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１． 調査目的及び期間 

この調査は、平成 25 年度重点戦略『定住・来訪人口拡大』に関連し、転入・転出

者の意向調査を実施し、その結果を『選ばれるまち藤枝づくり』に向けた施策の参

考にするため、平成 25 年 8 月 1 日から平成 27 年 7 月 31 日までの 2 年間の予定で開

始されたものである。 

少子高齢化・人口減少という厳しい時代においても「選ばれるまち」であるため

には、本市に対する市民の意見を広く収集し、異動の要因や市民ニーズを継続的に

把握する必要があることから、令和元年度の調査結果についても取りまとめ、分析

するものである。 

 

２． 人口動態の状況 

令和元年度の人口動態については、自然動態は死亡数が出生数を上回るマイナス

の状況が続いている。一方、社会動態は転入 4,580 人に対し転出 4,526 人で、転入

超過となった。（平成 30 年度は転出超過） 

前年度との比較では、自然動態は、出生数が 123 人減少し、死亡数は 108 人の増

加となった。一方、社会動態は、転入が 52 人増加、転出が 317 人減少し、前年と比

較して＋369 人となった。 

なお、社会動態を年代別で見ると、平成 30 年度は 9 歳までの子どもと 50 代以外

は転出超過であったが、令和元年度は 10 代と 20 代以外は転入超過で、 

全体として＋54 人となった。中でも、20 代の転入者数減少と転出者数増加の状況が

他の年代と比較して顕著であったものの、30 代・40 代では大幅な転入者増加と転出

者減少が見られた。 

 

年度  人口  
社会動態  

（転入-転出） 

自然動態 

（出生-死亡） 
前年比  

内 訳 

転入  転出  出生  死亡  その他  

R1 144,249 54 -739 -692 4,580 4,526 865 1,604 -7 

H30 144,941 -315 -508 -848 4,528 4,843 988 1,496 -25 

H29 145,789 114 -522 -444 4,596 4,482 1,000 1,522 -36 

H28 146,233 86 -376 -297 4,475 4,389 1,064 1,440 -7 

H27 146,530 403 -276 103 4,863 4,460 1,147 1,423 -24 

 

年代 ～9 歳 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳～ 合計 

転入 488 358 1498 1063 538 286 160 189 4,580 

転出 370 401 1711 984 495 252 129 184 4,526 

差 118 -43 -213 79 43 34 31 5 54 

 

３． アンケートの実施状況 

令和元年度は、転入者 4,580 人から 1,501 件、転出者 4,526 人から 700 件の回答

を得た。なお、無回答の項目は除いて集計している。 
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４． 転入者に対するアンケート結果 

① 基本項目（性別、職業、年齢、家族構成） 

回答者は男性が 52.6％、女性が 47.4％であった。 

職業の内訳は 65.9％が会社員、年齢構成は 20 代が 34.7％、30 代が 29.1％で、10

代～30 代が全体の 70.1％を占めている。家族構成は一人世帯が全体の 51.6％、夫婦

と子どもの世帯が全体の 18.2％で、そのうちの約７割が 20 代と 30 代である。年齢

の割合は平成 30 年度とほぼ同じ傾向であるが、家族の構成別割合は、一人世帯が 9.9

ポイント減少し、夫婦と子どもの世帯が 3.7 ポイント増加した。 

性別  男性  女性  

人数  787 708 
 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  616 31 86 33 114 55 
 

年齢  10 代  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代以上  

人数  83 459 385 190 116 49 41 

 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  618 240 218 25 96 

 

【H30 年齢別割合】 

10 代    1.7％ 

20 代   41.0％ 

30 代   26.5％ 

40 代   14.0％ 

50 代    9.1％ 

60 代    5.0％ 

70 代以上  1.3％ 

【H30 家族構成別割合】 

一人    61.5％ 

夫婦のみ  16.0％ 

夫婦と子ども 14.5％ 

三世代    1.7％ 

その他    6.4％ 
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② 前居住地の状況 

転入者の前住地は、61.0％が県内他市町、39.0％が県外である。県内他市町から

の転入のうち、近隣の静岡市・焼津市・島田市からの転入は 39.5％となっており、

近隣市町からの転入割合が高い傾向が続いている。 

前住地  静岡市  浜松市  島田市  焼津市  牧之原市  榛原郡  県内その他  県外  

人数  147 47 83 144 20 23 114 370 

 

③ 転入先の状況 

転入先については、青島地区が全体の 45.9％を占め、次いで高洲地区が 20.3％と

なっており、駅周辺地域への転入が多い傾向が続いている。 

これは、中心市街地を中心とした分譲マンションやアパートなどの賃貸物件数が

比較的多いことから、住宅供給との関連が深いと考えられる。 

平成 30 年度と比較すると、青島地区への転入は 1.4 ポイントの増加、高洲地区へ

の転入は 0.6 ポイントの減少、葉梨地区への転入は 4.5 ポイントの増加となった。 

転入先  瀬戸谷  稲葉  葉梨  広幡  西益津  藤枝  青島  高洲  大洲  岡部  

人数  15 12 159 48 55 108 668 295 56 39 

 

  

 

※グラフ表示は割合順 

【H30 前住地別割合】 

県外     39.9％ 

静岡市    17.2％ 

県内その他  11.2％ 

焼津市    15.2％ 

島田市     7.0％ 

浜松市     4.4％ 

榛原郡     3.2％ 

牧之原市    1.9％ 

【H30 転入先地区別割合】 

 青島   44.5％ 

高洲   20.9％ 

藤枝   10.6％ 

葉梨    6.4％ 

広幡    5.6％ 

西益津   3.9％ 

岡部    3.8％ 

大洲    2.3％ 

稲葉    1.5％ 

瀬戸谷   0.5％ 

 ※グラフ表示は割合順 
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また、家族構成別の転入先を見てみると、青島・高洲両地区への転入は、一人世

帯では 73.4％、夫婦のみの世帯では 67.1％、夫婦と子どもの世帯では 62.2％となっ

ている。特に青島地区は、1 人世帯の転入者の割合が最も高く、この傾向は変わって

いない。 

平成 30 年度との比較では、どの世帯構成でも青島・高洲地区への転入割合が高い

傾向は変わらないが、一人世帯と夫婦のみの世帯で青島地区と葉梨地区への転入の

割合が増加し、夫婦と子どもの世帯では青島地区、高洲地区、葉梨地区のいずれも

転入の割合が増加した。 

 令和元年度  平成 30 年度  

世帯構成  
青島  
地区  

高洲  
地区  

葉梨  
地区  

その他 
青島  
地区  

高洲  
地区  

葉梨  
地区  

その他 

一人世帯  55.5％  17.9％  6.8％  19.9％  49.7％  20.5％  5.1％  24.7％  

夫婦のみ  47.0％  20.1％  13.4％  19.4％  42.9％  22.1％  7.5％  27.5％  

夫婦と子ども 36.1％  26.1％  9.2％  28.6％  31.3％  21.7％  9.1％  37.9％  

   

  

 

④ 転入の契機 

転入の契機については、「就職・転勤」によるものが全体の 41.5%を占め、続いて

「結婚」によるものが 13.7%、「住宅の都合」によるものが 10.9%であった。 

平成 30 年度と比較すると、「就職・転勤」によるものが 4.1 ポイントの増加、「結

婚」によるものが 0.9 ポイントの増加、「住宅の都合」によるものが 0.6 ポイント減

少した。    

（複数回答可） 

理由  就職・転勤  進学  退職  結婚  
親などの  

介護  
子育て  

人数  362 34 35 120 14 23 

理由  施設入所  住宅の都合  
周囲の生活

環境  

家族からの
独立  

災害  その他  

人数  3 95 49 32 4 102 
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年度 令和元年度 平成 30 年度 

理由 
就職・ 
転勤 

結婚 
住宅の
都合 

その他 
就職・ 
転勤 

結婚 
住宅の
都合 

その他 

10 代・20 代 51.5％ 14.8％ 4.4％ 29.4％ 44.3％ 18.3％ 5.7％ 31.7％ 

30 代・40 代 33.3％ 13.6％ 12.9％ 40.2％ 33.8％ 11.6％ 15.3％ 39.3％ 

50 代以上 20.4％ 4.2％ 15.5％ 59.9％ 28.5％ 1.9％ 17.1％ 52.5％ 

転入の契機を年代別にみると、40 代までは「就職・転勤」をきっかけとする者が

全体の３割を超えている。 

平成 30 年度と比較すると、「就職・転勤」は 10 代・20 代で 7.2 ポイントの増加、

30 代・40 代で 0.5 ポイントの減少、50 代以上で 8.1 ポイントの減少となった。「結

婚」は 10 代・20 代で 3.5 ポイントの減少、30 代・40 代は 2.0 ポイントの増加とな

った。「住宅の都合」は、10 代・20 代で 1.3 ポイントの減少、30 代・40 代で 2.4 ポ

イントの減少、50 代以上では 1.6 ポイント減少した。  

 

【転入の契機別割合】 

 

 

 

 

 

 

 

【H30 転入理由別割合】 

 就職・転勤 37.4％ 

 結婚    12.8％ 

住宅の都合 11.5％ 
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⑤ 転入の理由 
 （複数回答可） 

理由  人数  ％  理由  人数  ％  

職場や学校が近くにある 218 17.5 治安がよい 43 3.4 

親・子ども・友人が近くにいる 158 12.7 子育てに適している 42 3.4 

交通の便がよい 138 11.0 元気・活気がある 31 2.5 

実家に戻る 116 9.3 教育や文化的な環境がよい 25 2.0 

住宅価格や家賃が手頃である 105 8.4 街並みが美しい 23 1.8 

買い物が便利 89 7.1 医療や福祉の環境がよい 14 1.1 

地震や津波など災害の心配がない 77 6.2 情報誌等を見て住みたいと感じた 9 0.7 

自然環境や景色がよい 74 5.9 その他 88 7.0 
 

転入の理由で最も多かったのは「職場や学校が近くにある」で全体の 17.5％、続い

て「親・子ども・友人が近くにいる」が 12.7％、「交通の便がよい」が 11.0％、「実家

に戻る」が 9.3％で、この４項目で全体の５割を占めた。 

次いで、「住宅価格や家賃が手頃である」が 8.4％、「買い物が便利」が 7.1％、「地

震や津波など災害の心配がない」が 6.2％、「自然環境や景色がよい」が 5.9％となっ

ており、居住地の選択にあたっては、通勤・通学の利便性が重視されていることや個々

の人間関係が影響しているほか、居住環境の快適性を求めていることがうかがわれる。 

 

⑥ 勤務先の状況 

勤務先の所在地については、藤枝市が全体の 39.6％を占め、次いで静岡市が 16.5％、

次いで焼津市が 15.8％、島田市が 7.2％となっている。 

転入の契機で最も割合が高いのは「就職・転勤」であり、勤務先の所在地は居住

地を決定するうえで重要な要素となりうると考えられる。転入の契機が「就職・転

勤」である回答のうち、勤務先の所在地が藤枝市であるものは 49.2％、焼津市が

14.6％、静岡市が 10.8％となっている。 

また、転入の契機が「結婚」である回答では、藤枝市が 25.0％、静岡市が 23.3％、 

焼津市が 21.7％となっている。 

平成 30 年度と比較すると、勤務先の所在地が藤枝市であるものは 0.8 ポイントの

増加、静岡市が 3.5 ポイントの減少、焼津市が 1.8 ポイントの増加、島田市が 1.1

ポイントの減少となった。 

 

勤務先  藤枝市  静岡市  焼津市  島田市  吉田町  牧之原市  県内その他  県外  

人数  357 149 142 65 23 44 72 49 
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⑦ 転入者の自由意見 

令和元年度は、転入者アンケート回答数 1,501 件のうち 176 人から 204 件の自由意

見が寄せられた。 

こうした意見は、転入して日が浅い市民が感じた本市の第一印象や、最初に不便や

不安を感じたこと、さらに住み慣れた市民では気づかないことなどを知ることができ

る貴重な意見である。 

これらの自由意見を以下の 20 項目に分類・整理し、平成 30 年度と比較した。 

（単位 ％）  

項目 R1 H30 項目 R1 H30 項目 R1 H30 

01 防災 1.0 0.8 08 子育て 15.7 12.4 15 スポーツ 3.4 2.7 

02 治安 1.5 2.2 09 教育 1.5 1.6 16 まちづくり 13.7 10.7 

03 交通 10.3 12.4 10 商業 10.3 8.8 17 税金 1.9 0.8 

04 道路 5.9 5.2 11 農業 0.0 0.0 18 窓口 11.8 6.3 

05 公園 3.4 2.2 12 環境 6.4 9.6 19 情報発信 1.5 3.0 

06 福祉 2.9 2.7 13 自然 1.0 0.8 20 その他 6.8 15.4 

07 医療 0.0 1.6 14 文化 1.0 0.5 合計（件数） 204 364 

この結果、令和元年度に最も多かったのは「子育て」に関するもので 15.7％（32 件）、

次いで「まちづくり」に関するものが 13.7％（28 件）であった。 

「子育て」に関する意見の割合は、平成 30 年度よりも 3.3 ポイント増加し、子ども

医療費の無料化など子育てにかかる経済的負担の軽減を望む声が多く寄せられた。ま

た、子育て支援や環境の整備を望む意見も前年度と同様に見られた。この項目につい

ては、どのような支援を求めているのか、より詳細なニーズの把握が必要と思われる。 

「まちづくり」に関する意見の割合は、平成 30 年度よりも 3.0 ポイント増加した。

「まちづくり」に関する意見の内容は、若者が活躍できるサポートや転入のメリット

を感じられる施策の充実、まちの活性化など多岐わたり、かつ漠然としたものが多い。

一方で、きれいな街や駅周辺の著しい活性化などこれまでの取り組みを評価しつつ今

後のさらなる発展に期待を寄せる内容も見られた。まちづくりの方向性は市全体の印

象を決める重要な要素であり、多種多様な意見があるため、この項目についても詳細

なニーズ把握と分析が必要と思われる。 

【H30 勤務先所在地別割合】 

 藤枝市    38.8％ 

 静岡市    20.0％ 

焼津市    14.0％ 

島田市     8.3％ 

吉田町     4.8％ 

牧之原市    4.4％ 

県内その他   5.3％ 

 県外      4.5％ 
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「窓口」に関する意見の割合は、平成 30 年度よりも 5.5 ポイント増加しており、コ

ンビニ等での証明書等の自動交付サービスや平日以外の開庁日の充実を望む声がある

一方、窓口等での丁寧な応対に対する好印象の声も寄せられた。 

「商業」に関する意見の割合は、平成 30 年度よりも 1.5 ポイント増加しており、シ

ョッピングモールやスーパーの誘致を望む声が依然として多かった。 

「交通」に関する意見の割合は、平成 30 年度よりも 2.1 ポイント減少しているが、 

昨年度と同様に渋滞の緩和に関するものが最も多く、次いでバスの増便など公共交通

の利便性の向上を望む声が多かった。 

「環境」に関する意見の割合は、平成 30 年度と比較すると 3.2 ポイント減少してい

るが、前年度と同様にゴミの分別に関する意見がほとんどであった。ゴミの分別は自

治体の状況で異なり、毎日の生活への関連度が高いため、常に一定の関心が集まるも

のと考えられる。 

 

【 項目別意見件数 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 ２ 災害に迅速に対応できる体制（１件） 他（１件） 

02 治安 ３ 駅周辺の治安（２件） 他（１件） 

03 交通 ２1 渋滞の緩和・解消（１１件） 公共交通の充実（８件） 他（２件） 

04 道路 １２ 道路の整備・拡幅（７件） 道路の改修（４件） 他（１件）  

05 公園 ７ 公園の整備・増設（６件） 他（１件）  

06 福祉 ６ 高齢者支援（４件） 他（２件） 

07 医療 ０ － 

08 子育て ３２ 子ども医療費の無償化（８件） 子育て支援・環境の充実（２４件） 

09 教育 ３ 英語図書の増設（１件） 他（２件） 

10 商業 ２１ 商業施設・企業誘致（１７件） 雇用創出（２件） 他（２件） 

11 農業 ０ － 

12 環境 １３ ゴミの分別（１２件） 他（１件） 

13 自然 ２ 自然環境の保全（１件） 他（１件） 

14 文化 ２ 音楽イベントの発展（１件） 他（１件） 

15 スポーツ ７ サッカーのまちの盛り上がり（５件） 他（２件） 

16 まちづくり ２８ 住みやすいまちづくり（９件） 駅周辺の活性化（５件） 他（１４件） 

17 税金 ４ 税の軽減（４件） 

18 窓口 ２４ 対応の好印象（９件） 証明書自動交付・土日開庁（９件） 他（６件） 

19 情報発信 ３ 高齢者への情報提供（２件） 他（１件） 

20 その他 １４ 公共施設の充実（６件） 外国人への支援（２件） 他（６件） 

 

 

【 主な意見について 】 

 

〔子育てに関する意見〕 

子育てに関する意見では、子ども医療費無料化の意見が多かった。子ども医療費

の助成の有無は子育て中の親にとって大きな関心事のひとつであり、真っ先に浮か

ぶ支援策であると考えられる。この他の意見としては、保育料など子育てにかかる

経済的負担の軽減や子どもが遊べる施設の充実を求める意見も見受けられた。一方、
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子育てしやすい環境づくりを望む声も多く寄せられたが、そのほとんどは具体的に

どのようなことを求めているのかは不明であり、ニーズの的確な把握が課題である。 

 

〔まちづくりに関する意見〕 

  意見の中には「良いまち」「きれいなまち」「住みやすいまち」「転入者のメリット」

などのキーワードが多く見受けられたが、まちづくりに関する意見は多種多様であ

り、「住みやすさ」の感じ方は個々の価値観による。特に、これまで住んでいた地域

と比較して、住みやすさを評価する傾向があるため、市民生活の安定と独自性の両

面で調和のとれたまちづくりが求められると考える。  

 

〔窓口に関する意見〕 

  意見の多くは、窓口等の丁寧な対応に対する感謝や好印象のものが多かったため、引

き続き市民に寄り添った対応を心がけていく必要がある。この他には、証明書等の自動

交付サービスの充実や休日の窓口開庁を求める意見も寄せられた。市民の行動パターン

が多様化している中で、市民の利便性向上のための効果的な取り組みが求められる。  

 

〔交通に関する意見〕 

交通に関する意見では、渋滞緩和に関するものが最も多く、次いでバス路線の増

加など公共交通の利便性向上を望む声が前年度と同様に多かった。 

公共交通は多くの都市が抱える課題であり、今後高齢者人口の増加などにより問

題の深刻化が懸念される。公共交通事業者や地域の支え合いによる高齢者等の移動

手段の確保、充実が一層求められる。 

 

〔環境に関する意見〕 

環境に関する意見では、ゴミの分別の簡素化に関する意見が最も多かった。ゴミ

の分別・回収方法は自治体によって異なり、転入者にとっては生活上の違いを実感

する場面となると考えられるため、資源循環型のまちづくり推進の理解のため、継

続的な啓発が必要である。  

 

 〔商業に関する意見〕 

商業に関する意見では、ショッピングモールなど大型商業施設やスーパーマーケ

ットの出店を求める声が前年度に引き続き多かった。買い物環境の充実は暮らしや

すさのひとつの指標であり、まちの賑わいにも繋がる。駅周辺の再開発計画も進行

しているため、今後の活性化に期待が寄せられる。また、生活に密着したスーパー

マーケットなどの店舗の充実は生活のしやすさに直結するため、地域間で大きな差

がない事が理想であろう。 
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５． 転出者に対するアンケート結果 

 

① 基本項目（性別、職業、年齢、家族構成） 

回答者は男性が 50.9％、女性が 49.1％であった。 

職業の内訳は 64.3％が会社員、次いで学生が 9.0％であった。 

年齢構成については、20 代が 40.1％で最も多く、次いで 30 代が 25.3％となって

おり、10 代～30 代の若い世代が全体の 71.0％を占めている。 

家族構成では、一人世帯の転出が全体の 57.4％を占め、一人世帯の転入者の割合

（51.6％）を上回っている。 

 

性別  男性  女性  

人数  351 339 
 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  329 16 35 46 64 22 
 

年齢  10 代  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代以上  

人数  36 258 163 93 46 29 18 

 

 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  402 110 127 3 58 

 

【H30 年齢別割合】 

10 代    6.8％ 

20 代   39.4％ 

30 代   27.5％ 

40 代   12.8％ 

50 代    7.5％ 

60 代    4.3％ 

70 代以上  1.6％ 

【H30 家族構成別割合】 

一人    75.5％ 

夫婦のみ   8.8％ 

夫婦と子ども 11.2％ 

三世代     0.9％ 

その他    3.6％-  



- 12 - 

 

② 転出先の状況 

転出者の転出先は、56.1％が県内他市町、43.9％が県外である。 

近隣の静岡市・焼津市・島田市への転出は 37.1％となっており、平成 30 年度に比

べると 2.2 ポイント減少した。また、県外転出は 4.4 ポイント増加した。 

転出先  静岡市  浜松市  島田市  焼津市  牧之原市  榛原郡  県内その他  県外  

人数  90 18 35 69 6 13 63 230 

 

 

 

③ 前居住地の状況 

前居住地については、青島地区が全体の 44.0％を占め、次いで高洲地区が 20.5％、

葉梨地区が 11.1％、藤枝地区が 8.8％となっている。平成 30 年度と比較すると、青

島地区からの転出が 1.3 ポイント減少、高洲地区は 3.6 ポイントの増加、葉梨地区

は 3.4 ポイントの増加、藤枝地区は 1.2 ポイントの減少となった。 

転出先  瀬戸谷  稲葉  葉梨  広幡  西益津  藤枝  青島  高洲  大洲  岡部  

人数  4 8 76 18 30 60 300 140 34 12 

 

  

 

【H30 転出先別割合】 

県外     39.5％ 

静岡市    17.3％ 

県内その他  13.0％ 

焼津市    14.6％ 

島田市     7.4％ 

浜松市     5.3％ 

榛原郡     2.0％ 

牧之原市    0.9％ 

【H30 前住地区別割合】 

 青島   45.3％ 

高洲   16.9％ 

藤枝   10.0％ 

葉梨    7.7％ 

広幡    5.5％ 

西益津   5.1％ 

岡部    3.6％ 

大洲    3.9％ 

稲葉    1.6％ 

瀬戸谷   0.8％ 

※グラフ表示は割合順 

※グラフ表示は割合順 



- 13 - 

 

④ 転出の契機 

転出の契機については、「就職・転勤」によるもが最も多く、全体の 45.5％を占め、

次いで「結婚」によるものが 20.3％、「住宅の都合」によるものが 6.7％で、上位を

占める転出の契機は平成 26 年度の調査から変わっていない。 

理由 就職・転勤 進学 退職 結婚 
親などの 

介護 
子育て 

人数 244 26 19 109 14 6 

理由 施設入所 住宅の都合 
周囲の生活

環境 
家族からの

独立 
災害 その他 

人数 1 36 15 21 0 45 

 

 

 平成 30 年度  平成 30 年度  

理由  
就職・  

転勤  
結婚  

住宅
の都
合  

その他  
就職・  

転勤  
結婚  

住宅の
都合  

その他  

10 代・20 代  50.2％ 23.0％ 3.9％ 23.0％ 42.5％ 20.3％ 4.0％ 33.2％ 

30 代・40 代  45.1％ 22.3％ 9.3％ 23.3％ 44.3％ 21.0％ 11.1％ 23.6％ 

50 代以上  28.1％ 3.1％ 9.4％ 59.4％ 29.9％ 3.7％ 15.9％ 50.5％ 

転出のきっかけを年代別にみると、40 代までは「就職・転勤」をきっかけとする者

が全体の４割を超えている。「住宅の都合」は 30 代以上になると割合が増加し、転入

の契機と同様の傾向を示している。 

【転出の契機別割合】 

 

【H30 転出理由別割合】 

 就職・転勤 41.7％ 

 結婚    18.3％ 

住宅の都合  8.5％ 
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⑤ 藤枝市の魅力 

（複数回答可） 

理由  人数  ％  理由  人数  ％  

治安がよい  194 13.9 子育てに適している  66 4.7 

自然環境や景色がよい  193 13.8 教育や文化的な環境がよい  62 4.4 

買い物が便利  160 11.4 街並みが美しい  57 4.1 

親・子ども・友人が近くにいる  158 11.3 医療や福祉の環境がよい  51 3.6 

交通の便がよい  128 9.1 元気・活気がある  9 0.6 

地震や津波など災害の心配がない  101 7.2 情報誌等を見て住みたいと感じた  9 0.6 

職場や学校が近くにある  97 6.9 その他  41 2.9 

住宅価格や家賃が手頃である  73 5.2  

藤枝市の魅力で最も多かったのは、「治安がよい」で 13.9％、次いで「自然環境や景

色がよい」が 13.8％、「買い物が便利」が 11.4％「親・子ども・友人が近くにいる」

が 11.3％で、この４項目が 10％を超えて選択されていた。この傾向は平成 26 年度の

調査からほぼ変わっていない。 

「買い物が便利」や「交通の便がよい」は、転入の理由でも割合としては上位の項

目だが、転入・転出ともに自由意見では不便さを訴える意見もあり、個人の感覚や地

域間の差などがあると考えられ、評価が分かれるところである。 
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⑥ 藤枝市への不満 

（複数回答可） 

理由  人数  ％  理由  人数  % 

交通が不便  126 36.1 元気・活気がない  15 4.3 

買い物が不便  74 21.2 医療や福祉の環境が悪い  13 3.7 

地震や津波など災害の心配  55 15.8 治安が悪い  17 4.9 

住宅価格や家賃が高い  41 11.7 街並みが美しくない  13 3.7 

子育てに適していない  4 1.1 自然環境や景色が悪い  5 1.4 

教育や文化的な環境が悪い 9 2.6 情報誌等を見て住みたいと感じない 4 1.1 

職場や学校が近くにない  22 6.3 その他  47 13.5 

居住してみて感じた藤枝市の不満で、最も多かったのは「交通が不便」で全体の

36.1％、次いで「買い物が不便」が 21.2％、「地震や津波など災害が心配」が 15.8％

と続いている。この３項目は、平成 26 年度から上位を占めており、生活上の利便性や

防災に対する関心が高い傾向は変わらない。 

 

【地区別割合】 

地区  
交通が 

不便  

買い物が

不便  

地震や津
波など災
害が心配  

住宅価格
や家賃が

高い  

元気・活気

がない 

子育てに適
していない 

その他  

瀬戸谷  0.0％ 0.0％ 0.0％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 

稲葉  38.5％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 7.7％ 0.0％ 46.2％ 

葉梨  46.2％ 12.8％ 17.9％ 5.1％ 0.0％ 0.0％ 17.9％ 

広幡  0.0％ 0.0％ 12.5％ 12.5％ 0.0％ 25.0％ 50.0％ 

西益津  37.5％ 18.8％ 25.0％ 6.3％ 0.0％ 0.0％ 12.5％ 

藤枝  39.4％ 21.2％ 6.1％ 9.1％ 9.1％ 0.0％ 15.2％ 

青島  22.5％ 19.8％ 10.7％ 8.8％ 2.7％ 0.5％ 35.3％ 

高洲  27.2％ 12.0％ 14.1％ 13.0％ 4.3％ 1.1％ 28.3％ 

大洲  29.5％ 22.2％ 14.8％ 7.4％ 3.7％ 0.0％ 22.2％ 

岡部  26.7％ 20.0％ 13.3％ 6.7％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 

全体  27.9％ 16.9％ 12.2％ 9.2％ 3.2％ 0.9％ 29.6％ 
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「交通が不便」は、葉梨地区で選択率が最も高く、４割を超える方が交通の不便を

感じていた。また、瀬戸谷地区と広幡地区を除く全ての地区でこの項目の選択率が最

も高かった。 

「買い物が不便」は、岡部地区、大洲地区、藤枝地区で２割以上となっており、他

の地区と比較して選択率が高い。また、岡部地区、大洲地区、藤枝地区、青島地区で

「交通が不便」に次いで２番目に回答率が高い項目になっている。  

 「住宅価格や家賃が高い」は、瀬戸谷地区が最も選択率が高く、また、高洲地区と

広幡地区で１割を超えており、他の地区より高い選択率となっている。 

⑦ 転出者の自由意見 

令和元年度はアンケートに回答いただいた 700 人のうち 65 人から 71 件の自由意見が

寄せられた。転出を機会として本市での生活を振り返った率直な感想であり、貴重な

意見である。 

これらの自由意見を以下の 20 項目に分類・整理し、平成 30 年度と比較した。 

（単位 ％）  

項目 R1 H30 項目 R1 H29 項目 R1 H29 

01 防災 0 0 08 子育て 1.4 5.6 15 スポーツ 1.4 4.7 

02 治安 5.6 2.8 09 教育 1.4 0 16 まちづくり 15.5 16.8 

03 交通 14.1 8.4 10 商業 8.5 11.2 17 税金 0 0.9 

04 道路 5.6 3.7 11 農業 2.8 0 18 窓口 7.1 5.6 

05 公園 2.8 0.9 12 環境 8.5 0.9 19 情報発信 1.4 5.6 

06 福祉 0 1.9 13 自然 2.8 0.9 20 その他 18.3 25.2 

07 医療 2.8 0.9 14 文化 0 3.7 合計（件数） 71 107 

 

この結果、令和元年度に最も多かったのは「まちづくり」に関するもので全体の

15.5％（11 件）、続いて「交通」に関するものが 14.1％（10 件）、「商業」と「環境」

に関するものがいずれも 8.5％（6 件）であった。 
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令和元年度と比較すると、「交通」、「環境」に占める割合は５ポイント以上増加して

いる。一方で、「子育て」、「情報発信」、「スポーツ」、「文化」の項目は、前年度より３

ポイント以上減少した。 

 

【 項目別意見件数 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 ０ － 

02 治安 ４ 子どもの防犯・安全（２件） 夜道が暗い（２件） 

03 交通 １０ 渋滞緩和（５件） バスの増便等公共交通の充実（３件） 他（２件） 

04 道路 ４ 道路環境（２件）、道路の拡幅（２件） 

05 公園 ２ 駐車場増設（１件） 魅力的（1 件） 

06 福祉 ０ － 

07 医療 ２ 職員不足（１件）、病院の場所（１件） 

08 子育て １ こども医療費無償化（１件） 

09 教育 １ 教育環境の充実（１件） 

10 商業 ６ 商業施設の誘致（５件）、商店街の活性化（１件） 

11 農業 ２ 畑の活用（１件）、農業の手法（１件） 

12 環境 ６ ゴミの分別の簡素化（３件）、他（３件） 

13 自然 ２ 景色の美しさ（２件） 

14 文化 ０ － 

15 スポーツ １ MYFC の応援（１件） 

16 まちづくり １１ 発展・活性化への期待（５件） 若者の流出防止（３件） 他（３件） 

17 税金 ０ － 

18 窓口 ５ 対応への好印象（３件） 他（２件） 

19 情報発信 １ フェイスブックによる情報発信（１件） 

20 その他 １３ 住みやすい街など好印象（７件） 他（６件） 

【 主な意見について 】 
 

 〔まちづくりに関する意見〕 

まちづくりに関する意見では、駅周辺の開発や活性化の意見のほか、若者が定住し

やすい環境づくりを求める意見も見られた。 

 

〔交通に関する意見〕 

交通に関する意見では、転入と同様にバスなどの公共交通の充実を望む声と道路の

渋滞解消を求める意見が多く見られた。 

 

〔商業に対する意見〕 

商業に関する意見では、ショッピングモールやスーパーなどの商業施設の充実を

求める声のほか、買い物だけでなく、人が集える場所を望む声も見受けられた。ま

た、商業施設の充実が街の活気・活性化につながるといった声も見られた。  

 

〔環境に関する意見〕 

環境に関する意見では、ゴミの分別の簡素化に関する意見のほか、ムクドリや犬

の糞、歩道などの雑草に不満を感じる声も見られた。 
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６．まとめ 

転入・転出者へのアンケート結果を分析した結果、以下の点が明らかになった。  

 

①  転入・転出の傾向 

転入については、転入者 4,580 人中、静岡・焼津・島田の近隣３市からの転入は、

1,716 人（37.5％）で、平成 30 年度（37.2％）に比べ 0.3 ポイント増加した。一方、

近隣３市を除く県内からの転入者は、960 人（21.0％）で、平成 30 年度（22.3％）

に比べ 1.3 ポイント減少した。また、県外からの転入者は、1,904 人（41.6％）で、

平成 30 年度（40.5％）に比べ、1.1 ポイント増加した。 

なお、全転入者における、県内・県外からの転入者数の割合は、アンケート集計

における割合とほぼ同じである。 

近隣３市からの転入者の転入のきっかけは、「住宅の都合」が 76 人（19.4％）、「結

婚」が 65 人（16.6％）、「就職・転勤」が 65 人（16.6％）となっている。また、県

外からの転入者の転入のきっかけは、「就職・転勤」が 213 人（60.9％）、「親や子ど

もとの同居・近居」が 29 人（8.3％）、「結婚」が 27 人（7.7％）となっている。 

転入のきっかけは、近隣３市からの転入は「住宅の都合」が最も多かったのに対

し、県外からの転入は「就職・転勤」が最も多かった。 

20 代・30 代の夫婦と子どもで転入してきた世帯の転入のきっかけは、「住宅の都

合」が 26 人（28.6％）で最も多く、次いで、「就職・転勤」が 22 人（24.2％）、「子

育て」が 15 人（16.5％）であった。 

一人世帯の転入のきっかけは、「就職・転勤」が 275 人（47.2％）で最も多く、次

いで「結婚」が 55 人（9.4％）、「親や子どもとの同居・近居」が 36 人（6.2％）で

あった。「就職・転勤」がきっかけとなった方の 59.6％は、県外からの転入者であっ

た。また、「住宅の都合」を選択した方の 79.4％が近隣３市からの転入であり、青島

地区への転入が 52.9％で最多であった。 

転出については、転出者 4,526 人中、静岡・焼津・島田の近隣 3 市への転出は、 

1,610 人（35.6％）で、平成 30 年度（38.3％）に比べ 2.7 ポイント減少した。 

一方、近隣３市を除く県内への転出者は、884 人（19.5％）で、平成 30 年度（18.7％） 

 に比べ 0.8 ポイントの増加、また、県外への転出者は、2,032 人（44.9％）で、平成 

30 年度（43.0％）に比べ 1.9 ポイント増加した。 

  県外への転出のきっかけは、「就職・転勤」が 163 人（66.8％）で最も多く、次い

で「進学」が 25 人（10.2％）、「結婚」が 13 人（5.3％）となっている。 

  また、近隣３市への転出のきっかけは、「結婚」が 87 人（39.7％）で最も多く、

次いで「就職・転勤」が 37 人（16.9％）、「住宅の都合」が 30 人（13.7％）となっ

ている。 

20 代・30 代の親子で転出した世帯の転出のきっかけは、「就職・転勤」が 12 人

（46.2％）で最も多く、次いで「住宅の都合」が 5 人（19.2％）であった。 

一人世帯の転出のきっかけは、「就職・転勤」が 197 人（46.7％）で最も多く、次

いで「結婚」が 94 人（22.3％）、「進学」が 22 人（5.2％）であった。 

一人世帯については転入・転出ともに「就職・転勤」が最も多く、次いで「結婚」

となった。「就職・転勤」は、居住地の選択に当たり、勤務先の所在地の影響を受け

やすいと考えられるが、「結婚」は、「就職・転勤」と比較して個々の意思で居住地

を選択できる余地があると考えられる。居住地として選ばれるような魅力あるまち

づくりが期待される。 
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②  藤枝市に対して望むこと 

「交通」、「まちづくり」、「商業」に関する意見は、転入者と転出者とも上位を占

めている。それらの項目について共通した意見を挙げてみる。  

まず「交通」では、バス路線の拡充や増便など公共交通の充実と道路渋滞の緩和

に関する意見が大半を占めている。公共交通に係る課題を抱えている自治体は少な

くないが、生活に深く関わる問題であるため、住民の関心も高い。また、道路渋滞

に関する意見は「交通」の項目において全体の５割にのぼり、こちらも改善を望む

声が多い。 

  「まちづくり」では、多種多様な意見が寄せられた。共通して見られるのは、駅

周辺の開発に関するもので、「開発」が「まちづくり」のイメージに大きく影響して

いるものと考えられる。年代や価値観、嗜好によって求めるものが違うが、ハード、

ソフトの両面で、住民の暮しやすさを追求した魅力あるまちづくりが求められる。 

  「商業」では、ショッピングモールやスーパーマーケットなどの店舗の充実を望

む意見が多く、生活の利便性に加え活気を求めていることがわかる。商業の活性化

は「まちづくり」の方向性に大きく関わってくるものと考えられるため、どのよう

なまちづくりをしていくのかということと合わせて考えていく必要がある。 

 

③ 藤枝市の施策に対する意見 

アンケートのに寄せられた様々な意見について、項目ごとに具体的にいくつか紹

介する。 

 

【防災】 

 ・地震などに対して迅速に対応できる体制づくりを期待します。 

（静岡市から下藪田に転入 30 代男性） 

 

【治安】 

 ・駅前の夜の治安が悪いように感じる。 

 （県外から茶町に転入 30 代女性） 

 ・警察学校や小中学校と協力すれば地域防犯や子どもたちの安全に役立てると

思います。 

 （下之郷から県内その他へ転出 20 代男性） 

 

【交通】 

 ・藤枝駅までのバスの本数を増やしてほしい。 

（静岡市から下藪田に転入 30 代男性） 

 ・藤枝ＢＰの渋滞を解消してほしい。 

（小石川町から静岡市に転出 30 代男性） 

 

【道路】 

   ・国１バイパス４車線化と志太中央幹線の早期実現を望みます。 

（島田市から大手へ転入 30 代男性） 

   ・歩行者用道路が狭いところが多い。 

（田沼から県外へ転出 20 代女性） 
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 【公園】 

   ・公園に駐車場を増やしてほしい。 

（県外から志太に転入 30 代男性） 

   ・公園の遊具を充実させてほしい。 

（県外から茶町に転入 30 代男性） 

 

 【福祉】 

   ・高齢ドライバーに対する対策、バスやタクシー等の利便性の向上をお願いし

たい。 

（静岡市から与左衛門に転入 40 代女性） 

   ・身体障害者に対する医療費等の補助をお願いしたい。 

 （県外から高洲へ転入 80 代男性） 

 

【医療】 

・駅の近くに病院がないため、車を使用しない首都圏からの転入の際に不便さ

を感じた。 

 （田沼から県外へ転出 20 代） 

 

【子育て】 

・子どもの医療費が無料になるとうれしい。 

 （焼津市から兵太夫に転入 20 代男性） 

・子どもが遊びやすい施設づくりや子育てにかかる費用の補助等、子育てしや

すい街づくりに力を入れてほしい。 

 （県内その他から田沼へ転入 30 代男性） 

 

 【教育】 

   ・図書館に英語の本（子供用絵本）を増やしてほしい。 

 （県外から茶町に転入 30 代男性） 

   ・学区が広いので中学の自転車通学を許可してほしい。 

 （焼津市から築地へ転入 40 代男性） 

 

 【商業】 

   ・従来からある商店の活性化を含め、市内の商業施設がもっと充実すると良い

と思う。 

 （県外から青木に転入 40 代女性） 

   ・駅前に衣料・食品・薬等を購入できる店がほしい。 

 （善左衛門から県外へ転出 30 代女性） 

 

【環境】 

・ゴミの分別が細かくて驚いた。すごく手がかかるので、ゴミを綺麗に捨てや

すくなるように願います。 

（県外から駅前に転入 20 代男性） 

・犬の糞を始末していないことが毎日のようにあり困った。罰金制にしてほし

い。 

（前島から静岡市へ転出 40 代男性） 
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 【自然】 

   ・自然環境が元々素晴らしい街だと思うので、未来の子供たちのために、引き

続き大切にしてほしい。 

 （県内その他から下之郷に転入 40 代女性） 

   ・市内で見ることができる花々が綺麗で素敵だと思う。 

 （高柳から県内その他へ転出 30 代男性） 
 

【文化】 

・音楽に関係するイベントを通じた市の更なる発展、街づくりを期待している。 

（県外から駅前に転入 30 代男性） 

 

 【スポーツ】 

   ・サッカーのまちとして、もっと盛り上がるイベント等を期待している。 

 （県外から駅前に転入 40 代男性） 

 ・藤枝ＭＹＦＣのＪ２昇格を支援してほしい。 

（県内その他から田沼へ転出 20 代男性） 

 

【まちづくり】 

  ・駅北口の再開発を進めてほしい。 

 （静岡市から下青島に転入 20 代男性） 

・中部５市２町と連携して静岡を盛り上げてほしい。 

 （前島から焼津市へ転出 30 代男性） 

 

【税金】 

  ・住民税が高いので見直してほしい。 

 （焼津市から光洋台に転入 20 代女性） 

 

【窓口】 

  ・住民票や印鑑証明のコンビニ交付ができるようにしてほしい。 

 （浜松市から高洲に転入 30 代男性） 

・職員の丁寧な対応、迷っている人への声掛けが良かった。 

 （青南町から県外へ転出 30 代男性） 

 

 【情報発信】 

   ・地元を離れて改めて藤枝市の良さを知ったので、まちの良いところを外に発

信できる活動が広がると素敵だと思う。 

 （県外から転入 30 代女性） 

   ・フェイスブックの情報がタームリー。外国語の情報も加えてほしい。 

 （瀬戸新屋から県外へ転出 50 代女性） 

 

 【その他】 

・外国人が住みやすい環境づくりを進め、更に多くの外国人が藤枝市へ来てく

れることを希望します。 

（静岡市から南駿河台に転入 60 代男性） 
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   ・駅や公共施設に無料ＷｉＦｉがあると便利だと思う。 

 （県外から本郷に転入 30 代女性） 

・一年程度の滞在であったが、会う人たちが優しく、またいつか戻ってきたい 

と思う。 

（高柳から県外へ転出 20 代男性） 

・静岡市（駅）まですぐに出られ、都会的すぎず、とてもよい環境でした。 

（駅前から県外その他へ転出 20 代） 

 

 

７．さいごに 

人口減少・少子高齢化が急速に進む中、人口問題は経済成長や産業、社会保障、地

域などに大きな影響をもたらし、社会構造が大きく変容することが見込まれる。こう

した社会の動きと市政運営は密接に関連しており、人口対策は自治体にとって最重要

課題となっている。本市においてもこのことは例外でなく、人口減少社会にあっても、

市民の健やかで幸せな暮らしを守るため、市民生活に直結する４Ｋ施策を中心に、す

べての施策を人口対策に収斂させていく必要がある。 

このアンケートに寄せられた意見は、転入者・転出者といった一部の市民の声では

あるが、本市を客観的な視点で捉えたものであり、大変貴重な意見である。アンケー

ト調査の結果が、少しでも市民の暮らしやすさに繋がる施策立案の一助になれば幸い

である。 
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８．資料 

 

【 転入者の自由意見 】 （全件・項目別） 

今後の藤枝市のまちづくりに期待したいこと・要望  転入元  転入先  性 年代  

（01 防災） 

・地震や津波に対して迅速な対策を行う体制づくりへの

期待  
静岡市  下藪田  男  ３０代  

・災害がない街にしてほしい 焼津市  瀬戸新屋  男  ５０代  

（02 治安） 

・駅前の治安が悪そうに見える（特に夜）。数年前から変

わってしまったと感じる。夜歩いて帰りたくない。 
県外  茶町２丁目  女  ３０代  

・治安が良い街にしてほしい 焼津市  瀬戸新屋  男  ５０代  

・駅北の夜の雰囲気を安全にしてほしい 県外  駅前２丁目  男  ５０代  

（03 交通） 

・バスをもっと増やしてほしい 県外  築地  男  ３０代  

・渋滞解消  県内その他  高柳３丁目  男  ５０代  

・公共交通機関の増強をお願いします 県外  高洲  男  ５０代  

・渋滞緩和  県内その他  高柳２丁目  男  ３０代  

・渋滞の緩和  牧之原市  天王町３丁目  男  ４０代  

・藤枝駅までのアクセス、バスの本数を増やしてほしい

（下藪田） 
静岡市  下藪田  男  ３０代  

・渋滞が酷いので何とかしてほしい 焼津市  光洋台  男  ３０代  

・バスの便数を増やしてほしい 静岡市  音羽町５丁目  女  ３０代  

・空港で勤めている人が藤枝市に結構居住していると思

うが、空港までのバスの本数が少なくて少し不便を感じ

た。バスの本数が増えたら空港の活性化にもいいと思う。 

県外  前島２丁目  男  ３０代  

・バス等の公共交通機関をもっと充実させてほしい 静岡市  高柳１丁目  男  ３０代  

・藤枝駅のバスの案内がわかりづらい 県外  駿河台２丁目  男  ２０代  

・渋滞している所が多いので、原因を分析して渋滞の解

消、緩和の対策を明確にしてほしい。藤枝は道が混むと

いう悪いイメージがある。 

焼津市  高柳  男  ４０代  

・交通の便をよくしてほしい。特にバスの本数  県外  音羽町２丁目  男  ３０代  

・道路混雑（特に週末）を改善してほしい 牧之原市  高岡２丁目  男  ４０代  

・渋滞緩和  県外  小石川町３丁目 男  ２０代  

・交通渋滞の解消  島田市  郡１丁目  男  ５０代  

・自主運行バス、しずてつジャストラインを含めた増便、な

いしは使いやすいダイヤに改めてほしい 
県外  堀之内  男  ３０代  

・市役所が駅から遠いことに驚いた。車がないと不便。電

車の乗車賃が高い。藤枝と西焼津ですごく変わる 
県外  高柳１丁目  女  ３０代  

・渋滞の解消に期待  静岡市  前島１丁目  男  ３０代  

・渋滞が多いので道路・交通状況の改善  県外  田沼１丁目  女  ２０代  

・名古屋よりも道が混んでいる。藤枝駅や旧国１線はかな

り混んでいて移動に時間がかかる。特に南北に抜ける道

が混んでいる 

県外  高柳３丁目  男  ３０代  
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（04 道路） 

・道路を綺麗に整備してほしい 静岡市  岡部町岡部  男  ４０代  

・国道１号線を２車線にしてほしい 島田市  上青島  男  ２０代  

・河川占用が４ｍしか許可が下りず、自宅前が大変危険  県外  善左衛門２丁目 男  ４０代  

・道路整備をしてほしい 県外  青葉町１丁目  男  ３０代  

・若干道路が狭く、街灯が暗いところがある 静岡市  天王町３丁目  男  ５０代  

・道路行政の充実（水路を塞ぐ、暗渠にする） 浜松市  高洲  男  ３０代  

・道路が凸凹、舗装工事をしてほしい 県外  南駿河台１丁目 男  ４０代  

・道路が混むため、道路を増やしてほしい 県外  前島２丁目  男  ２０代  

・歩道や渋滞解消のための道路整備  静岡市  時ケ谷  男  ３０代  

・道路、河川の改修等  県外  時ケ谷  男  ６０代  

・バイパス４車線化と志太中央幹線の早期実現  島田市  大手２丁目  男  ３０代  

・道路の整備（混雑の解消） 静岡市  高岡３丁目  男  ６０代  

（05 公園） 

・公園には駐車場をつけてほしい 県外  志太２丁目  男  ３０代  

・公園整備  焼津市  築地  男  ４０代  

・遊具の充実した公園がほしい。アメリカの公園はどこも

遊具が充実しており、子供が常に集まる場となっている。

夏は spray ground という無料の水遊び公園がある。参考

にしてほしい。遊具の地面は土でなくクッション性のある

シートや木くず、タイヤ片が敷き詰めてある。 

県外  茶町２丁目  男  ３０代  

・広い公園を増やしてほしい 焼津市  高柳  男  ４０代  

・公園を増やしてほしい 焼津市  高洲  男  ３０代  

・公園の増加  県外  高柳  女  ２０代  

・築地地区に公園がほしい。 焼津市  築地  男  ４０代  

（06 福祉） 

・高齢者世帯の定期的ケア 静岡市  水守２丁目  男  ５０代  

・少子高齢化対策  県外  茶町１丁目  男  ２０代  

・高齢者対策（高齢ドライバー等）、バスやタクシーの利

便性向上をお願いしたい 
静岡市  与左衛門  女  ４０代  

・身障者に医療等の補助をお願いしたい 県外  高洲  男  ８０代  

・老人のサークル活動等が充実していて良いかとは思う。

近隣の住民のみでの運営だと人の集まりが悪いので、広

範囲の住民での運営となっている。その際、車の運転等

で移動するが、年々集まるのが難しくなっている。 

県外  藤岡１丁目  男  ５０代  

・老老介護世帯の負担を減らす 焼津市  田沼４丁目  女  ５０代  

（08 子育て） 

・以前の区では子供の医療費は無料でしたので、こちら

でも無料だと良い 
県外  青葉町１丁目  女  ４０代  

・子育てに関する医療・教育への助成の充実。共働きの

親の負担軽減  
焼津市  築地  男  ３０代  

・子供の医療費の無償化  

・保育費の値下げ 
焼津市  大新島  男  ２０代  
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・子育て支援を充実してほしい。未就学児の交流  県外  高洲  男  ４０代  

・子供の医療費が焼津市のように無料になったらうれし

い。保育料の算に際して第○子というのを基準にしてほ

しい（第２次子半額、第３子無料） 

焼津市  兵太夫  男  ２０代  

・子育てのしやすさ、わかりやすい状況であることを期待

します。 
静岡市  潮  男  ３０代  

・子育てや子供の支援の協力に期待している 県外  茶町１丁目  男  ２０代  

・子供用の施設を充実してほしい。 

・子供の医療費の無償化を望む 
焼津市  田沼５丁目  男  ３０代  

・保育料を安くしてほしい 焼津市  前島２丁目  男  ３０代  

・住みやすい街だと聞いたので子育てを楽しめたらと思う 静岡市  小石川町２丁目 男  ３０代  

・子供の医療費を無料にしてほしい。 

・子ども関係の課は市民課と同じ１階だと良い 
県内その他  高岡１丁目  男  ４０代  

・子どもを生み育てやすい環境・制度の充実、不妊治療

費の拡充  
焼津市  上藪田  男  ４０代  

・子育てに力を入れてほしい 焼津市  弥左衛門  男  ６０代  

・子育てしやすい街づくりに力を入れてほしい。子供が遊

びやすい施設づくりや子育てにかかる費用の補助等  
県内その他  田沼４丁目  男  ３０代  

・子ども医療費無償化にしてほしい 焼津市  稲川１丁目  女  ２０代  

・子供の住みやすい街づくりに期待  焼津市  上当間  男  ３０代  

・子育てしやすい環境づくり 島田市  大洲４丁目  男  ２０代  

・多子家庭への優遇希望  牧之原市  高岡２丁目  男  ４０代  

・子育て支援に期待  牧之原市  高柳３丁目  男  ２０代  

・子育て支援  浜松市  上当間  男  ３０代  

・子育てしやすい街づくりを更に進めていただきたい。遊

び場や補助制度  
静岡市  志太３丁目  男  ３０代  

・子育て支援に力を入れてほしい 焼津市  高洲  男  ３０代  

・子育てに関するサービス、補助などを手厚くしてほしい 県外  瀬戸新屋  男  ３０代  

・子供が安心して遊べる場所、妊婦や年寄りが生活しや

すい環境にしてほしい。 
県外  五十海１丁目  男  ３０代  

・保育園・こども園の充実  静岡市  田中２丁目  男  ３０代  

・子育て政策の充実（医療費等） 県外  時ケ谷  男  ３０代  

・子供医療費無償化  焼津市  上当間  男  ３０代  

・子供医療費無償化  焼津市  清里２丁目  女  ２０代  

・子育てしやすさ 焼津市  青木２丁目  女  ３０代  

（09 教育） 

・時代に合った教育  焼津市  築地  男  ３０代  

・図書館に英語本（子供用絵本）を増やしてほしい 県外  茶町２丁目  男  ３０代  

・学区が広いので、中学の自転車通学を許可してほしい 焼津市  築地  男  ４０代  

（10 商業） 

・幅広い企業誘致（雇用づくり） 静岡市  水守２丁目  男  ５０代  

・シルバー（70 歳以上）の雇用をお願いしたい 焼津市  高柳４丁目  女  ７０代  
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・ショッピング施設を増やしてほしい 県内その他  時ケ谷  女  ６０代  

・大型店の出店  牧之原市  瀬戸新屋  女  ４０代  

・大型ショッピングモール 県外  瀬戸新屋  男  ２０代  

・市内の商業施設がもっと充実するよ良いと思う。新しい

ものに限らず、従来からある商店の活性化を含め。 
県外  青木  女  ４０代  

・街に土地が余っているので、イオンモール等大規模な

商業施設があると助かる。 
浜松市  高岡１丁目  男  ３０代  

・服のショップがもう少しあってほしい。イングやセシルマ

グビーなど 
県外  天王町１丁目  女  ２０代  

・イオンやららぽーと等の大型ショッピングセンターがほし

い。 
県外  瀬戸新屋  男  ３０代  

・商業施設を増やしてほしい。 静岡市  高柳１丁目  男  ３０代  

・コインランドリー、セブンイレブンを増やしてほしい 県外  駿河台２丁目  男  ２０代  

・商業施設をもっと増やしてほしい 県外  岡部町岡部  女  ３０代  

・ショッピングモールがあるといい 県外  青木２丁目  男  ２０代  

・入浴券を１枚は支給してほしい。２枚あれば都合が良い 静岡市  高柳  男  ２０代  

・飲食店はわりとあるが、お洒落な洋服を買う店があれば

うれしい 
県外  時ケ谷  男  ２０代  

・郊外でいいので大型商業施設を誘致してほしい。 県外  青葉町４丁目  男  ５０代  

・駅前にショッピングモール等の商業施設の誘致  静岡市  駅前２丁目  男  ２０代  

・大型ショッピングモール等誘致  県外  前島３丁目  男  ３０代  

・松屋とサイゼリアがほしい 県外  駅前２丁目  男  ２０代  

・ショッピング施設の充実  県外  田沼１丁目  女  ２０代  

・子連れで行きやすい大型商業施設があるとうれしい 県外  志太２丁目  男  ３０代  

（12 環境） 

・ゴミの分別が細かくて驚いた。すごく手がかかるので、ゴ

ミを綺麗に捨てやすくなるように願います。 
県外  駅前１丁目  男  ２０代  

・ゴミの分別が大変。もう少し簡単にしてもらいたい。 静岡市  兵太夫  男  ５０代  

・ゴミ捨てが面倒でストレスになる。出す時間も早い。資

源ごみの回収日をもっと増やしてほしい 
県外  小石川町４丁目 女  ３０代  

・ゴミの分別をなくしてほしい 島田市  瀬古２丁目  男  ２０代  

・ゴミの分別が細かすぎる 県内その他  駿河台２丁目  男  ４０代  

・ゴミの分別を減らしてほしい 静岡市  高柳１丁目  男  ３０代  

・ゴミ捨ての場所が種類によって異なるのは不便に感じる 県外  高岡３丁目  男  ３０代  

・ごみの分別をもう少し楽にしてほしい 静岡市  瀬古２丁目  男  ３０代  

・ゴミの処理が静岡市と違う。少し不便に感じた 静岡市  五十海４丁目  女  ４０代  

・ゴミの収集方法をもっと間単にしてほしい 県外  高柳  男  ３０代  

・ゴミの分別をもっとわかりやすくしてほしい 静岡  横内  男  ５０代  

・環境マナーを重視したまちづくり 浜松市  高岡１丁目  男  ４０代  

・ゴミの分別方法を静岡市や島田市と同様にしてほしい 焼津市  田沼４丁目  女  ５０代  

（13 自然） 

・自然環境が元々素晴らしい街だと思うので、未来の子

供たちのために引き続き大切にしてほしい 
牧之原市  下之郷  女  ４０代  
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・海と山に囲まれた素敵な市だと思う。 県外  藤枝２丁目  女  ３０代  

（14 文化） 

・エンターテインメントの文化がもっと根付いてほしいと思

います 
県外  新南新屋  女  ３０代  

・転入前は社会人合唱団に所属していたので、音楽に

関係するイベントを通じた市の更なる発展、まちづくりを

期待している。（個人的には８年ぶりの静岡県赴任）  

県外  駅前１丁目  男  ３０代  

（15 スポーツ） 

・サッカーの町として、もっと盛り上がるイベント等を期待

している 
県外  駅前３丁目  男  ４０代  

・藤枝 MYFCが J２に昇格できますように、たくさん応援に

行く 
県外  水守２丁目  男  ４０代  

・市民体育館の利用時間延長  県外  青木２丁目  男  ４０代  

・サッカーの招待券がありがたい 県外  小石川町４丁目 男  ６０代  

・サッカー王国  焼津市  瀬戸新屋  男  ５０代  

・藤枝 MYFC の J2 昇格を支援してほしい 榛原郡  田沼１丁目  男  ２０代  

・スポーツ振興課の場所をわかりやすくしてもらえば、行

事に参加しやすい 
県外  藤岡３丁目  男  ５０代  

（16 まちづくり） 

・現在の積極的な活動に満足している 県外  南駿河台１丁目 男  ３０代  

・まだ住んで間もないが、良い市だと思う。これからの生

活が楽しみです。 
県外  駿河台２丁目  男  ２０代  

・綺麗な街だと思う。このままで。 県外  築地  女  ４０代  

・若い人たちが活躍するためのサポート等がもっと充実し

ていったらうれしい。出店するための補助  
島田市  前島２丁目  女  ２０代  

・藤枝市へ移住する際に住宅購入補助の制度があるとう

れしい。 
県外  高岡３丁目  女  ４０代  

・働きやすい職場、高齢者にやさしい職場、街づくり 島田市  田沼５丁目  女  ５０代  

・子育て、年齢を重ねても住みやすい街であってほしい 島田市  瀬戸新屋  男  ３０代  

・良い街、今後の生活が楽しみ 焼津市  下藪田  男  ４０代  

・駅北口の再開発を進めてほしい 静岡市  下青島  男  ２０代  

・静岡県を盛り上げてください 静岡市  駅前２丁目  男  ３０代  

・藤枝で新築を予定しているが、小さい子供がいないた

め助成金が出ないのは残念。もっと市・県外からの転入

する人にメリットがあっても良いと思う。 

浜松市  高柳４丁目  女  ４０代  

・綺麗な街に住みたい 県外  小石川町２丁目 男  ２０代  

・名古屋から来たので、名古屋を越える街づくりに期待し

ている 
県外  田沼１丁目  男  ２０代  

・焼津市に比べ特に駅前の活性化が著しい。今後の発

展にもすごく期待できる。自分たちも何か参加できたらい

いなと思っている。 

焼津市  東町  女  ４０代  
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・年配者と共存しやすい街づくり 焼津市  上藪田  男  ４０代  

・地域の行事に補助を考えてほしい 焼津市  弥左衛門  男  ６０代  

・都市化  県外  － － － 

・若者を増やす。過疎地の有効活用（キャンプ場など） 県内その他  本郷  男  ３０代  

・駅周辺の発達  県外  前島１丁目  男  ２０代  

・何か起こると市長が早く対応しているイメージがある。引

き続き住みやすい環境づくりをしてほしい 
静岡市  瀬古２丁目  男  ４０代  

・海外からの人が多くなってきている。言語サービスが充

実してくるとよいのでは。 
県外  瀬古３丁目  女  ４０代  

・１０年ぶりの地元だが、色々変わり過ぎて驚いている。

駅前のイルミネーションが良かった 
県外  小石川町３丁目 女  ３０代  

・妊婦や年寄りが生活しやすい環境にしてほしい 県外  五十海１丁目  女  ３０代  

・市外に出ても戻って生活したいと思える住みやすい街  県内その他  鬼島  女  ２０代  

・治安や福祉などで困らない街づくりへの期待 静岡市  下藪田  男  ３０代  

・バリアフリーの街づくりを検討してほしい 県外  田沼１丁目  女  ５０代  

・花をたくさん植えてほしい 静岡市  南駿河台５丁目 男  ４０代  

・地域の交流に努めたい 島田市  瀬古３丁目  男  ６０代  

（17 税金） 

・税金をあまり上げないでほしい 焼津市  岡出山３丁目  男  ４０代  

・住民税が高いので見直ししてほしい 焼津市  光洋台  女  ２０代  

・税金を安くしてほしい 県外  水守  女  ４０代  

・税金を安くしてほしい 焼津市  田沼４丁目  男  ３０代  

（18 窓口） 

・平日以外で開所している日があると助かる。 静岡市  仮宿  男  ２０代  

・会計の待ち時間が長い 静岡市  天王町３丁目  男  ５０代  

・住民票や印鑑証明のコンビニ交付ができるようにしてほ

しい 
浜松市  高洲  男  ３０代  

・コンビニで住民票が取得できるようにしてほしい 静岡市  南新屋  男  ３０代  

・コンビニで住民票が取得できるようにしてほしい 県外  駿河台１丁目  男  ２０代  

・県外でも住民票が出せると遠方のとき助かる（オンライ

ン） 
県外  平島  女  ５０代  

・市民課窓口発券機の近くに１人待機していてほしい 島田市  岡部町三輪  男  ２０代  

・親切に対応していただきありがとうございました 浜松市  高柳４丁目  女  ４０代  

・転入時にご招待券をもらえたが・・・ 県外  大洲１丁目  男  ２０代  

・対応がよくてびっくりした。ありがとう 静岡市  善左衛門  男  ２０代  

・業務時間終了間近の駆け込みだったが、丁寧な対応

にありがとう 
島田市  瀬古２丁目  女  ２０代  
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・各証明書の自動発行機の導入  県内その他  大東町  男  ２０代  

・他県からの転入。市民課職員の対応がいい。安心して

暮らしていけると思えた 
県外  瀬古  女  ７０代  

・事前に市民課へメールで問い合わせをした際に丁寧に

回答いただき、おかげて手続きがスムーズにできた 
県外  堀之内  男  ３０代  

・静岡市のようにコンビにでも住民票等が印刷できたらい

い 
静岡市  上当間  男  ３０代  

・転入届に関しても、土曜日に対応してほしい。（他の市

で対応している例もある） 
県外  田沼３丁目  女  ２０代  

・職員の対応ありがとう 静岡市  下藪田  男  ３０代  

・母子手帳の手続き等育児関係が市役所でできたら便

利である。パスポートの申請・受取が出来るのは良い点

である 

県外  若王子３丁目  男  ２０代  

・日曜開庁を実施してほしい 榛原郡  田沼１丁目  男  ２０代  

・設備や手続き関連の方法が古い。不必要な紙ベース

のやりとりの廃止  
県外  高柳  女  ６０代  

・転入時にチケット等をもらえたのがうれしかった 焼津市  瀬古２丁目  男  ３０代  

・手続きの案内が丁寧  県外  水守２丁目  男  ２０代  

・記入場所で大きな声が聞こえたのかもしれないが、個

人情報（死亡した人の名や相続のため）等を聞くのはい

かがでしょうか。他人のことがわかります。 

・電話でのゴミや住民票の質問の対応とてもよかった 

静岡市  駿河台２丁目  男  ２０代  

（19 情報発信） 

・地元を離れて改めて藤枝市の良さを知ったので、町の

良いところを外により発信できる活動が広がると素敵だと

思った 

県外  － 女  ３０代  

・高齢者世帯への情報提供  静岡市  水守２丁目  男  ５０代  

・情報が入りにくい年齢になってきた。催し物、大会など

の情報提供をお願いしたい 
県内その他  南新屋  男  ７０代  

（99 その他） 

・引っ越して２週間経ちますが、今のところ暮らしやすい

です 
浜松市  下青島  男  ２０代  

・藤枝市の外国人のための日本語講座の講師をしてい

る。外国人が住みやすい環境づくりを進めていただき、

更に多くの外国人が藤枝市に来てくれることを希望して

いる 

静岡市  南駿河台６丁目 男  ６０代  

・満足している 静岡市  高柳３丁目  男  ９０代  

・スーパーマーケットがわからない 島田市  前島３丁目  男  ８０代  

・駅前に公共施設（市役所、警察署）を移動すべき 県外  前島２丁目  男  ２０代  

・頑張ってほしい 静岡市  高洲  男  ３０代  

・他県の駅や公共施設（市・区役所）では無料 WiFi があ

る場合があるので、あれば便利だと思う 
県外  本郷  女  ３０代  
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・市役所駐車場が少ないので増やしてほしい 島田市  岡部町三輪  男  ２０代  

・スマホ、インターネットがつながりにくい。改善を望む 県外  時ケ谷  男  ２０代  

・海外からの人が多くなってきている。言語サービスが充

実してくると良いのでは 
県外  瀬古３丁目  女  ４０代  

・市民文化センター等の施設の新装  県外  田沼１丁目  男  ６０代  

・富士山の車のナンバープレートのような藤枝市のデザイ

ンがあったらいい 
県内その他  岡部町岡部  男  ２０代  

・駅前等の土地が高い 牧之原市  南新屋  女  ２０代  

・市役所の改築  県外  高柳  女  ６０代  
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【 転出者の自由意見 】 （全件・項目別） 

今後の藤枝市のまちづくりについて、自由意見  転出元  転出先  性 年代  

（0２ 治安） 

・静岡県警察学校と協力して何かを行うか、近隣の小中

学校と協力をさせていただけると地域防犯や子供たちの

安全に役立てると思う 

下之郷  県外その他  男  ２０代  

・子供の通学路の安全  高岡３丁目  榛原郡  男  ３０代  

・武道館前の道路が暗くて夜間暗くて危なかった 高岡１丁目  焼津市  女  ４０代  

・夜道が暗く、道路が悪い。自転車での走行は危険  青葉町４丁目  静岡市  男  ５０代  

（03 交通） 

・藤枝 BＰの渋滞をどうにかしてほしい 小石川町４丁目 静岡市  男  ３０代  

・藤枝駅バスターミナルのバス停の外国語表記は良い

（時刻表の行き先や案内板など） 
駅前２丁目  県外  女  ２０代  

・市民が増えた影響なのか、土日に限らずそこら中で道

路が渋滞しているように思う。右折信号を増やしたほうが

良い 

前島１丁目  静岡市  男  ４０代  

・道路の渋滞  田沼４丁目  県外  男  ３０代  

・バスの運行本数を増やしてほしい 駅前１丁目  県外  男  ５０代  

・市営バスの時刻表が各バス停にあると便利。ネットにも

載せてほしい 
高岡４丁目  焼津市  女  ２０代  

・ＪＲの線路を渡る際、時間帯によってはとても混んでい

る。その他はとても良い街  
下藪田  焼津市  男  ４０代  

・市バスの交通経路の拡大  高柳１丁目  県外  男  ３０代  

・渋滞の緩和、駅北に駐輪場  瀬戸新屋  静岡市  男  ３０代  

・車がなくても移動できる環境であればよい 大洲２丁目  県外  女  ４０代  

（04 道路） 

・夜道が暗く、道路が悪い。自転車での走行は危険  青葉町４丁目  静岡市  男  ５０代  

・歩行者道路が狭いところが多い 田沼４丁目  県外  女  ２０代  

・道路・歩道の拡幅  駅前２丁目  県外  男  ４０代  

・国道一号線の拡幅  - 静岡市  男  ５０代  

（05 公園） 

・公園に駐車スペースが無いところがある 下青島  牧之原市  男  ５０代  

・大きな公園に綺麗な芝生があり、住民が伸び伸びと運

動できる環境が魅力的と感じた 
駅前２丁目  浜松市  男  ２０代  

（07 医療） 

・市立総合病院も人手不足のような気がした 茶町２丁目  県外  男  ４０代  

・駅の近くに病院がないため、車を使用しない首都圏か

らの転入の場合に不便さを感じた 
田沼１丁目  県外  － ２０代  

（08 子育て） 

・子どもの医療費を無償化してほしい 大洲３丁目  島田市  女  ２０代  
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（09 教育） 

・子供に対する教育環境をもう少し充実させてほしい 青葉町１丁目  県外  男  ４０代  

（10 商業） 

・駅前に、衣料・食品・薬等を購入できる店がほしい 善左衛門１丁目 県外  女  ３０代  

・人が集まる商業施設を増やしてほしい 駅前１丁目  県外  男  ５０代  

・店舗が増えて活気づいてほしい 高岡２丁目  県外  女  ２０代  

・商店街に活気がない 郡  県外  女  ２０代  

・ショッピングをするところがない。商業施設がほしい。藤

枝市を盛り上げてほしい 
立花１丁目  浜松市  男  ３０代  

・ショッピングモールがなく不便を感じた。商店街もシャッ

ター商店街になっており、もう少し改善されると良い 
茶町２丁目  県外  男  ４０代  

（11 農業） 

・継がずに手持ちぶさたになってしまっている畑の運用の

仕方や、空き家を抱えてしまった時の運用等あれば教え

てほしい 

水守  県外  女 ３０代 

・農薬を使わない農業をしてほしい 下藪田  県外  女 ４０代  

（12 環境） 

・ごみの分別が面倒  花倉  焼津市  女  ２０代  

・犬の糞の始末をしないことが毎日のようにあり困った。

使っている駐車場に毎日始末されていなかった。罰金制

にしてほしい 

前島１丁目  静岡市  男  ４０代  

・ゴミ捨てが不便、特に不燃ゴミ 高岡１丁目  県外  男  ４０代  

・駅南に住んでいたが、ムクドリの鳴き声や糞がすごかっ

た。何かしらの対策が必要  
前島２丁目  県外  男  ２０代  

・町内会が強すぎて非常に面倒。ゴミの収集も市でちゃ

んとしてほしい。市外者が来ても住みやすくしてほしい 
前島２丁目  県外  － ２０代  

・公園や歩道の雑草を処理してほしい。１０年程前から見

苦しくなった 
駿河台１丁目  県外  － ３０代  

（13 自然） 

・景色がとてもよい 田中３丁目  県外  男  ５０代  

・市内で見ることができる花々が綺麗で素敵だと思う 高柳１丁目  県内その他  男  ３０代  

（15 スポーツ） 

・藤枝ＭＹＦＣに頑張ってもらいたい 青葉町４丁目  焼津市  男  ２０代  

（16 まちづくり） 

・若者が住むために適した環境にしてほしい 高洲  県外  男  ２０代  

・中部５市２町と連携して静岡を盛り上げてほしい 前島  焼津市  男  ３０代  

・駅北口を活性化してほしい 駿河台１丁目  浜松市  女  ２０代  

・若者が県外や市外に流出しないためにも、企業の誘致

やイベント等がほしい 
駿河台２丁目  静岡市  男  ２０代  

・これからも是非、良い街づくりを目指してほしい 水守３丁目  浜松市  男  ２０代  
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・大きな建物が増えたが、これからも自然を大切にしてほ

しい 
新南新屋  焼津市  女  ２０代  

・子供や高齢者たちの住みやすい街づくり 前島２丁目  県内その他  男  ４０代  

・駅の周りの開発は地元の会社優先にやっているが、返

って住民の利益になっていない 
田沼１丁目  県外  男  ５０代  

・外国人が暮らしやすい市になってほしい 堀之内  県外  男  ３０代  

・将来性のある街、益々の発展を望む 平島  静岡市  男  ４０代  

・若者の人口が減らない策が必要。他市町と横並びでな

い方が。藤枝が先を行く。 
善左衛門  県内その他  － ７０代  

（18 窓口） 

・窓口にて３０分以上待った。急いでいたので困った － 県外  男  ２０代  

・職員の丁寧な対応、迷っている人への声掛け良かった 青南町１丁目  県外  男  ３０代  

・転入した際に花の種を頂いたが、マンション住まいでは

植えることが出来ないので、庭のある実家へ渡した。市の

施設等の割引券や無料券などを転入者へ渡してほしい 

駅前２丁目  県外  男  ３０代  

・職員皆温かい人ばかり、ありがとう 下之郷  県外  女  ４０代  

・市民課のメール問い合わせ対応が助かった 堀之内  県外  男  ３０代  

（19 情報発信） 

・フェイスブックの情報がタイムリーだが、外国語の情報も

加わってほしい 
瀬戸新屋  県外  女  ５０代  

（99 その他） 

・一年ほどであったが、会う方々が優しく、いつか戻ってき

たいとも思う 
高柳３丁目  県外  男  ２０代  

・休日に遊ぶ施設がない 高洲  県外  男  ２０代  

・藤枝東高等学校の校舎を綺麗にしてほしい 水上  県外  男  - 

・飲食店が多く住みやすかった。 高岡１丁目  焼津市  女  ４０代  

・仕事が一段落したら、また藤枝市に戻って来たい 稲川  静岡市  男  ２０代  

・大東町あたりでは住宅、宅地の売却が進まない様子。

空き家の保全、売却促進等を検討いただきたい 
大東町  県外  男  ５０代  

・お世話になりました 鬼島  焼津市  男  ４０代  

・駅前のイルミネーションが好き。また戻って来たい － 静岡市  男  ３０代  

・駅前のキャバクラが大通りにあることに違和感がある。ど

この駅も脇道に行くとそういう店がある。市として恥ずかし

いことと思う。 

駅前１丁目  県外  男  ３０代  

・イベントや様々な行政サービスがありがたい 南駿河台１丁目 県外  男  ３０代  

・とても住みやすい。市の行うイベントは地元スーパーや

薬局にもポスターを掲示してもらえば、認知度があがるの

では 

高柳  県外  女  ２０代  

・静岡市（駅）まですぐに出られ、都会的すぎでなく、とて

も良い環境でした 
善左衛門  県内その他  － ７０代  

・滞在日数が長くなかったため、特に意見なし 田沼４丁目  県内その他  男  ７０代  

 


