知県にある
子どもの進学（小学校進学、中高一貫校
進学の選択肢の少なさ）
老後の環境自然の多いところ

自分の仕事

（就職・転職・

転勤・退職） 
54.1% 

配偶者の仕事

（就職・転職・

転勤・退職） 
16.2% 

自分の進学 
5.4% 

出産 
2.7% 

介護 
2.7% 

親や子ども等

との同居・近

居 
5.4% その他 

10.8% 

無回答・無効

回答 
2.7% 
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問８　あなたが居住地を選択する時に重視することは何ですか？

1 自然環境が保たれている

2 緑の環境

3 生活衛生環境がよい

4 住宅事情がよい

5 就業の場に恵まれている

6 余暇活動・レジャーが楽しめる

7 買物が便利である

8 まちににぎわいがある

9 公共交通機関が便利である

10 道路が整備されている

11
建物や街並みの景観が整ってい
る

12 子育てが安心してできる

13 教育水準が高い

14 生涯学習の機会が豊富である

15 芸術文化活動がしやすい

16 スポーツ活動がしやすい

17 医療・保健が充実している

18 福祉が充実している

19 交通安全対策が充実している

20 災害に対して安全である

21 公共サービスが行き届いている

22 近所づきあいがしやすい

23 地域の人々の交流が活発である

23.4% 

21.9% 

52.7% 

50.3% 

38.3% 

19.0% 

59.7% 

16.4% 

48.8% 

39.4% 

20.8% 

55.8% 

28.9% 

17.3% 

14.0% 

15.5% 

62.4% 

47.0% 

44.4% 

61.1% 

38.5% 

30.0% 

14.0% 

42.7% 

40.3% 

38.1% 

36.5% 

37.9% 

37.2% 

33.0% 

33.9% 

37.2% 

45.1% 

31.7% 

22.5% 

33.7% 

27.1% 

22.1% 

27.6% 

33.5% 

34.4% 

34.8% 

28.4% 

40.9% 

32.8% 

31.3% 

23.4% 

27.4% 

8.1% 

10.5% 

18.6% 

32.8% 

5.7% 

36.3% 

10.1% 

12.3% 

35.9% 

15.3% 

30.4% 

42.9% 

45.7% 

41.6% 

3.5% 

15.1% 

19.9% 

9.6% 

17.7% 

28.0% 

40.5% 

8.1% 

7.9% 

1.8% 

3.1% 

8.8% 

1.1% 

11.4% 

3.7% 

2.4% 

9.6% 

2.8% 

4.2% 

8.1% 

12.3% 

9.2% 

1.8% 

6.6% 

9.4% 

2.4% 

2.4% 

1.5% 

3.5% 

2.8% 

4.4% 

5.5% 

5.9% 

2.4% 

4.6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要でない 重要でない 無回答・無効回答 

「居住地の選択」について 
n=457 

10



項目ごとの重要度　「（重要＋やや重要）→プラス」、「（あまり重要でない＋重要でない）→マイナス」

1 自然環境が保たれている

2 緑の環境

3 生活衛生環境がよい

4 住宅事情がよい

5 就業の場に恵まれている

6 余暇活動・レジャーが楽しめる

7 買物が便利である

8 まちににぎわいがある

9 公共交通機関が便利である

10 道路が整備されている

11
建物や街並みの景観が整ってい
る

12 子育てが安心してできる

13 教育水準が高い

14 生涯学習の機会が豊富である

15 芸術文化活動がしやすい

16 スポーツ活動がしやすい

17 医療・保健が充実している

18 福祉が充実している

19 交通安全対策が充実している

20 災害に対して安全である

21 公共サービスが行き届いている

22 近所づきあいがしやすい

23 地域の人々の交流が活発である

66.1% 

62.1% 

90.8% 

86.9% 

76.1% 

56.2% 

92.8% 

50.3% 

86.0% 

84.5% 

52.5% 

78.3% 

62.6% 

44.4% 

36.1% 

43.1% 

95.8% 

81.4% 

79.2% 

89.5% 

79.4% 

62.8% 

45.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

-10.5% 

-10.3% 

-0.9% 

-2.2% 

-4.8% 

-10.7% 

-1.3% 

-13.1% 

-3.9% 

-3.1% 

-11.2% 

-6.3% 

-7.0% 

-12.5% 

-17.7% 

-15.1% 

-0.7% 

-3.3% 

-0.4% 

-0.4% 

-2.2% 

-9.0% 

-14.0% 

-100% -80% -60% -40% -20% 0%0 
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問９　居住地を選択する場合、どのような情報・支援が必要だと思いますか？（２つまで選択）

選択肢 回答数 割合
移住・定住についての情報 121 26.5%
住宅についての支援 181 39.6%
就業についての支援 153 33.5%
起業についての支援 8 1.8%
出産・育児についての支援 130 28.4%
保育・教育についての支援 149 32.6%
子どもの医療費への支援 93 20.4%
その他 13 2.8%
無回答・無効回答 14 3.1%

その他 件数
介護支援 3
医療・保健への支援 2
交通の便
災害についての情報
治安情報
盛り上がり
税金の額
地域コミュニティの情報
移住・定住の支援

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

n=457 
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問10　あなたが就職先を探そうとする場合、どのようなことを重視しますか？（３つまで選択）

回答数 割合

1 大企業（有名企業）である 22 4.8%

2 自分の技術や資格を活かせる 156 34.1%

3 自分の夢を実現できる 65 14.2%

4 人や地域のためになる 52 11.4%

5 雇用が安定している（将来性がある） 246 53.8%

6 高収入である 115 25.2%

7 男女格差がない 39 8.5%

8 福利厚生が充実している 150 32.8%

9 残業が少ない 81 17.7%

10 休みがとりやすい 159 34.8%

11 高度な技術がある 12 2.6%

12 通勤が便利（転勤がない） 164 35.9%

13 先輩や友人がいる 6 1.3%

14 就職先周辺の住環境が良い 18 3.9%

15 その他 7 1.5%

その他
やりがい
人間関係
育児に理解のある会社
雰囲気の良い職場

選択肢
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

n=457 

「就職・雇用」について 
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問１１　高松市内に、問１０で選択した項目を満たす企業はありますか？

選択肢 回答数 割合
ある（複数社） 158 34.6%
ある（１社） 77 16.8%
ない 187 40.9%
無回答・無効回答 35 7.7%
合計 457 100.0%

ある（複数社） 
34.6% 

ある（１社） 
16.8% 

ない 
40.9% 

無回答・無効

回答 
7.7% 
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問12　あなたは現在結婚していますか？

選択肢 回答数 割合
結婚している（既婚） 257 56.2%
独身（未婚） 153 33.5%
独身（結婚歴あり） 45 9.8%
その他 0 0.0%
無回答・無効回答 2 0.4%
合計 457 100.0%

「結婚・出産・子育て」について 

結婚してい

る（既婚） 
56.2% 

独身（未婚） 
33.5% 

独身（結婚

歴あり） 
9.8% 

無回答・無

効回答 
0.4% 
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問13　《問12で、２～４を選択した方にお伺いします》結婚していない理由について、あなたの考えに近いものををお選び下さい。（３つまで選択）

選択肢 回答数 割合
結婚したいと思える相手がいない 74 37.4%
家族を養うほどの収入がない 30 15.2%
精神的に自由でいられる 48 24.2%
経済的に自由でいられる 31 15.7%
異性とうまくつきあえない 19 9.6%
仕事（学業）に専念したい 17 8.6%
結婚資金が足りない 15 7.6%
まだ若すぎる 13 6.6%
結婚するつもりはない 15 7.6%
その他 17 8.6%

その他
仕事上
体の事情
パートナーが同性なので結婚できない
お互い忙しすぎて時間がない
夫と死別した
子どものために再婚はしない
結婚へのタイミングが合わない
無職
彼が資金に乏しい
来月結婚予定
子どもがいるので再婚に踏み切れない
プライベートでやりたいことがあり優先度が高かったから
起業が落ち着いたら
人それぞれなので、この質問はするべきではないと思います。
振られたから
他県から来た者からすると、香川はとても閉鎖的です。
将来に不安が多すぎる
なんとなく
今年結婚予定

女 /35歳 /円座 /正社員
男 /28歳 /弦打 /無回答・無効回答

男 /31歳 /円座 /学生
女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員
男 /42歳 /高松第一 /その他

女 /35歳 /古高松 /パート・アルバイト
女 /25歳 /香西 /正社員
男 /35歳 /牟礼 /無職
女 /36歳 /東植田 /パート・アルバイト
女 /21歳 /鶴尾 /無職
女 /26歳 /屋島東 /派遣、嘱託、契約社員

性別 /年齢 /居住地 /職業
女 /32歳 /新番丁 /正社員
女 /43歳 /鶴尾 /無職
女 /48歳 /香西 /正社員
男 /39歳 /川島 /正社員
女 /46歳 /屋島西 /パート・アルバイト

女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員
女 /30歳 /川添 /自営業主
女 /41歳 /木太南 /正社員

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

n=198 
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問14　結婚しやすい環境をつくるためには、どのような支援があれば良いと思いますか？（３つまで選択）

選択肢 回答数 割合
安定した雇用の確保 223 48.8%
結婚に係る経済的支援 133 29.1%
婚活イベントなど出会いの場の提供 102 22.3%
交際術やマナーなどを学ぶ講座 16 3.5%
結婚相談窓口（仲立ち） 39 8.5%
若い世代（中学生・高校生）への結婚に関する講習会 17 3.7%
支援は必要ない 52 11.4%
その他 16 3.5%

その他
高収入を得られる職場確保
わかりません
育児・教育支援の確保
税制優遇
同性婚を認めてほしい
学校の先生は忙しすぎる
結婚後の支援
余暇の増加
住民税を減らす
小児科が近くにする
ブラック企業の排除
異業種交流会の提供
若い世代が存分に活躍できる環境
結婚の負のイメージばかり先行するような日本人独特の謙遜し
た物言いを大人がやめること。「結婚は墓場だ」などの。
この質問は大変失礼だと思います。
参加料金の安い婚活イベント
地域全体で子供を育てる意識を育てる
県全体のコミュニケーション能力
結婚すると得をする、独身でいると損をする色々な面で（経済的
だけではダメと思う）荒療治が必要では…
子育てをしやすい環境
活気のある街 男 /56歳 /古高松 /正社員

女 /41歳 /木太南 /正社員
男 /31歳 /円座 /学生
男 /43歳 /無回答・無効回答 /派遣、嘱託、契約社
女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員

男 /42歳 /高松第一 /その他

女 /35歳 /円座 /正社員

男 /31歳 /栗林 /正社員
女 /39歳 /香南 /その他
男 /35歳 /牟礼 /無職
女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員
女 /37歳 /浅野 /専業主婦（主夫）

女 /42歳 /新番丁 /パート・アルバイト

女 /32歳 /新番丁 /正社員
男 /25歳 /木太南 /正社員
女 /48歳 /香西 /正社員
男 /39歳 /川島 /正社員
女 /43歳 /高松第一 /正社員
男 /29歳 /木太北部 /その他

性別 /年齢 /居住地 /職業
女 /37歳 /屋島 /正社員
女 /49歳 /木太 /派遣、嘱託、契約社員

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

n=457 
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問15　出産しやすい環境をつくるためには、どのような支援があれば良いと思いますか？（３つまで選択）

選択肢 回答数 割合
産休・育休制度の充実 226 49.5%
妊娠・出産に関する相談・地域のサポート体制の充実 86 18.8%
妊娠・出産時の経済的負担の軽減 232 50.8%
支援は必要ない 6 1.3%
その他 16 3.5%

男 /37歳 /亀阜 /正社員

男 /40歳 /木太 /正社員
女 /37歳 /浅野 /専業主婦（主夫）
女 /30歳 /川添 /自営業主

男 /31歳 /太田南 /正社員

男 /44歳 /屋島西 /正社員
女 /31歳 /花園 /正社員

女 /37歳 /川東 /パート・アルバイト

安定した雇用の確保、収入の全体的向上。
産後の保育環境の充実
産休者が出た時のサポート及び負担が増した社員に対する手当等。※産休・育休が取りにくい

女 /31歳 /林 /派遣、嘱託、契約社員
男 /43歳 /無回答・無効回答 /派遣、嘱託、契約社員
女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員
女 /41歳 /木太南 /正社員
男 /42歳 /高松第一 /その他

復職できる環境の整備（同僚に迷惑が掛からないようなサポート）

性別 /年齢 /居住地 /職業
女 /49歳 /木太 /派遣、嘱託、契約社員
男 /38歳 /高松第一 /自営業主

女 /37歳 /亀阜 /パート・アルバイト

女 /30歳 /古高松南 /正社員
男 /49歳 /屋島 /正社員

産後の支援
1の制度は充実してきているが、現実、休暇をとりづらい。職場により、まだまだ男性社員や独身
社員の理解が得辛い。理解を求めるためにも企業への継続的な働きかけが必要。
産まれてからの経済的援助
仕事を少なくする
保育所の充実
子育てに関るあらゆる費用の大胆な軽減

住民税を減らす
普通に仕事すればできるはず
出産時より教育（私学や大学への進学）の支援
企業の制度改革（産後も働ける環境づくり）
保育、教育の充実
男性の職場環境の向上（出産は女性1人がするものでないという考え）

女 /43歳 /鶴尾 /無職
男 /29歳 /木太北部 /その他
男 /31歳 /栗林 /正社員
男 /35歳 /牟礼 /無職
女 /47歳 /古高松 /正社員

その他
出産後も働きやすい環境にする。
子供の数に応じた市民税等の減免
上記の項目だけでは産みたいと思いません。産んだ後の保育・教育・地域の安全等子育てに視
野を広げていただかないと出産しやすい環境を整えられません！！出産の時点で子育ての事ま
で考えますので、上記の項目だけでは足りません。
保育の充実
不妊治療の助成
出産できないので分からない
企業が流動的に人員確保できる環境作り

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

n=457 
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問16　子育てについて、どのようなイメージを持っていますか？（３つまで選択）

選択肢 回答数 割合
楽しい 130 28.4%
にぎやか 94 20.6%
充実感がある 107 23.4%
お金がかかる 285 62.4%
時間がとられる 139 30.4%
不安がある 95 20.8%
その他 10 2.2%

その他
自分の時間がなくなる
ＳＮＳ（スマートフォン、携帯）ネットによる弊害※いじめ等
しあわせ
社会が豊かになる、幸せ、希望
寝不足になる
体力、精神力共に消耗される（それでも子供に癒される）
大変である

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

n=457 
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問17　現在の子どもの数と、あなたにとって理想的な子どもの数は何人ですか？

＜現在の子どもの数＞
選択肢 回答数 割合

0人 187 40.9%
1人 83 18.2%
2人 121 26.5%
3人 45 9.8%
4人以上 7 1.5%
無回答・無効回答 14 3.1%
合計 457 100.0%

＜理想的なの子どもの数＞
選択肢 回答数 割合

0人 15 3.3%
1人 36 7.9%
2人 238 52.0%
3人 143 31.3%
4人以上 16 3.5%
無回答・無効回答 9 2.0%
合計 457 100.0%

0人 
40.9% 

1人 
18.2% 

2人 
26.5% 

3人 
9.8% 

4人以上 
1.5% 

無回答・無効

回答 
2.0% 

0人 
3.3% 1人 

7.9% 

2人 
52.0% 

3人 
31.3% 

4人以上 
3.5% 

無回答・無効

回答 2.0% 
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＜現在の子どもの数と理想的な子どもの数の関係＞
回答数 割合

現在＜理想 309 67.6%
現在＝理想 123 26.9%
現在＞理想 14 3.1%
無回答・無効回答 11 2.4%
合計 457 100.0%

現在＜理想 
67.6% 

現在＝理想 
26.9% 

現在＞理想 
3.1% 

無回答・無効

回答 
2.4% 
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問18　「現在の子どもの数」が「理想的な子どもの数」より少ない理由は何ですか？（３つまで選択）
　《問17で「現在の子どもの数」が「理想的な子どもの数」より少ない方対象》

選択肢 回答数 割合
子育てにはお金がかかる 77 23.5%
仕事や趣味を優先したい 15 4.6%
仕事と子育ての両立が難しい 43 13.1%
職場の理解がない 2 0.6%
自分や夫婦の生活を大切にしたい 9 2.8%
高齢出産になる 34 10.4%
住居が狭い 8 2.4%
子育てを手助けする人がいない 22 6.7%
健康上の理由 15 4.6%
育児の心理的・肉体的負担が大きい 19 5.8%
ほしいけれどもできない 32 9.8%
配偶者の協力が得られない 4 1.2%
子どもの医療費の経済的負担が大きい 6 1.8%
保育園や幼稚園にお金がかかる 19 5.8%
高等学校や大学教育にお金がかかる 31 9.5%
いじめなど子どもの成長に不安がある 6 1.8%
その他 39 11.9%

その他
独身のため
経済的な不安
出産したばかり
自然に任せている
不妊に対する支援が充実すれば増えていたと思う。実際治療し
たが、経済的負担が多く諦めた。

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

n=327 

22



問19　子育てしやすい環境をつくるためには、どのような支援があればよいと思いますか？（３つまで選択）

選択肢 回答数 割合
地域ぐるみで子育てができる環境づくり 93 20.4%
子育てに関する相談、サポート体制の充実 85 18.6%
育児に関するセミナーなどの開催 12 2.6%
育児休暇制度の充実（期間の延長など） 138 30.2%
男性の育児休暇取得の推奨 76 16.6%
子どもの人数に応じた経済的な支援 195 42.7%
保育所などの預け先の施設の充実 192 42.0%
企業による育休明けの働き方に関する支援 56 12.3%
子育てがしやすい税制や社会保障の実施 170 37.2%
育児や住宅に対する資金貸与や補助支援 67 14.7%
長時間労働の是正、有給休暇の取得促進など、育児時間の確保 121 26.5%
支援は必要ない 4 0.9%
その他 22 4.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

n=457 
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男 /56歳 /古高松 /正社員

女 /30歳 /川添 /自営業主
男 /32歳 /無回答・無効回答 /自営業主
女 /25歳 /一宮 /正社員
男 /31歳 /太田南 /正社員
女 /35歳 /木太 /専業主婦（主夫）
女 /42歳 /新番丁 /パート・アルバイト

大家族になるように勧める。昔の日本のように同居の勧め。
子どもがいる世帯全てへの優遇と高齢者が支援に参加し一挙両得とする。ただし、子どもが出来
ない世帯が引け目を感じるものにならないことも重要と思う。困難であるが…
そもそもの賃金をもっと上げてくれなければ難しいと思います。

大人数（４人以上）の子供の家庭には特別な支援が欲しい

男 /43歳 /無回答・無効回答 /派遣、嘱託、契約社員
女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員

男 /42歳 /高松第一 /その他

女 /35歳 /円座 /正社員
男 /41歳 /栗林 /自営業主

社会が子どもの存在をあたたかく受け入れられる環境作り（高齢者優先だけでなく育児する親に
やさしい社会に）

給食費は子ども手当から差し引いていいと思う

その他
給付金よりも税金の減免を求める。
中・高学年の放課後受け入れ先支援
自分で働いて大きくする。奨学金制度の利用。
住民税を減らす

女 /41歳 /多肥 /正社員

女 /58歳 /仏生山 /無職

女 /35歳 /川島 /正社員

女 /38歳 /川岡 /正社員
男 /45歳 /大野 /自営業主

女 /37歳 /浅野 /専業主婦（主夫）

病気をした時にあずかってくれる施設、病院が欲しい
子育ての為余裕を持ったコミュニティづくり

性別 /年齢 /居住地 /職業
男 /38歳 /高松第一 /自営業主
女 /43歳 /鬼無 /正社員
女 /48歳 /亀阜 /正社員
男 /31歳 /栗林 /正社員

子育てに特化した地域を作る
保育所などで夜遅くまで預けられるようになってほしい
塾に行かないと進学できない教育は疑問を感じる。義務教育の内容をもっと見直すべき。
夫の時間外勤務の軽減
子どもが安心してあそべる公園（ボール遊びなどの）
父親1人が週休2日定時内で働けば妻子と両親を養える十分な収入が得られる社会の実現

④と重なるが、子供が３歳になるまでは、母親が家庭で育児できるよう国が支援する（3歳まで母
親が育児することを義務とする）
上司に対して教育してほしい。（子育て中の部下が有給申請しても通らない時があるし、有給を
使うとボーナスの査定を下げる）
子育てしながら仕事をしている人への企業側の理解
無差別な子ども手当は必要ないと思う。本当に勉強したい子どもが学校に行ける制度を作ってほ
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問１　「あなた自身のこと」について

（１）性別

選択肢 回答数 割合
男 176 38.5%
女 279 61.1%
無回答・無効回答 2 0.4%
合計 457 100.0%

男 
38.5% 

女 
61.1% 

無回答・無効回

答 
0.4% 

「あなた自身のこと」について 
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（２）年齢

選択肢 回答数 割合
20歳未満 4 0.9%
20歳代 85 18.6%
30歳代 165 36.1%
40歳以上 201 44.0%
無回答・無効回答 2 0.4%

合計 457 100.0%

20歳未満 
0.9% 

20歳代 
18.6% 

30歳代 
36.1% 

40歳以上 
44.0% 

無回答・無効回

答 
0.4% 
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（3）居住地

カテゴリー 回答数 割合
都心 109 23.9%
中部 77 16.8%
東部北 75 16.4%
東部南 45 9.8%
西部北 22 4.8%
西部南 51 11.2%
南部 31 6.8%
その他 39 8.5%
無回答・無効回答 8 1.8%
合計 457 100.0%

都心 
23.9% 

中部 
16.8% 

東部北 
16.4% 

東部南 
9.8% 

西部北 
4.8% 

西部南 
11.2% 

南部 
6.8% 

その他 
8.5% 

無回答・無効

回答 
1.8% 
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（４）高松市（合併前の地域を含む）での居住年数

選択肢 回答数 割合
3年未満 42 9.2%
3年以上10年未満 59 12.9%
10年以上20年未満 78 17.1%
20年以上 270 59.1%
無回答・無効回答 8 1.8%
合計 457 100.0%

3年未満 9.2% 

3年以上10年未

満 
12.9% 

10年以上20年

未満 
17.1% 

20年以上 
 59.1% 

無回答・無効回

答 1.8% 
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（５）職業

選択肢 回答数 割合
正社員 229 50.1%
パート・アルバイト 62 13.6%
派遣、嘱託、契約社員 35 7.7%
自営業主 29 6.3%
専業主婦（主夫） 48 10.5%
学生 16 3.5%
無職 19 4.2%
その他 11 2.4%
無回答・無効回答 8 1.8%
合計 457 100.0%

その他
医師
公務員
非常勤保育士

50.1% 

13.6% 

7.7% 

6.3% 

10.5% 

3.5% 

4.2% 
2.4% 

1.8% 
正社員 

パート・アルバイト 

派遣、嘱託、契約社員 

自営業主 

専業主婦（主夫） 

学生 

無職 

その他 

無回答・無効回答 
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（６）業種（上記（４）で１～４と回答した方）※複数に該当する場合は主たるもの

回答数 割合
農林業 5 1.4%
水産業 0 0.0%
サービス業 82 23.1%
建設業 18 5.1%
公務 39 11.0%
教員・研究員 14 3.9%
製造業 35 9.9%
情報・通信業 22 6.2%
運輸業・郵便業 10 2.8%
金融業・保険業 19 5.4%
医療・福祉業 63 17.7%
電気・ガス・水道 7 2.0%
卸売業・小売業 31 8.7%
不動産業 4 1.1%
その他 3 0.8%
無回答・無効回答 3 0.8%

合計 355 100.0%

その他
産業廃棄物リサイクル
学校関係

1.4% 

23.1% 

5.1% 

11.0% 

3.9% 
9.9% 

6.2% 

2.8% 

5.4% 

17.7% 

2.0% 8.7% 

1.1% 

0.8% 
0.8% 

農林業 

水産業 

サービス業 

建設業 

公務 

教員・研究員 

製造業 

情報・通信業 

運輸業・郵便業 

金融業・保険業 

医療・福祉業 

電気・ガス・水道 

卸売業・小売業 

不動産業 

その他 

無回答・無効回答 
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（７）現在の家族構成

選択肢 回答数 割合
単身 62 13.6%
夫婦 56 12.3%
親子 273 59.7%
三世代（親、子、孫） 37 8.1%
その他 19 4.2%
無回答・無効回答 10 2.2%

合計 457 100.0%

その他
交際相手と同棲
四世代

単身 
13.6% 

夫婦 
12.3% 

親子 
59.7% 

三世代（親、

子、孫） 
8.1% 

その他 
4.2% 

無回答・無効回

答 
2.2% 
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居住地に関する満足度と重要度の比較
（問１及び問８から居住地に関する満足度と重要度を加重平均により比較）

項目ごとの満足度スコアと重要度スコア

満足度 満足 やや満足 ふつう やや不満 不満 わからない
無回答・無効回

答

重要度 重要 やや重要
どちらともいえ

ない
あまり重要でな

い
重要でない

無回答・無効回
答

スコア 2 1 0 -1 -2 0 0

項目 満足度平均スコア 重要度平均スコア

1 自然環境 0.40 -0.16
2 緑の環境 0.34 -0.21
3 生活衛生環境 0.21 0.44
4 住宅事情 0.04 0.36
5 就業の場 -0.27 0.14
6 余暇活動・レジャー -0.54 -0.31
7 買物の利便性 0.22 0.52
8 まちのにぎわい -0.36 -0.43
9 公共交通機関の利便性 -0.74 0.31
10 道路の整備状況 0.07 0.22
11 建物や街並みの景観 -0.02 -0.34
12 子育て環境 -0.16 0.35
13 教育水準 -0.05 -0.10
14 生涯学習の機会 -0.09 -0.42
15 芸術文化活動 0.02 -0.56
16 スポーツ活動 -0.10 -0.44
17 医療・保健 -0.03 0.58
18 福祉 -0.19 0.28
19 交通安全対策 -0.61 0.24
20 災害への備え -0.32 0.51
21 公共サービス -0.22 0.17
22 近所づきあい -0.07 -0.11
23 地域の人々の交流 -0.11 -0.45
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項目ごとの満足度スコアと重要度スコアの分布図

1 自然環境
2 緑の環境
3 生活衛生環境
4 住宅事情
5 就業の場
6 余暇活動・レジャー
7 買物の利便性
8 まちのにぎわい
9 公共交通機関の利便性
10 道路の整備状況
11 建物や街並みの景観
12 子育て環境
13 教育水準
14 生涯学習の機会
15 芸術文化活動
16 スポーツ活動
17 医療・保健
18 福祉
19 交通安全対策
20 災害への備え
21 公共サービス
22 近所づきあい
23 地域の人々の交流

[CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60

重
要
度 

満足度 

33



回答数 割合
子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実 48 41.0%
支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成 6 5.1%

健康で元気に暮らせる環境づくり 19 16.2%

男女共同参画社会の形成 1 0.9%
社会を生き抜く力を育む教育の充実 17 14.5%

心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成 4 3.4%

基本的人権を尊重する社会の確立 0 0.0%
文化芸術の振興と発信 6 5.1%

活力を生み出すスポーツの振興 2 1.7%

訪れたくなる観光・MICEの振興 0 0.0%

国際交流・国内交流の充実と定住の促進 5 4.3%

地域を支える産業の振興と経済の活性化 43 36.8%

安全で安心して暮らせる社会環境の形成 15 12.8%

環境と共生する持続可能な循環型社会の形成 5 4.3%

豊かな暮らしを支える生活環境の向上 17 14.5%

コンパクトで魅力ある都市空間の形成 17 14.5%
快適で人にやさしい都市交通の形成 20 17.1%

拠点性を発揮できる都市機能の充実 12 10.3%

参画・協働によるコミュニティの再生 10 8.5%
相互の特長を生かした多様な連携の推進 0 0.0%

健全で信頼される行財政運営の確立 9 7.7%
16 13.7%

市民と行政がともに力を
発揮できるまち

その他

政策一覧

健やかにいきいきと暮ら
せるまち

心豊かで未来を築く人を
育むまち

活力と文化の魅力あふ
れる創造性豊かなまち

安全で安心して暮らし続
けられるまち

環瀬戸内海圏の中核都
市としてふさわしいまち

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

n=457 

自由意見 

主な意見として、子育て支援に関する制度の拡充や雇用の確保・創出、公共交通の利便性向上に関する意見が多くみられました。 
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自由意見一覧

自由意見 性別 /年齢 /居住地 /職業
商店街田町～三越までの商店街及び周辺商店街の活性化・特にトキワ街辺り。大企業の工場誘致。地場企業への支援 男 /49歳 /屋島西 /正社員
子育て支援の制度はありがたいのですが、なぜ小３以下の子供から区切りをつけているのかが分かりません。私のところは小４、幼稚園の年中、２才の３人の子供がいますが、
小４の子が長男になるので補助金は第１子扱いです。区切りをつけず、人数で補助金が出ればもう２人は欲しかったです（笑）それ以外では特に文句はありません。ただ高松の
商店街は駐車場を無料にしない限り、人は集まらないと思います。子育て中の人達は街中を避けていますから。

女 /35歳 /古高松 /専業主婦（主夫）

町のなかに散歩がてらに寄れる公園ができればよいと思います。例えば商店街通りのところどころに公園をつくればと思いますが。ときわ街の古い建物を思い切って公園にして
しまうとか。なかなか実現しそうにないですよネ。

女 /55歳 /栗林 /派遣、嘱託、契約社
員

高齢者だけでなく、若い人たちの意見をもっと聞いてください。若い人が将来に希望が持てなければ、健全な社会にならないと思います。男にとってはまず仕事がどうしても足
かせになります。子育てしやすい社会を作るためには、さらなる充実した制度作りが必要だと思います。

男 /27歳 /無回答・無効回答 /正社員

公共交通機関の利便性が悪く、自動車がなければ生活できない。校区に病院がほぼない。銀行もない。本当に不便である。引っ越したくてもマイホームであり、昔からの土地な
ので無理。豊かな自然はあるが土地の管理も大変。

女 /45歳 /下笠居 /派遣、嘱託、契約
社員

・新規転入者は税金の一部を免除する等の経済的な支援を行う等、転入者を増やす対策が必要と思う。・優良企業の誘致を行い、定住者を増やす（雇用の確保）・アンケートの
内容が分からない。語句解説を添付する等しないと市側が何を聞きたいのか伝わりません。（自然環境／緑の環境とは何が違うの？）

男 /40歳 /無回答・無効回答 /正社員

人口減少対策は片親でも子育てができるように行政が支援する。まちづくりを積極的に行っている団体に補助金を出す。 男 /45歳 /牟礼北 /自営業主
少子化だから子供を増やそうと言うわりに、保育施設に待機児童の子供がいたり、学童に預けにくい現状では、働きながら子育てするのは難しいと思う。保育料も高いと、働く
意味もない。

女 /28歳 /川東 /専業主婦（主夫）

不妊治療の専門病院や支援団体がもっとあれば良いと思う。公営ドッグランを作ってほしい、。 女 /48歳 /亀阜 /正社員
特になし 男 /44歳 /牟礼北 /正社員
大学でいったん県外に出ても戻ってこれる就業の場を整備する必要があると思います。 女 /37歳 /屋島 /正社員
大阪みたいに水族館とか遊園地を作ったらいい。岡山みたいにバラ園とか作ったらいい。年金も多くくれたらいい。児童手当も子供手当みたいに多めにほしい 男 /54歳 /栗林 /パート・アルバイト
高松はとても住みやすい所だと思います。あれこれと選ばなければ仕事もたくあんあると思います。ただ子育て世代としては税金などの対策がもう少し充実しているといいなと
思います。

女 /31歳 /牟礼北 /専業主婦（主夫）

関西から移住してきた身として感じることは、街の景観やインフラの充実ももちろん重要かとは思いますが、それ以上にこの街にどんな人が住んでいて、どんな暮らしを送って
いるのかリアルに見えるととても魅力的になるのではないかと思います。高松の街全体がゆるやかで、人との距離感が適度で心地よいと感じます。こうしたソフト面の強みを外
に発信できると今後さらに多くの移住者・定住者の獲得につながるのではないでしょうか。

女 /23歳 /男木 /パート・アルバイト

中・四国の圏外に出かけると高松市の道路等がすごくきれいに整備されていて済みやすい環境にあることを感じます。渋滞もあるけど他市他県に比べるとマシ。舗装道路も良
く、ガタガタではない、電線等が地上になく景観が良い。良い事で住みやすいが、そこまで必要か？とも思う。他市他県はなくても生活できている。公共工事が多くなっている
という事は、役所等が工事の発注などの仕事を作り出さなければ、民間が成り立たないという事の裏返しであり・・・こういったことが無くても成り立つ、企業の体力・経済力
をＵＰさせて、雇用条件等が良くなるようにしてほしい。同じ高松市民でも、自治体に加入している世帯と、そうでない世帯での差をなくしてほしい。地域のお知らせや市報な
ど自治体に加入していないと届かない。単身世帯の多くは若い方や逆に高齢の方。１人でアパート暮らしとなると市や町の情報から疎い。いろんなイベント等をしていて交流の
場を作るのは良いと思うが、知らないイベント等が多すぎる。ニュースで知ったりする。もったいないなぁと思う。

女 /33歳 /無回答・無効回答 /無職

調整区域を撤廃し、地価が下がったことは明らかです。コンパクトエコシティを推進していますが、きれいな道路を整備しておいて、郊外の店舗を抑制するのも、いかがかと思
います。年寄り中心の行政から、子育て世代支援行政へ、転換してほしいです。市役所の方々の対応は、いつもお世話になっていることもあり、大変満足。ぜひ大好きな高松を
盛り上げてほしいです。

男 /38歳 /高松第一 /自営業主

どんなに住環境や子育て支援が充実していても、仕事がなければ人は入ってこないし、出ていく一方ではないでしょうか。 女 /30歳 /木太北部 /その他
香川県まで大阪や岡山から新幹線を引きのばし、瀬戸大橋や明石海峡大橋も新幹線が通り、高速道路の料金も香川県に本社を移す、もしくは工場を移転する企業には無料にした
り、法人税を優遇するようなインフラに対しての利便性に税金を作って人口減少を防いでほしい。首都圏から人口を取り返してください。

男 /37歳 /三渓 /正社員

高齢者に便利な、公共交通機関の充実を。 男 /44歳 /無回答・無効回答 /正社員
小学生の医療費が無料になったのは、とてもありがたいです。とーっても助かります。アートの事やお遍路の事とかもっとＰＲできそうな気がします。瀬戸芸に行ったとき、
思ったよりとっても良かったです。島に行くには少しよいしょがいります。帰りの船に乗れなかったらどうしようとか・・・。アートに力を入れたら移住する人も増えそう。空
き家を利用して移住してもらうとか、アトリエにしてもらうとか、アートが身近になったらもっとステキな市になると思います。交通マナーが本当に悪いです。車も自転車も歩
行者も自分が先に行く！って思ってるのか、本当に危ない。どこかの県で横断歩道で止まってくれた車にお辞儀している小学生がいるとＴＶで見ました。高松でもしたらいいの
にと思いました。高松市民に足りない譲り合い・感謝の気持ちを伝えるという部分だと思います。子供が変わると大人も変わり、未来も変わると思います。

女 /37歳 /亀阜 /パート・アルバイト

私自身も不妊治療の末子供を授かりました。病院でも欲しくても諦めざる得ない状況も多々あると思います。心身等お金等もっと子供を産みやすく、育てやすい町づくりは必要
だと思います。学校なども一点集中したりしており、のびやかに育てたくとも小学校以上ではできません。もっと子供や家族が選択できるようにしていただきたいです。

女 /40歳 /無回答・無効回答 /パー
ト・アルバイト

小中高学年の教育水準を上げる。進学校を育成する（スポーツ・学問両者とも）。レジャー・環境・治安など高松の良いところを全国的にＰＲして移住者を増やす 女 /46歳 /木太 /その他
牟礼町に関しては、とにかく電灯が少なすぎる。駅など暗すぎます。高松市全体信号機などバラバラで統一感が全くなく、景観を考えてほしい。 女 /47歳 /牟礼北 /パート・アルバイ
妻の意見ですが・・・イベントに活気がない！！冬の祭りにはびっくりした。県民性なのか？？人が少なすぎてびっくりです。アニメがブームなのでコスプレの大会などしてみ
ては？全国から集まってきます。中央公園でのイベント、少なすぎ！！せっかく大きい公園なのにもったいない。あと公園でストリートライブみたいなのもできたらいいので
は？

男 /49歳 /屋島 /正社員

もっと賑わいのある街や市を作ってほしい。 男 /40歳 /鬼無 /正社員
特にありません。 男 /39歳 /川添 /正社員
都会に比べて賃金が安い（地場産業） 男 /49歳 /亀阜 /正社員
木のない公園がある。日陰を作った方がいいと思います。カーブミラーの設置。 女 /45歳 /中央 /正社員
春から秋にかけてバイクの暴走族がとてつもなくうるさいです。高松の残念な名物ですね。海外や他県他市町からの知り合いも、びっくりしています。アートや文化に対しア
ピールの比重を置いている高松ですが、暴走族の野放しがすべてをダメにしています。

男 /47歳 /太田 /正社員
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自由意見 性別 /年齢 /居住地 /職業
結婚・出産が増えなければ、人口減少は止まらないと思う。人間関係が希薄になっていることや、人とかかわることが苦手な人が増えているように思う。メールやラインだけの
付き合いばかりが増えている今の社会で、人と会って話をして、ということが減っているのが結婚につながらない一因だと感じる。自分の好きな家族と一緒に住めたら、どこに
住んでいても幸せだし、充実していると思う。若者がそれを作っていきたい（家族）と思うようになったらいいな。

女 /42歳 /植田 /正社員

・仕事や雇用の創出・子育て支援として幼稚園や保育園の充実・子供の数に応じた税制優遇や高校・大学進学時の経済的支援・交通網の充実（新幹線や地下鉄など）や低料金
化・大企業の誘致による経済の活性化・大学との連携

男 /25歳 /木太南 /正社員

高松市として考えるのではなく香川県近隣市町村と連携して魅力ある都市づくりを考えるべきではないか？観光面で目玉となるものがない。栗林公園をもっとアピールす
る・・・新しい目玉となるものを時間をかけて根付かせる。又はカマタマーレ・四国アイランドリーグのスタジアムを中央公園・玉毛公園に作り、市街中心部への人の流れを作
り、活性化を図る。地方なのだから高松市中心部への一極集中をもっと図れるはず。交通の利便性を含めて（駐車場・公共交通機関）。良い街づくりを期待しています。今は何

男 /45歳 /多肥 /正社員

マンション購入していますが、県外に住んでいます。住所は高松市のままです。税金も高松へ納めています。がん検診は受けれていません。高松のサービスが受けれないのが残
念です。でも高松の住所で納税していきます。しかし時々高松へ帰省していますが、住所変更した方がいいのかと考えています。子供は奨学金制度で借金だらけです。税金を納
めるのも苦しいです。母子家庭で所得が●●●●もなかなか苦しいです。

女 /48歳 /亀阜 /正社員

子育てにお金がかかることや、面倒な思いが強いため、昔のように多くの子供を欲しない夫婦が多い。子育て世代への金銭的支援や子育てに対する各種サービスの充実を粘り強
く続けることで徐々に成果は上がるのではないでしょうか。

男 /45歳 /屋島西 /正社員

３人目の子供が生まれたら高額な手当てが出てほとんど育てるのにお金がかからないようにしてくれるとあと一人産もうかとなると思う。 男 /48歳 /川岡 /自営業主
高松は道路の段差、ガタガタがひどくびっくりしました。車は一時停止せず、何度も危ないと思いました。住民税が上がって道路がこのままでは不満です。川のゴミをとってほ
しいです。信号の赤から青のタイミングが早く、なかなか青にならず、早く渡る人→危ない

女 /39歳 /無回答・無効回答 /正社員

バス等の運行を増やす。路線をもっと増やす（バスの）。自家用車がないと不便なのはつらい 女 /28歳 /牟礼北 /正社員
アメリカの様に同性婚を認めてほしいです。現在色々な面で大変不便です。まずは高松から→香川、香川から→日本へ発信してもらえないでしょうか。このアンケートも結婚が
前提みたいなので、答えるのにいろいろ考えてしまいました。何が普通なのか分からないけど、普通の人に対するアンケートですよね。ご存じないでしょうが高松にもそんな人
たちいっぱいいますよ。そんな人たちはとても苦しんでいます。明るい未来を私に下さいませんか？

女 /48歳 /香西 /正社員

相手が教員なのですが、朝～夜遅くまで仕事。土日もあってないような勤務で教員の仕事って本当に大変だなと思います。授業以外の仕事をサポートする人達がいたら少しは楽
になるのかなと思ったりもします。僕みたいな先生と付き合っている人は結婚しにくいんじゃあないかなと思います。

男 /39歳 /川島 /正社員

林地区に住んでいるが、小学校・中学校の人数がパンパンと聞いている。新しい学校はできないのか？ 女 /28歳 /林 /正社員
子連れで遊ぶ施設が少ない。体験学習や職場体験できる場所が少ない。図書館が少ない。 女 /43歳 /高松第一 /正社員
定住・移住対策で１～３ヶ月お試しで空き家などを低料金で貸して住んでもらうことをやってみるのはいかがでしょうか？移住してきた人で住みやすいという方もいるので、住
むところがなんと中れば減少に歯止めがかかるのでは？と思っています。

女 /28歳 /川岡 /自営業主

大学・短大の誘致。中心部より西側の公共交通機関を増やす。校区に一つは診療所を作る。非耕作地の管理をしてほしい。 女 /40歳 /下笠居 /正社員
駐車場のある公園、アスレチックが高松南部に欲しい。バス、電車を利用することが無い→バス停、駅が遠い。徳島県にある“あすたむらんど”のような県・市の施設が欲し
い。県外の友人を招いてもうどんしかない。サンメッセイベントを多く開催してほしい。高齢者の運転（バイク含む）の制限、免許返納者には県・市からタクシー券を多く渡
す、地域スーパーの商品券を渡す。子供が高齢者の運転ミスにより犠牲になることのないよう早く実践してほしい。高齢者は、病院・スーパー等に行くことが出来なくなると困
るから、車の免許を返納しない。対策をお願いします。（まちづくりに関係ないかもしれません？）

女 /35歳 /浅野 /正社員

瓦町など市街地再開発事業に対する行政の支援。三木町、綾川町等の合併による50万都市（弱）実現。
コンパクトシティー構想の実現。他、都市間競争に優位に立つために必要な施策

男 /56歳 /高松第一 /自営業主

○第2子が保育所入園できず待機児童となり、予定していた収入がなくなり、経済的不安があります。働きやすい環境にするためにも保育所の定員増、教員増を願います。
○小学校区の見直し→1クラスしかない場合（1学年）合併等も考えてほしい。反対に人気校区の爆発的な増えも小学校が大変すぎる。校区を昔のままでなく、見直す場所もある
のではないかと思う。

女 /37歳 /牟礼南 /正社員

人口減少になるのは別にいい。犯罪の少ない、質の高い人間（道徳心のある）が長く住める町づくりにして欲しい。税金を払わない、パチンコばかり行っている人達をきちんと
取り締まってください。

女 /46歳 /古高松南 /専業主婦（主
夫）

30年前に比べて、田んぼや自然がなくなっていくのは仕方ないとはいえ、さみしいです。近所の人達も昔からの人以外、知らない人が増え、近所づきあいが希薄になりました。
友達が結婚して10年以上経っても子供が出来ず、不妊治療にものすごくお金がかかったので保障を考えてもらえるといいなと思います。

女 /37歳 /川添 /パート・アルバイト

毎日、ほぼ車を運転していますが、交通マナーの悪さにあきれます。私はゴールド免許証を維持していますが、香川ほど自分勝手な運転をする県民（市民）はいないのではない
かと思いたくなるほどです。免許更新の時に、適性検査を必ず行うなど、対策をしない限り重大事故が減る日はこないと思います。講習だけでは改善はされないと思われます。
半分は聞くふりしていますよ！

女 /37歳 /一宮 /パート・アルバイト

サンプル数1,500人のアンケートが本市の課題や施策を示す参考になるとは思いません。このアンケートに限らず不要な公共事業削減に全力で取り組んでもらいたい。 男 /29歳 /木太北部 /その他
費用対効果を明確に対策してください。税を減らして合理的でコンパクトなまちづくりを。老人よりも若者重視で。 男 /31歳 /栗林 /正社員
核家族でありながら、子育て、親の介護を重複しつつ、働いている人が私を含め、周りにもたくさんみかけます。
核家族化、高齢化時代の壁に事実ぶちあたっている現象が明るみになっていると感じます。希薄な社会だからこそ、互いに助け合って健全で活気のある地域にしていく必要があ
るのではないでしょうか。
○それぞれの郷土を大切にし、受け継いでいくことが大切であると思います。
○にぎわいのあるスポットがまちづくりのポイントになるのではないでしょうか。例えば気になっているのが塩江です。もう一度活気ある一つの温泉町になってほしいです。人
が集まる場所とは…

女 /39歳 /香南 /その他

子どもの人数に応じた経済的支援や、昔みたいに近所の人や、地域の人たちとのコミュニケーション、交流をもっとたくさん持ち、みんなで子育てができる安全で安心したまち
づくりにしてほしい。

女 /35歳 /古高松 /パート・アルバイ
ト

子どもに対する医療費の助成制度が他市、他県より遅れている。学校の授業だけでは、受験（高・大）が難しく、みんな塾に通っている。塾代の負担が大きい。学校での勉強法
の見直しを。学力低下で夏休みを減らすより、まず昔のように土曜日も学校に行くのが先では？

女 /41歳 /一宮 /パート・アルバイト

古くからの自治会に新世帯として入居したのですが、年齢層が高く、若世代ということで何でもかんでも押し付けられこのところのしきたりといいくるめられる。不公平。しか
も会合は昼、または夕方で仕事を休んでの出席を求められる。そのような状況は市に伝わっているのか？市内で一度転居していますが、前の自治会から会費を請求されます。

女 /43歳 /前田 /正社員

高松には高収入を得られる企業が少ない為、どうしても若い人は高松で住みたくても、大学卒業後、県外へ転居せざるを得ない。そのため、高松に高収入を得られる企業を誘致
するもしくは高松で高収入を得られるような新しい産業が必要だと思う。

女 /26歳 /香南 /正社員

子どもの数が多い家庭には医療費を無料（子どものみ）にしてほしい。18才位までが希望。 女 /41歳 /多肥 /正社員
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自由意見 性別 /年齢 /居住地 /職業
子育て支援。企業の繁栄をサポート。 女 /45歳 /屋島東 /自営業主
働き口があれば県外に探しに行く必要が無いので、より良い企業を作って欲しい。ブラック企業の撲滅。 男 /35歳 /牟礼 /無職
丸亀町商店街にSeriaを入れてほしい（Greenからなくなったので） 女 /21歳 /新番丁 /学生
安心して子育てができる環境づくり。最近、子供が親を、親が子供を暴力ふるったり死に及ぶ事件が多い。これは親子の気持ちのすれ違い。相手を思いやる気持ちがもてない。
それを育児中の生活費減少の不安、仕事への不安（休むことが多くなる）などから子供を出産することに臆病になる。そのために出産から3歳児までは家庭でみることが義務付け
られると安心して、子供がかわることができ、その間国が最低限の生活が送れるよう保証する。

女 /58歳 /仏生山 /無職

子供が生まれている家庭に手当を厚くしないと若者は子供を産まない。共働きができれば経済的には何とかやっていける。現在は大企業に勤めて恵まれている人は育休が取れ、
給料の１／２保障があるが、中小企業に勤めている人は出産を機に辞めるケースが多いため、何の保証もないという矛盾が生じている。中小企業に勤めて辞めざる得なかった人
にも保障しないと同じだけ健康保険料・雇用保険料を納めているのにもらえないのは不公平だ。

男 /39歳 /弦打 /正社員

外国人の留学生たちに就職チャンスをたくさん提供いただければ幸いだと思います。それは外来の人口を日本国に生活や就職すれば、人口の減少対策に有利だと思います。 男 /32歳 /花園 /学生
県外より仕事でこちらに移住してきましたが、来てすぐに思ったことは、車の運転マナーの悪さ。そして、毎日のように見かける事故。いつか、自分が、巻き込まれてしまうの
ではないかと、不安でもあります。死亡事故も多いこの県ですが、県民の危機感のなさが、招いている事態ではないでしょうか？もっともっと危機感をもって、運転してもらえ
るよう対策をしてもらいたいです。

女 /24歳 /無回答・無効回答 /正社員

働く場所を確保できれば、大学で県外に行った人達などが戻って来るのでは。仕事のやりがいや収入面を考えると大企業（有名）に高松工場や、高松営業所を使ってもらえるよ
う動くのが良いと思う。

女 /35歳 /川島 /正社員

発達障害（グレーゾーン）の子供の為の援助が欲しい。手がかかるのと学力が低い為お金もかかる。そのような子供の為の支援も欲しい。高校（発達障害）公立高校などがあれば嬉しい！ 女 /37歳 /太田南 /正社員
子育てにかかるお金に対する不安がなくなったり、子育てを支援してくれる人がいれば子供ももっと欲しい人が産む決心ができると思う。老後の不安もあるので子育てばかりに
お金を使えないと思ってしまう。

女 /37歳 /多肥 /正社員

市が行っている政策などに興味を持つ必要があると感じました。若い人たちに理解しやすいような取り組みを行っていくとよいと思いました。 女 /27歳 /川添 /正社員
現在大学生（就活中）であるが、今後の事を考えると香川で働きたい企業がない。周りでも大阪、東京等への就職を考えている。人口減少を目指すのであればまずは若者に雇用
を増やす必要あり。例えば、コンパクトシティで注目された丸亀町グリーンや瀬戸内芸術祭り等からPRし、企業誘致したり。現在、香川で安定した職を考えると公務員になるし
かない状況を考えている。住みやすくて誇りに思う分、雇用がなくて県外にやむを得ず出て行くことが残念。自分も含めて。

男 /21歳 /木太 /学生

中央通りの緑の木々が見た目きれいだが、夏の時期になると鳥が渡ってきて、その糞尿の臭いで非常に道路が臭く不衛生です。
駆逐するわけにもいかないのだと思いますが何か対策をたてていただきたいなと毎年思います。

女 /38歳 /新番丁 /正社員

子育てのしやすい市にしてほしい。 男 /41歳 /十河 /正社員

○自治会へ20万を出して加入したが、地元でない人には冷たく、自治会の人は高齢の人が多く若い人にはあまり情報が入らない。自治会という場があるのなら、同世代の人が集
まったりできれば地元の方たちと交流ができるなと思いました。
○出産し企業へ就職したが、子どもが保育所での生活に慣れるまでの間、たくさん熱を出したり病気をしました。その度に私は仕事を休んだり、早退などをしていたら、企業は
私を解雇しました。企業の気持ちもわかりますが、私も働きたい。もっと病児保育の場を増やして欲しいのと、小さい子供をもちながら働きたいと思っている人の就職先をふや
して欲しいです。

女 /38歳 /川岡 /正社員

電車やバスが一旦市街地に出ないと路線がないので郊外⇔郊外の移動が車なしでも楽になったら良い。ショッピングモールやレジャー施設が少なく子供を公園以外で遊ばせられ
る場所が少ないので魅力的なスポットを増やしてほしい。

女 /26歳 /屋島東 /派遣、嘱託、契約
社員

子育てに対する経済支援＆サポートの充実 男 /36歳 /林 /正社員
香川診療所を残してもらいたい。お年寄りや子供にとって香川診療所は大切な病院です。 女 /40歳 /川東 /専業主婦（主夫）
魅力ある町づくりをお願いします。 男 /38歳 /香西 /正社員
男性の育児制度について
8:30→17:30勤務を9:30→18:30にする制度が広まれば、幼稚園の送迎などの家事に参加できる。朝の時間帯が妻も忙しい。

男 /32歳 /林 /正社員

今年、転勤で高松市へ来ました。一戸建てが多くマンションの物件数が少ない感じがしました。ファミリー向け（賃貸）のマンションがあればなと思います。 女 /41歳 /太田 /専業主婦（主夫）
子ども人数に対する経済的な支援がない。子供を育てるのにはお金がかかるので、みんな産みたくても産めない環境にある。もっと経済的支援に力を入れてほしい。 女 /35歳 /円座 /正社員
☆栗林校区にマンションが建ちすぎているように思う。あまり一ヶ所に人口が集中しすぎると、災害があった時避難場所が足りるのかが心配です。
☆ゴミ出しのルールが守れない人が多い。ゴミ場所の掃除が大変。回収してもらえなかったゴミの処分が嫌だ。

女 /53歳 /太田 /専業主婦（主夫）

子育て支援センターへの敷居が高いと感じる。助産師訪問（産後すぐの）の時に、積極的に案内してほしい。他の市に（県内）住んでいた時は、もっとイベントや交流の場を案
内してもらえたので子育てがしやすかった。高松にきて、家にこもりやすくなった。

女 /35歳 /一宮 /専業主婦（主夫）

保育所に中々入れない。出産後の働く場所が中々見つからない。（「子どもが体調不良になると親の助けはあるか？」等面接で聞かれるが親も働いており難しい） 女 /32歳 /川島 /専業主婦（主夫）
多肥地区の様に人口増加が著しい地域では保育施設が不足しており、仕事や家事等にも大きな負担となっています。自宅から近い施設への受け入れをしてもらいたいと思いま
す。

男 /40歳 /多肥 /正社員

今の中央公園前にあった市営球場がサッカー（陸上競技）スタジアムになっていればカマタマーレ讃岐人気も上がったように思います。丸亀競技場は高松市民にとって遠すぎま
すね。岡山カンコースタジアムの様に街中にあるのが１番かと思います。駅も近いのが良い。高松競輪場をスタジアムにするのはどうですか？

男 /43歳 /木太北部 /正社員

育児をしながら仕事ができる環境。子供を連れても大丈夫な病院など、分かりやすい場所などがあると助かります。教育費ももう少し補助してくれると、子供を育てれると思います。 女 /36歳 /弦打 /専業主婦（主夫）
公共交通機関がこの規模の都市の割に貧弱だと思います。１５年住んでいるのですが、年々高齢化がすすんでいますので、車に頼らない街づくりが大切だと思います 女 /45歳 /新番丁 /専業主婦（主夫）
他県に比べて住みやすい街だと思うし、転勤族の方からも良い評価のお話を聞きますが、若い世代にとっては魅力が少ないとも思う。高校卒業すると多くの人は県外の大学や専
門学校へ出てしまい、Ｕターン就職が少ない。若い世代がもっと楽しめ。活躍できる場や環境づくりをお願いします。

男 /42歳 /林 /正社員

以前勤めていた会社でもそうであったが、「女性躍進」を理由に女性を働かせすぎ。女性が働き過ぎると、出会いの場がないだけでなく、収入が高くなることにより、経済的に
は安定するが結婚にデメリットばかり感じてしまうのでは？と思う。仕事と家庭の両立を実現するには、女性の雇用の機会増、勤務時間減とするべき。子供が大きくなればまた
変わってはくるが、子供が小さい間はもう少し勤務時間を減らせればありがたい。

女 /37歳 /川東 /パート・アルバイト

・医療の無償期間の延長はすばらしい施策！！子育てに優しい街（医療・保育・教育ｅｔｃ）のブランドイメージの確立が重要。 男 /48歳 /円座 /正社員
「子育ては母親」という昔ながらの意識がまだまだ強い。企業、地域ぐるみで育児サポートできる体制がこないと、出生率も上がらないと思う。田畑をつぶして無計画に新築住
宅や大東建託的なアパートが増えているが、国・県レベルで建築をコントロールすべき（他国はしている）空き家をリノベーションするなりして、賃貸としてまわすべきでは？
緑が減る一方でヒートアイランド化が進みそう。

男 /44歳 /国分寺南部 /正社員
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自由意見 性別 /年齢 /居住地 /職業
○ウィンカーを出さない、ライトを早めに点けない、マナーが悪い。○道は多いが、路面が傷んでる○朝早く市内につくバス便が少ない○図書館はとても良い
○紙ゴミを集めている収集業者がキレイにまとめたゴミだけを先に集めているが、収集業者（又は個人）別途売り払うなどして、自分の懐に入れているのでないか？

男 /48歳 /木太 /正社員

子ども、両親に対する対策も必要だと思いますが、独身の者も増えている昨今、将来的な安心感がなければ、年金等の支払いに保証もないのに義務だけでは納めれないと思います。 男 /45歳 /大野 /自営業主
待機児童をまずなくしてください。保育園もなかなか希望のところに入れなく、職場から遠いところに預ける人もいるようです。
○片親で働きながら子育てしている人に対する制度の充実
○公園など街に緑のある環境を増やして自然が感じられる暮らしができればいいと思います。

女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員

高松市に住み続けたいと考えているが、転勤があるので仕方がない。私は全国に支店がある会社に勤務しているが、会社は地方の支社、支店を縮小していく考えのようだ。一定
規模の法人は地方に支社、支店を設置しないで法人税の率が上がる等の法整備がないと地方の雇用は確保できないと思う。東京一極集中でなくてもITを駆使すれば、地方でも雇
用は可能と考える。

男 /40歳 /古高松 /正社員

多肥上に住んでいる者ですが、多肥下は区画整備などがあったため公園などがたくさんあり遊ぶ所があるが、多肥上の周辺はありません。子供達がかわいそうです。多肥上周辺
にも公園、遊べる場所を作ってほしいです。

女 /40歳 /多肥 /パート・アルバイト

どうして高松市には博物館や科学館がないのでしょうか？子供達の教育にもっと力を入れてほしいと思います。交通事故も多いですが、道路環境が良くないと思います。（中央
分離帯にすき間を作っていて、そこから車が反対側へ行けるようにしているなど）行政のアピールする産業が"うどん"だけでは正直恥ずかしいです。芸術祭もすばらしいでしょ
うが、やはり子供達の未来につながるものを考えてほしいです。香川のすばらしい伝統文化や歴史をもっともっと有効に使ってほしいです。

女 /37歳 /浅野 /専業主婦（主夫）

子どもを育てるうえで、経済的に大変なのは高松市の場合、大学進学時だと思う。県内に大学が少ないので、どうしても自宅外進学になるし、四国四県でも数が少ない。せめて
子どもが成人を迎えるまでは児童手当のようなものがあれば助かる。（かかる費用も幼児の時ちはケタが違うので）それが改善されれば子供を高松で育てるのにも余裕ができる
のでは。

女 /47歳 /中央 /正社員

この先しばらくは東山崎町に住むつもりで、結婚する予定ですが、公園が少ない。 女 /30歳 /川添 /自営業主
最近は少子化といいながら、税金が上がったり、子供を預ける保育料、その他、食材など全てにおいて金額が上がってるのにはとても不満です。
金額を上げるなら、それなりの支援などがもっと必要だと思います。
これだと、結婚する人や子供を産む人が少ないのは仕方ないです

女 /25歳 /国分寺南部 /専業主婦（主
夫）

歩道を歩いていた時、トライアスロンの練習中の奴にベルを鳴らされたうえ、「文句あるんか、つう」とからまれた。歩行者に迷惑をかけて練習をしないといけないトライアス
ロンは中止にしてほしい。トライアスロンを高松市として売りにしたいならば、普段から自転車のマナー徹底するべき。それができなくて、市民に迷惑をかけるくらいなら、や
らない方がまし。

男 /32歳 /無回答・無効回答 /自営業
主

若者が結婚できる条件整備、それは就職。安定した年収を得られるような社会体制が必要。臨時雇用では、非常に不安定な日々。これでは、結婚し、子育てをしようとする意欲
は起きない。もっと思い切って若者に結婚補助金、子育て支援金を確保すべきである。

男 /65歳 /多肥 /自営業主

空き家対策でリノベーションを推進する体制をつくってもらいたい。建築業法のしばりが多すぎてやりたいことが実現できない。 女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員
高齢者より少子化対策が急務である。扶養中は医療費、学費無料など国と一体となってまず経済的支援をすべきではないか。 男 /46歳 /香西 /正社員
*自然災害（地震、津波、火山など）への安全性が高い高松、香川県は子どもを育てるのにとても良いところだと思う。ただ、就学年になると、私立小学校や進学実績のある中高
一貫校がないに等しい点などこのまま高松市に居ていいのか不安になる。災害のリスクと首都圏の私立小、中学受験の選択肢の多さを秤りにかけているのが実情。

男 /49歳 /高松第一 /自営業主

客観的には雇用の安定は婚姻に繋がっていると思う。
若い世代（20代）の賃金が安すぎると思う。市内本社のある程度の企業には市がある程度の指針を作成の協力要請として、雇用の安定→賃金の安定→婚姻の増加→子どもの増加
→市内人口の増加→企業の増収というモデルを早期に出した方が、その企業の社会的地位の向上をオープンにすることで、企業にも価値の向上を与える事が出来る。

大西様
政策はある程度、強引なものでも可と思います。他自治体のモデル等、既にあるモデルではなく、思い切ったモデルを出した方が良い。中途半端な回答は既成モデルは「公務員
はやはりこの程度か…」となる。公務員らしくない、思い切ったターゲットの絞り方で戦略を出してください。私は30代ですが、今の20代が雇用やお金の心配をしなくて仕事が
できる高松が10年後の高松を必ず救うと思います。

男 /37歳 /川島 /正社員

○国分寺は家ばかりで自然がなくなりつつあり、昔からいる人と来た人との近所づきあいがなくなりつつあります。家や人はもういりません。
○国分寺に道路を広げるという話がありますが、道路を作るより信号を時間差にするだけで解決すると思います。高松にもたくさんいらないコンクリート道がたくさんありま
す。コンクリートに金を使うより、ほかにその金を回した方が良いと思います。
○私の父は年に２～３回河川の草刈りをしています。この河川は個人のものではなく行政のものです。行政でしていただけないので、私の父が草刈りをして田に草種が入らない
ように草刈りをしています。議会で話はしていただけているもののアスファルトはしないで、年に2回草刈りに来ていただけるという話でしたがいまだに来ていません。コンク
リートに金を使うなら、河川の中や河川道の草刈りなど金を回すところはいろいろあります。医療や保健、福祉、就業の場がきちんとしていれば人口減少対策にもなると思いま
す。

女 /35歳 /国分寺南部 /無職

転勤族なので引っ越しは何度かしてますが、子どもがいると道路が整備されているか、近くに病院、スーパーがあるか、家賃は手頃化を重要としています。高松市は住むところ
としてはとても環境が整っていて住み良いところだと思います。子どもの医療費助成制度も厚いと思います。あとは、街（商店街）がもっと活気づき、子どもが安心して遊べる
緑の多い大きい公園（無料駐車場有）があれば最高です。

女 /34歳 /屋島西 /パート・アルバイ
ト

公共交通機関はもっと充実しないといけないと思います。電車、バスなど車に乗れない方の対応をするべき。 男 /28歳 /国分寺北部 /正社員
人口減少→高松は全体的に住みやすいと思いますが、これといった特徴があまりないように思います。また不妊治療に対する職場の理解や不妊治療ができる施設、経済的支援の
充実も必要なのではないかと思います。
まちづくり→アウトレットモールなどもっと人が集まりやすい施設の充実を希望する。丸亀町も変わったがどこか中途半端で魅力がない。リピートされる施設を作って欲しい。

女 /43歳 /多肥 /派遣、嘱託、契約社
員

＊太田南小学校区に公園が欲しい。松縄や木太町は充実しているので、車がないと公園に行けない。マンションもどんどん建っているが、ここは是非考えてほしい。
＊自転車が走りやすい道路を整備して欲しい。塩江街道（栗林ハローワークから南）歩道もガタガタで狭く、車のマナーも信用できない。子供を自転車に乗せて安心できる道
を。桜町や番町は整っていても太田下も住宅地なのにまだまだ整備が必要

男 /31歳 /太田南 /正社員
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自由意見 性別 /年齢 /居住地 /職業
○障がい者や高齢者に向けた支援の実施
具体的に福祉施設・事業所を充実させて、利用者に適した支援を行えたらよいのですが、現状、支援者が少ないので、利用者目線の支援が出来ていないという話を事業所職員か
ら聞きました。小規模な事業所は労働条件も厳しいので、労働者への待遇改善を課題とするところも多いようです。福祉の充実は地域の魅力につながると思うので、市の取組み
として力を注いでほしいです。

女 /29歳 /高松第一 /無職

人口減少対策の一つとして企業誘致をもっと行ってほしい。特に高松市は重厚長大型の企業が少ないと感じます。
高松市立大学の創設或は、私立高松大学の理系学部の増設等若者の定着する施策が必要だと思います。県外へ進学する高校生へのひもつき（学卒時にUターンすること）を条件と
した奨学金の拡充。

男 /45歳 /屋島 /正社員

他の市町がやっていないオリジナルの政策 男 /26歳 /栗林 /正社員
近くにすぐ行ける公園がない。子どもが自転車で1人で行くには道路が整備されていない。子どもがのびのびと体づくりをする環境づくりをしてほしいです。 女 /38歳 /栗林 /専業主婦（主夫）
県外（広島）から高松に来ました。沢山思うことはあります。
①交通マナーが悪すぎる。タクシー、大型トラックなどかなりの確率で赤（黄～）信号でも走っているし、タクシーなんてところかまわずUターン、停車など本当に一般ドライ
バーの手本になってほしいのに真逆。
②香川県民の接客対応は冷たすぎる。笑顔のサービスもなければ客へのおもてなしのカケラも感じない。県外はもっと丁寧な接客をしてくれますよ！
③大きい公園はあるけど歩いて行ける公園が我が家の周りには少ない。
④医療費の助成や子育て支援センターの充実には力を入れられていると感じます。
特に①に関しては何とかして下さい。危険です。

女 /35歳 /木太 /専業主婦（主夫）

街ぶらが出来るようになればいいと思う。駐車場代がかかり、ゆっくり街を歩いたり出来ない。
女 /46歳 /新番丁 /派遣、嘱託、契約
社員

高松市中心部に活気を取り戻す施策が必要。若い世代、子育て世代が中心部に集まるように。活気がないのはさみしい。中心部の一部だけを整備するのではなく、全体を整備
し、新しいアーケード街をつくって欲しい。

男 /32歳 /古高松南 /正社員

子育て真っ最中。子育てに関するセミナー、講習会などより実際に子供を数時間でも無料で託児してくれるとありがたい。
高松市の男女共同参画センターの託児を利用しているが助かっている。しかし、遠い。地域に預かってくれる場所が欲しい。考え事をしたくても育児で忙しすぎて考える時間も
ない。実際のサポートを強く望む。口減の最大要因は、出産数が少ないこと。安心して子どもを産める、
産むともっと生活が楽になる、経済支援が欲しい。このままでは、どんどん人口が減る。

女 /41歳 /川岡 /無職

子どもの医療費がいらないのが非常に助かります（幼少） 男 /36歳 /多肥 /正社員
少子化の原因は、経済的な負担が大きいことが一番の原因なのでそこを改善しなければならない。
まちづくりに関しては、高松市にはレジャー施設が少ないので、もっと魅力のあるレジャー施設を増やせばよいと思う。サッカーの競技場を作ってほしい。

男 /38歳 /栗林 /正社員

これからの世代（20代～30代）が住みたい！と思えるような街づくりをしていただきたい。
オシャレだったり、色んな楽しい施設があったり買い物できるような所があったり…
あと、交通機関の充実して欲しい。地下鉄欲しい！無理なら線路ふやして。駅まで遠い。

女 /40歳 /檀紙 /正社員

アベノミクスは仕事と育児の両立っていうけど、実際難しいですよね。仕事で休める環境でも、重要な案件がはいったら休めないし。育休開けてからは後輩に追い越されちゃう
し、それが嫌やから休めんよねー。女はお茶くみコピーの時代の方が育てやすかったのかも？なんてね。

女 /31歳 /花園 /正社員

自家用車がないと生活しにくい環境は子ども連れはきびしい。 女 /42歳 /新番丁 /パート・アルバイ
子育てについて、一専業主婦で豊かで落ち着いて子育て出来る環境づくりのサポート体制や経済的支援、子どもの医療、教育のサポートが必要。そういう町があれば子供を産み
育てたいと思う。

女 /38歳 /国分寺北部 /パート・アル
バイト

子どもが遊べる施設をもっと増やしてほしい。大きな公園、児童館などの屋内施設等。また、地域ごとに一日中無料で子供を連れて入れる交流の場があればよい。
特に林地区はベビーラッシュで子どもの数が増えているのに、それに見合った支援やサービス施設が無いように感じる。

女 /27歳 /林 /専業主婦（主夫）

まるで結婚しないとダメだ！といわれているようで、大変不快です！時代錯誤もいいところです。もっと違う所から環境づくりをすべきです。こういう環境づくりなら、高松も
これからどんどん人が減っていくでしょう！独身者の老後は高松市は見捨てるんですか！？結婚していても、子どもが出来ない方への配慮は！？
----
結婚しないと高松市民ではいられないのですか？人それぞれの生活スタイルがあるので、それが全くわかっていないのですね。大変不快なアンケートでした。こんな市役所に税
金は払いたくないです！かなりは低レベルな市です。東京じゃありえませんよ！？大問題です！！

女 /41歳 /木太南 /正社員

子どもを作りたいが、自分が育児休暇取得中に収入が無くなると住宅ローンなどの支払いができなくなる。子供は沢山欲しいが貯金がない。 女 /27歳 /林 /正社員
小学校の在籍児童数が1000人を超えています。多すぎると思います。教室が足りず増設しましたが、それでも足りず図工室もなくなりました。今後の為にも校区の改善か、新し
い小学校が出来たらよいのではないかと思います。

女 /40歳 /多肥 /専業主婦（主夫）

○車も自転車も交通マナーが悪い○暴走族がうるさい 男 /46歳 /無回答・無効回答 /正社員
新しいことをしたがらない香川を変えてほしい。四国でいえば愛媛が最初に新しいことをやっている感じが強い。他にはないまちづくりをお願いします。 男 /31歳 /円座 /学生
レジャー施設やイベントの充実 男 /27歳 /十河 /正社員
問１、２、８は同一質問だと思うので不要だと思います。 女 /34歳 /林 /正社員
○遊ぶ所がない○県外から知り合いが来ても連れていける（楽しめる所）がなさすぎる 女 /33歳 /香西 /専業主婦（主夫）

交通マナーの向上に力を入れるべきだと思います。
女 /28歳 /屋島西 /派遣、嘱託、契約
社員

会社の育児休暇の充実とか、出産後の職場の対応を、本人が気持ちよく仕事できるように。 女 /21歳 /一宮 /学生
うどんや芸術祭で香川県の知名度は上がっていると思うので、ＵターンやＩターンの人が増えるように県と協力して雇用や住宅支援をもっと手厚く（大胆なアイデアが必要かも
しれません）し、それをもっとアピール（マスコミとか）すればよいと思う。

女 /41歳 /高松第一 /正社員
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自由意見 性別 /年齢 /居住地 /職業
高松市のある香川県の面積は日本一小さい。
海に面しているとはいえ北向きで、南に海がある土地ほど訴求力は無く、資源も少ない。
仮に人口を増やしたとしても、居住地域の制約とそもそもの土地の狭さから、限界があります。
その土地柄を考えると、土地の資源や労働人口に頼った産業はあまりキラーコンテンツになり得ません。
また、モータリゼーションや現在の郊外大型ＳＣの乱立も、目先の税収増のみで未来の無い愚作と感じます（口先ばかりの自転車王国で、アーケード街の走行禁止やそのほかの
道での自転車への取り締まりも酷い二枚舌。これでは人が住みたがるはずもないです。面倒臭い）
もちろん人口減少対策は必要ですが、あまり人口の方に左右されない税収増と、労働人口に頼らない生産性という図式のシステムの構築こそが急務かと思います。
また、いくら貯蓄率が高い県民性とはいえ、それは収入が高いわけではなく、握って離さない“ケチ”で“へらこい”県民性の結果。
それらを踏まえて考えると、恒久的に県外から資金が流れてくるシステムと、税収単価の高い人物が集まり永住してくれる状況、そしてその人物たちがさらなる移住者を誘う環
境が必要かと思います。
そのためには、まず高松市中央商店街とその周辺にあらゆる機関と施設を集約。
そしてそれを取り囲む衛星都市のように住宅街を配置する都市計画と、中心部の駐車場の無料化、できれば極力車を利用しないで事足りるインフラの整備。
そして才能の集まってくる学問と文化・芸術の都として快適に暮らせる、自然あふれる高度に文化的な田園都市としての価値の創出（公的機関・施設と住環境の充実）。
そういったものが適切かと思います。
先ずは、瀬戸芸のようなタカリ紛いのゴロが集まってくるようなものではなく、学問と文化・芸術の大家が移住を望むような公的環境と、モーターレス社会でも尚成り立つ情報
とモノの流通の良さの確保（エンジン付き車両の通行量の制限や、逆に自転車解放特区のような政策も必要かと）。
瀬戸芸は批判しましたが、小豆島との連携などは視野に入れても良いかと思います。そしてその人たちからの税収増によって、基本的に極力お金を使わなくても快適に暮らせる
公共サービスの充実の好循環を作り出す。

続いて、その大家を慕い、快適な研究・開発環境、創作活動環境、住環境を求めて、若い才能が全国から集まってくるような循環の創出と安定化。
現在のクールジャパンのキラーコンテンツであるアニメ文化などの積極的な利用もすべきかと思います。
トキワ街でやっていたキャラ☆フェスのようなのも、あのようなどこかの地下でやっていたものをそのまま路上に持ち出したようなものではなく、もっと開かれた、もっと産学
官を巻き込んだ、アニメファン以外に広く訴求し文化振興・地域振興に繋がるような形で。当然、人が集まってくる以上、高度な福祉のさらなる充実も。

これらは実は高松市や香川県だけの話ではないとも考えています。国土も資源も少なく、少子化の一途を辿り、仮に人口を増やしたところで快適な居住が可能な国土が増えでも
しない限りは簡単に限界が来る我が国がとるべき唯一の、知恵づくり大国・文化芸術大国への道。ローカリズム（ある種のガラパゴス化が価値を創出する国家戦略）とそういっ
たソフトパワーで恒久的に外貨を稼ぐ道こそが、これからの国際社会でわが国が生き残るためにとるべき道であり、それに先んじて私のホームグラウンドである香川県が、高松
市が、発言力と先見性を勝ち得るために行動していくことが理想であり、ひいては人口減少対策や、第二の夕張を生まないための最良の方策だと考えます。
なんなら詐欺まがいの再生可能エネルギーなどという幻想は捨てて、高松市主導。産学官の連携で原発に代わるプラズマ融合炉の研究なんかもやってしまえばいい。

男 /43歳 /無回答・無効回答 /派遣、
嘱託、契約社員

私はダーツという競技をしています。毎月県外に行き、北海道から沖縄まで試合で行きます。その際、県外でホテルを予約するのも困難になる事も多いです。5年くらい前まで
は、サンメッセ香川でもいくつか大会があり、多い時で2,000人程のダーツファンが全国から集まり香川でも大きく盛り上がりました。人口が減る中、他県から人が来てくれて、
香川を見てくれる機会を保守心からなくしていき、今更人口減って困っても仕方ないと思って他県から来た私はそんな香川にあまり期待していません。ただ、私、個人でもでき
る香川を盛り上げたい活動は続けていきたいと思っています。

女 /34歳 /無回答・無効回答 /正社員

電車沿線（特にことでん）は非常に便利であるが、そこから外れた地区から市街地へのアクセスを充実すると良いと思う。（バスなど） 男 /34歳 /高松第一 /正社員
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自由意見 性別 /年齢 /居住地 /職業

政府は「地方創生」といっているが、首都及び都市中心の政策だと思う。東日本大震災を経ても人口の一極集中の危険を感じないのか不思議である。戦後70年で戦争経験者が減
る一方で、関東大震災の経験者は輪をかけて減っているのである。今こそ、地方が首都に人口が集中する危険を訴えるべきである。昔亡くなった祖母に戦争疎開について聞い
た。高松空襲で浅野町の親戚を頼り疎開したが食料に不自由し、戦前の田舎特有の都会への僻みから米などあまり分けてもらえず肩身の狭い思いをしたらしい。無いに越したこ
とはないが、もし何らかの災害が首都圏に起これば超大規模の集団疎開が発生すると思う。その時、現在の日本の食料自給率では危ないのではないか？だから地方で農業・畜
産・水産業を振興しなければならないと思う。先日「Ｅテレ」で東日本の復興に尽力されている方がおっしゃった言葉が耳に残っている。「いざという時、お金は役に立たな
い。札束は食べられない！…消費者は無関心すぎる…以下続く」生産者の側にも立たねばとつくづく思った。今は一県ではなく4つの県でもなく「四国」という国だと思って連携
し、小さなピザの切れ端を取り合わず、ど真ん中の大きな一枚から切り取って行かなければならないのではないか…と思う次第です。

＜問１の欄外に記入＞
１自然環境⇒高松市民、市街地住民には県内でも雪積地域があるのを知らない方も多いのでは…観光に生かせれば…
４住宅事情⇒空き家が増えているのでは？有効利用の方法があれば…
６余暇活動・レジャー⇒動物園がなくなり、水族館もなくなると聞いた。悲しいかぎりである。
７買い物の利便性⇒公共交通に難あり。特に過疎地や郊外へのアクセス！
８まちのにぎわい⇒郊外の大型店に集中しすぎ！公共交通利用者への特典を充実要
９公共交通機関の利便性⇒八十八ヵ所をアピールするため行政の枠を超え四国で連携！
10道路の整備状況⇒自動車中心の社会は時代に逆行している。何か工夫を。渋滞が多い。車が多すぎ。
11建物や街並みの景観⇒高松らしさというのが希薄。もっと独自性を。
12子育て環境⇒子どもがいる世帯（シングルマザー含む）が住みやすい環境・福祉を。
14生涯学習の機会⇒少子化で学生が減っているなら逆に高齢者を大学・高校に募集しては…欽ちゃんみたいに。
15芸術文化活動⇒瀬戸内国際芸術～等は良いと思う。
16スポーツ活動⇒よそが力を入れてない（あまり…）部門の障がい者や女子スポーツを推進すれば五輪に向けて話題になるのでは…
19交通安全対策⇒割り切って高齢者に指導するより（必要とは思うが）中年～若者に高齢者に対する指導に注力した方が効果的では…
20災害への備え⇒自分や身内からして意識が低いので…注意喚起に注力して欲しい
22近所づきあい⇒大型店が増え、マンションが増えて昭和の町のコミュニティは崩壊しつつある。
23地域の人々の交流⇒お年寄りと子供の交流はどうなのか？

男 /42歳 /高松第一 /その他

ゴミのポイ捨てが多いなぁと思います。地域(若い世代に積極的に参加してもらえるように）で環境づくりが出来るようにもっとイベントを企画して欲しいです。道路は整備され
ていますが、マナーが悪すぎて不安です。住宅が建ちすぎて、どんどん田畑がなくなっていることに不安を感じます。そんなに住む人っているのでしょうか？むしろ、新しい家
を建てて、無人の廃墟はどうなるんでしょうか？色々と疑問があります。

女 /35歳 /円座 /正社員

福祉、医療の充実。子育てのしやすい環境づくり、子どもの人数に応じて経済的な支援を充実させてほしい。 男 /28歳 /弦打 /無回答・無効回答

不育症支援についても、今後考えていただきたいです。
女 /30歳 /無回答・無効回答 /専業主
婦（主夫）

災害が少ない、自然が豊かであるといった高松の魅力をもっとアピールし、住みやすい場所のイメージを醸成させることが大切だと思います。また、定住促進には働く場を確保
するとともに、学生が市内でそのまま就職するといった流れを作ることが重要だと思います。

男 /49歳 /牟礼南 /正社員

子どもが病気などになった時、預かってくれる施設、病院の情報など（学校との連携をとり）を行い、母親も安心して働けるようにしてほしい。 男 /41歳 /栗林 /自営業主
高松市の目指す10年後、20年後の姿を示して欲しい。
高松の良さを再認識して、良さを伸ばす手法を導入。高松の将来像を見せてほしい。

男 /56歳 /古高松 /正社員

幼稚園、小学校、中学校…と町内に教育機関があり、とても充実した日々を子どもは送らせていただいています。とはいえ、高校がほとんど市の中心部に集中しているので、そ
の際の通学手段にはどの親の方も悩みどころのようです。ずっと長い間願っているのですが、市内の公立高校向けのスクールバスが用意して頂けるのならこんなに嬉しく安心で
きることはありません。ぜひともご一考願います。

女 /45歳 /香南 /専業主婦（主夫）

高松市はよく頑張ってくれていると思います。でも交通事故も多く改善する点もまだまだあると感じています。 男 /48歳 /木太 /その他
自治会で一番若いのが、自分でその次に若い人が60歳代ですが、この先自治会が成り立たないのでは？という不安があります。 女 /42歳 /高松第一 /正社員
○宗教勧誘が活発
○自治会長が自治会の勧誘に来た際、部屋の中ベランダ越しにまでのぞいてくる。
○アパートのゴミ捨て場にアパート住人以外の住民が収集対象でない自転車を放置している
等があります。周辺住民のマナーをもっと上げた方が定住しやすいと思います。

女 /23歳 /無回答・無効回答 /派遣、
嘱託、契約社員

頑張って高松市！！テレビで岡山の情報が入ってくる。高松市より画期的で魅力がある事が多い。年寄の自動車免許返還の特典や若者のスポーツへの取り組みなど、情報の発信
も大切だと思う。

女 /48歳 /屋島 /派遣、嘱託、契約社
員

小さいこどもがいて安心して働けやすみがとりやすいパートがないと「子どもがいるが、働かなければならない人」には苦しい。 女 /23歳 /高松第一 /専業主婦（主
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