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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。 

意向調査は、本市に対する市民の期待を広く収集するという意味を有しており、

平成 27 年 8 月以降も継続し、事業年度に合わせ平成 27 年度分の調査結果は報告済

であり、平成 28 年度についても同様に取りまとめるものである。 

 

２． 人口動態の状況 

平成 28 年度の人口動態は、自然動態は死亡数が出生数を上回りマイナスであるが、

社会動態は転出 4,389 人に対し転入 4,475 人と転入超過の状況が続いている。 

前年度との比較では、自然動態のうち出生数が 83 人減少、死亡数は 17 人増加し、

マイナス幅は 376人と拡大したことから、社会動態で 86人のプラスはあったものの、

全体で 297 人のマイナスに転じている。 

なお、社会動態の年代別状況では、10 代・20 代で転出超過、それ以外の世代では

転入超過となっている。転入超過では、子供・30 代・40 代のいわゆる子育て世代が

目立っている。転出超過では 10 代と今回転出超過に転じた 20 代が目立っているが、

多くは進学や就職によるものである。 

また、平成 27 年度と比較した場合、転入では子育て世代も含め、40 代・50 代以

外は減少、転出では 30 代以上がいずれも減少し、逆に若年層が増加している。 
 
 

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 

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

H27 146,530 379 -276 103 4,863 4,460 1,147 1,423 -24 

H26 146,427 284 -316 -32 4,899 4,553 1,091 1,407 - 

H25 146,459 540 -213 245 5,420 4,880 1,171 1,384 - 

H24 146,214 1,026 -213 755 5,511 4,485 1,146 1,359 - 

 

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

転入  577 347 1,504 980 512 247 165 143 4,475 

転出  426 501 1,659 891 447 214 138 113 4,389 

差  151 -154 -155 89 65 33 27 30 86 

 

 

３． アンケートの実施状況 

平成 28 年度は、転入者 4,475 人から 495 件、転出者 4,389 人から 438 件の回答

をいただき、回答率は転入者が 11.1％、転出者が 10.0％であった。 
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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 50.9％、女性が 49.1％でほぼ半々となっている。 

職業の内訳は 57.0％が会社員で、年齢構成は 20 代、30 代の若い世代が全体の

72.9％を占め、家族構成は一人世帯が全体の 65.7％と増加している。 

 

性別  男性  女性  

人数  252 243 

 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  282 18 45 22 88 40 

 

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

人数  7 233 128 68 29 27 3 

 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  324 88 56 3 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 前居住地の状況 

転入者の前住地は、63.0％が県内他市町、37.0％が県外である。 

近隣の静岡市・焼津市・島田市からの転入は 41.5％と増加しており、近隣市住民

が新たな居住地として本市を選択していることがわかる。 

ただ、県外からの転入は前年度に比べ、4.4 ポイントも減少している。 

 

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  91 17 38 76 12 14 63 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人
65.7%

夫婦のみ
17.8%

三世代
0.6%

その他
4.5%

夫婦と子ども

11.4%

一人

夫婦のみ

夫婦と子ども

三世代

その他

県内その他

12.8%

焼津市
15.4%

島田市
7.7%

静岡市
18.4%

県外
37.0%

牧之原市
2.4%

榛原郡
2.8%

浜松市
3.4%

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

一人世帯    65.7％（ｈ27：60.5％） 

夫婦のみ世帯は 17.8％（ｈ27：19.4％） 

子育て中の世帯 11.4％（ｈ27：13.5％） 

県内近隣３市から 41.5％（ｈ27：36.9％） 

県外からの転入  37.0％（ｈ27：41.4％） 
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③ 転入先の状況 

転入先については、青島地区が全体の 48.6％を占め、次いで高洲地区が 20.3％、

藤枝地区が 10.2%、葉梨地区が 8.0%で、駅周辺、駅南地域への転入が目立っており、

平成 27 年度と同様の結果となった。 

これは、青島地区でのマンション建設、青島・高洲地区での宅地造成、葉梨地区

の分譲地などが転入先として選択されたことに加え、青島地区、高洲地区に賃貸住

宅が多いことが想定される。 

 

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  3 3 39 24 20 50 237 99 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

また、家族構成別の転入先を見てみると、一人世帯では青島地区へ 53.1%、高洲

地区へ 19.2%と、全体の 7 割超が青島・高洲両地区への転入だが、夫婦のみの世帯

では青島・高洲地区が 6 割強に減少し葉梨地区への転入が一人世帯の 2 倍近くに増

加、さらに、夫婦と子供世帯では青島がやや減、高洲地区が 26.8％と増加している。 

平成 27 年度と比べ、一人世帯は駅に近く生活に便利だと判断して青島・高洲地区

を選択という傾向は続いているが、夫婦のみの世帯や夫婦と子供世帯では、青島地

区、葉梨地区はやや減少し、高洲地区を選択する割合が増加している。 

 

 平成 28 年度  平成 27 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  53.1％  19.2％  6.6％  21.1％  50.5％  20.8％  6.6％  22.1％  

夫婦のみ  42.5％  19.5％  12.6％  25.4％  45.8％  16.7％  14.3％  23.2％  

夫婦と子ども 41.1％  26.8％  8.9％  23.2％  42.2％  16.4％  11.2％  30.2％  

 

【転入先】     平成 28 年度         平成 27 年度 
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瀬戸谷

稲葉

葉梨

広幡

西益津

藤枝

青島

高洲

大洲

岡部

転入先は… 

青島地区 48.6％（ｈ27：47.0％） 

高州地区 20.3％（ｈ27：19.5％） 

藤枝地区 10.2％（ｈ27： 8.7％） 

葉梨地区 8.0％（ｈ27： 8.8％） 

41.1

42.5

53.1

26.8

19.5

19.2

8.9

12.6

23.2

25.4

21.16.6

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

夫婦と子ども

夫婦のみ

一人世帯

42.2

45.8

50.5

16.4

16.7

20.8

11.2

14.3

30.2

23.2

22.16.6

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

青島地区 高洲地区 葉梨地区 その他
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④ 転入の契機 

転入の契機については、就職や転勤によるものが全体の 38.6%を占め、続いて結

婚によるものが 16.6%、住宅の都合によるものが 11.7%であった。 

平成 27 年度と比較すると全体の傾向は同様だが、就職や転勤によるものが 3.0％

減、結婚によるものが 2.6％増となっている。 

 

理由  就職・転勤  進学  退職  結婚  
親などの  

介護  
子育て  

人数  214 6 30 92 16 16 

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  0 65 45 26 4 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転入の契機を年代別にみると、いずれの年代も就職・転勤をきっかけとする者が

最も多くなっていて、年代が高くなるほど減少している。 

平成 27 年度に比べると、就職・転勤はどの年代でも減少、特に 30 代～40 代は

5.2 ポイント減、逆に結婚が 8.1 ポイント増え 20.1％と 10 代～20 代を超えている。 

これらから、10 代～20 代の若者世代は、就職・転勤を契機に本市に転入し、主に

賃貸住宅等に居住すると考えられ、30 代～40 代の子育て世代については、就職・転

勤以外に、結婚もひとつの契機になっていると考えられる。 

なお、住宅の都合は平成 27 年度に比べ、30 代～40 代で 2 ポイントの減、50 代以

上でも 6.1 ポイント減となっている。 

50 代以上の熟年世代では、その他の理由が増加しており、ライフスタイルの多様

性がうかがわれる結果となった。 

 

 平成 28 年度 平成 27 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  47.0％  17.5％  7.1％  28.4％  51.1％  18.7％  6.4％  23.8％  

30 代～40 代  32.9％  20.1％  15.1％  31.9％  38.1％  12.0％  17.1％  32.8％  

50 代以上  23.5％  1.5％  19.1％  55.9％  23.6％  4.9％  25.2％  46.3％  

 

 

就職・転勤
38.6%

退職
5.4% 進学

1.1%

結婚
16.6%

親等の介護
2.9%

施設入所
0.0%

子育て
2.9%

住宅の都合
11.7%

周囲の生活環境
8.1%

家族からの独立
4.7%

災害
0.7%

その他
7.4%

就職・転勤 進学

退職 結婚

親等の介護 子育て

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

就職・転勤、結婚、 

住宅の都合の３つで

66.9 %を占める 

 （ｈ27：69.1％） 
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【転入の契機】   平成 28 年度         平成 27 年度 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
⑤ 転入の理由 

（複数回答可） 

子育てに適している  15 住宅価格や家賃が手頃である  45 

教育や文化的な環境がよい  12 職場や学校が近くにある  161 

医療や福祉の環境がよい  13 親・子ども・友人が近くにいる  79 

自然環境や景色がよい  37 実家に戻る  75 

交通の便がよい  81 地震や津波など災害の心配がない  53 

買い物が便利  63 元気・活気がある  18 

治安がよい  19 情報誌等を見て住みたいと感じた  3 

街並みが美しい  13 その他  55 
 

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 21.7％、続い

て「交通の便が良い」が 10.9％、「親・子ども・友人が近くにいる」が 10.6％、「実家

に戻る」が 10.1％で、この４項目で全体の 53.3%を占めた。 

これらから、居住地の選択にあたっては、自分の人間関係を大切にしながら、通勤・

通学に便利な土地を選んでいることがわかる。この傾向は平成 27 年度と同様であった。 

さらに、「買い物が便利（8.5％）」「地震や津波など災害の心配がない（7.1％）」「住

宅価格や家賃が手頃である（6.1％）」「自然環境や景色がよい（5.0％）」なども、居住

地の選択にあたって参考とされている。 

一方で、「元気・活気がある（2.4％）」「子育てに適している（2.0％）」「医療や福祉

の環境がよい（1.8％）」「町並みが美しい（1.8％）」「教育や文化的な環境がよい（1.6％）」

など、政策的な部分についての選択率が低くなっているが、傾向として、平成 27 年度

より若干であるが選択率が上がっている。 

これは、積極的なプロモーションによりこれらの施策を本市の魅力としてアピール

していく取り組みが少しずつ奏功していると考えられる。 
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情報誌等を見て住みたいと感じた その他

23.5

32.9

47

20.1

17.5
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⑥ 転入者の自由意見 

本アンケートでは、規定の設問以外に自由意見についてもお願いしている。 

こうした意見は、本市に転入して日が浅い市民からの意見であり、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がつかないことなども伺え

る貴重な意見である。 

平成 28 年度は、アンケートに回答していただいた転入者 495 人のうち 108 人から 129

件の自由意見が寄せられている。 

これらの自由意見を以下の 20 項目に分類・整理し、平成 27 年度と比較した。 

（単位 ％）  

項目 H28 H27 項目 H28 H27 項目 H28 H27 

01 防災 0.8 0.5 08 子育て 7.8 19.5 15 スポーツ 3.9 3.2 

02 治安 1.6 3.7 09 教育 2.3 4.7 16 まちづくり 14.7 9.0 

03 交通 17.1 16.3 10 商業 8.5 9.5 17 税金 0.8 1.1 

04 道路 4.7 3.7 11 農業 0 0 18 窓口 7.8 4.7 

05 公園 2.3 2.1 12 環境 11.6 7.4 19 情報発信 1.6 4.7 

06 福祉 2.3 4.2 13 自然 3.1 2.1 20 その他 4.7 13.2 

07 医療 1.6 0 14 文化 3.1 3.7 合計（件数） 129 215 

 

この結果、平成 28 年度に最も多かったのは「交通に」関するもので全体の 17.1％（22

件）、続いて「まちづくり」に関するものが 14.7％（19 件）、「環境」に関するものが 11.6％

（15 件）であった。 

平成 26 年度、平成 27 年度の上位 3 項目であった「子育て」「交通」「商業」のうちでは、

「子育て」が半減、代わって「まちづくり」と「環境」が平成 27 年度に比べともに 5 割

増で上位に入っている。 

トップの「交通」については、バスなどの公共交通の充実、「まちづくり」については、

駅周辺整備が目に見えて進んでいることから更なる駅周辺の発展・活性化への期待、「環境」

については、転入時のゴミ分別の周知徹底からかその簡素化、いずれも各項目の半数以上

の声となっている。 

なお、意見が占有率で半減した「子育て」については、子育て世代の転入が多少減とな

ったことよりも、保育施設の整備やこども医療費の現物支給化など、本市が進める子育て

支援策が奏功していると考えられる。 
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8.5%

防災 治安

交通 道路

公園 福祉

医療 子育て

教育 商業

農業 環境

自然 文化

スポーツ まちづくり

税金 窓口

情報発信 その他

・バスなどの公共交通の充実 

・交通渋滞の緩和 

・駅周辺の更なる発展・活性化 

・ゴミ分別の簡素化 

・子育てしやすい環境づくり 

 などを望む声が… 
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【 意見全体 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 1 件 災害等の対策 （1 件） 

02 治安 2 件 駅前の治安改善（1 件）  安全･安心なまちづくり（1 件） 

03 交通 22 件 公共交通の充実（14 件） 渋滞の緩和（5 件） など 

04 道路 6 件 道路の整備（4 件）     橋の整備（1 件） など   

05 公園 3 件 公園の整備（2 件） など 

06 福祉 3 件 高齢者福祉（1 件）     単身女性への支援（1 件） など 

07 医療 2 件 医療費の軽減（1 件）    病院駐車場の有料化（1 件） 

08 子育て 10 件 子育て環境の充実（9 件） 子育て世帯への支援（1 件） 

09 教育 3 件 教育環境の充実（1 件）  図書館の充実（1 件） など 

10 商業 11 件 商業施設の設置（9 件）  商店街の活性化（2 件） 

11 農業 0 件  

12 環境 15 件 ゴミ出し方法等（13 件）  下水道の充実（1 件）など 

13 自然 4 件 自然環境の保全（3 件） など 

14 文化 4 件 市民講座の充実（2 件） イベントの充実（2 件） 

15 スポーツ 5 件 サッカーの町（2 件）    野球にも力を（1 件） など 

16 まちづくり 19 件 駅周辺の発展（10 件）  住み良いまちづくり（5 件） など 

17 税金 1 件 税金の軽減（1 件） 

18 窓口 10 件 窓口対応に感謝（6 件） 窓口の時間延長（2 件） など 

19 情報発信 2 件 市内施設の案内（1 件） 必要な情報発信（1 件） 

20 その他 6 件 駅周辺の音楽（2 件）   よろしくお願いします（3 件） など 

 

 

【 主な意見について  】 

 

〔交通に対する意見〕 

交通に対する意見は、平成 27 年度に続き、バス路線の充実に関するものと渋滞緩和

に関するものに 2 極化した。 

バス等の公共交通機関の充実ということで、単純にバス路線の充実や本数の増加を挙

げる意見が半数以上と多かった。また、渋滞緩和では、主要道である国道 1 号線の渋滞

解消を挙げる意見とともに、信号待ちの多さを指摘するを意見も複数あった。 

 

〔まちづくりに対する意見〕 

  街の玄関口である駅周辺整備が進み、また進行中であることから、更なる駅周辺の発

展・活性化に期待する意見が半数を占め、駅周辺がきれいになった、街が充実している

という評価する意見も多かった。 

また、住み良いまちづくり、市外の人があこがれるまちづくりをという期待を込めた

意見も目立った。 
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〔環境に対する意見〕 

そのほとんどがゴミ出しに関する意見となっている。 

特にゴミの分別方式については半数以上を占め、前住地と比較して「ゴミの分別がす

ごく細かくて面倒」という意見が多く寄せられた。  

ゴミ出し方法等についての周知・啓発はもちろんのことであるが、より理解を得るた

めに、環境日本一を目指す本市の姿勢を強くアピールしていくことも必要と考える。 

 

 〔商業に対する意見〕 

商業に関する意見では、買い物環境の充実が挙げられており、これは暮らしやすさの

指標として、居住地を選択するにあたっての理由のひとつと考えられる。 

具体な意見としては、スーパーやコンビ二をはじめ、買い物ができる店を増やしてほ

しいという意見が多数を占め、うち 4 件は駅周辺でということであった。 

大型ショッピングセンター・モールなどの誘致等は 2 件と減少、多くは、近くに気軽

に立ち寄れる商業施設の充実を望んでいる内容となっていた。 

 

〔子育てに対する意見〕 

子育てに関する意見では、子育て環境の充実を望むという包括的な意見がほとんどで、

平成 27 年度に多くあった、子ども医療費の無料化、待機児童ゼロを望むという意見は

なくなっている。 

“これからもっと子育てしやすい環境になっていたら”というような、抽象的な表現の

意見が多く、全体の件数からも、本市における子育て支援策の効果が現れている。 

また、平成 28 年春にオープンした「れんげじスマイルホール」も、本市の子育て環

境の充実を広くアピールしているものと考えられる。 
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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 45.4％、女性が 54.6％で女性が上回っている。 

職業の内訳は 57.8％が会社員、学生も 13.0％あった。年齢構成については 10 代、

20 代、30 代の若い世代が全体の 76.9％を占めている。 

家族構成では一人世帯が全体の 79.7％を占め、転入者（一人世帯は 65.7％）と

比較した場合、特に学生の一人世帯が就職・進学で転出する割合が高くなっており、

この傾向は平成 27 年度と同じである。 

 

性別  男性  女性  

人数  199 239 

 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  253 8 27 57 59 34 

 

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

人数  27 218 92 58 24 15 4 

 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  349 47 30 0 12 

 

 

② 転出先の状況 

転出者の転出先は、56.2％が県内他市町、43.8％が県外である。 

近隣の静岡市・焼津市・島田市への転出は 33.3％となっている。 

県内では近隣 3市への割合は高いものの、平成 27年度に比べると 7.1ポイント減、

逆に、県外転出は 4 ポイントも上がっていることから、若者が就職・進学で近隣市

より、県外に転出する傾向がより強まっていることを示している。 

 

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  76 31 30 40 2 10 57 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県外
43.8%

牧之原市
0.5%榛原郡

2.3%

焼津市
9.1%

島田市
6.8%

浜松市
7.1%

静岡市
17.4%

県内その他
13.0%

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

県外への転出が 43.8％（ｈ27：39.8％） 

県内近隣 3 市へ 33.3％（ｈ27:40.4％） 
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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 46.2％を占め、次いで高洲地区が 18.9％、

藤枝地区が 12.0％、葉梨地区が 6.2％となっており、青島地区の増、葉梨地区の減

はあるものの、この傾向は転入者および前年度の転出者と同様の状況である。 

これは人口比率によるものに加え、特に青島地区では一人世帯の若者が転勤など

により流入流出するケースが多くなっていることが想定される。 

賃貸住宅が多く、買い物等の利便性が高い青島地区を住居として選択する場合、

将来の転勤による転出も視野に入れていることが多いことが考えられる。 

 

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 27 17 22 52 201 82 16 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 転出の契機 

転出の契機については、就職や転勤によるものが拡大し、全体の 47.2％を占め、

続いて結婚によるものが 21.4％、住宅の都合によるものが 8.7％で、この傾向は前年

度と同様の状況であるが、さらに強まっている。 

 

理由 就職・転勤 進学 退職 結婚 
親などの 

介護 
子育て 

人数 218 20 12 99 6 7 

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 40 14 15 0 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸谷
0.9%

稲葉
1.8%

岡部
0.9%大洲

3.7%

葉梨
6.2% 広幡

3.9%

西益津
5.1%

藤枝
12.0%

青島
46.4%

高洲
18.9%

瀬戸谷

稲葉

葉梨

広幡

西益津

藤枝

青島

高洲

大洲

岡部

災害
0.0%

その他
6.5%

家族から
の独立

3.2%

住宅の都合
8.7%

周囲の生活
環境
3.0%

親等の介護
1.3%

子育て
1.5%

施設入所
0.2%

退職
2.6%

進学
4.3%

結婚
21.4%

就職・転勤
47.2%

就職・転勤 進学

退職 結婚

親等の介護 子育て

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

青島地区 46.4％（ｈ27：38.2％） 

高州地区 18.9％（ｈ27：19.2％） 

藤枝地区 12.0％（ｈ27：10.8％） 

葉梨地区  6.2％（ｈ27： 9.4％） 

賃貸住宅から転勤による転出が 

想定される 

就職・転勤 47.2%（ｈ27：39.4％） 

結婚      21.4%（ｈ27：20.0％） 

住宅の都合 8.7%（ｈ27： 9.1％） 

３つの合計 77.3%（ｈ27：69.8％） 
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転出のきっかけを年代別にみると、各年代とも就職・転勤をきっかけとする者が最

も多く、また、年齢が上がるにつれ就職・転勤が減り、そのかわり住宅の都合が増加

している。これは転入とまったく同様の傾向である。 

また、平成 27 年度に比べ、いずれの年代も就職・転勤が増え、その分その他が減少

している。 

 

 平成 28 年度  平成 27 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  52.0％  21.5％  4.3％  22.2％  43.8％  21.9％  3.3％  31.0％  

30 代～40 代  42.2％  26.7％  12.4％  18.7％  36.7％  22.9％  13.8％  26.6％  

50 代以上  37.8％  2.2％  20.0％  40.0％  31.1％  1.1％  16.7％  51.1％  

 

【転入の契機】   平成 28 年度         平成 27 年度 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 藤枝市の魅力 

（複数回答可） 

子育てに適している  40 住宅価格や家賃が手頃である  52 

教育や文化的な環境がよい  48 職場や学校が近くにある  74 

医療や福祉の環境がよい  24 親・子ども・友人が近くにいる  108 

自然環境や景色がよい  146 元気・活気がある  28 

交通の便がよい  83 地震や津波など災害の心配がない  69 

買い物が便利  128 情報誌等を見て住みたいと感じた  6 

治安がよい  150 その他  4 

街並みが美しい  30   

 

藤枝市の魅力で最も多かったのは「治安がよい」で全体の 15.2％、続いて「自然環

境や景色がよい」が 14.7％、「買い物が便利」が 12.9％、「親・子ども・友人が近くに

いる」が 10.9％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、平成 27 年度と全く同じであった。（ただし 1 位、2 位は入れ替え） 

これは転入者が選択した転入の理由とは異なっており、実際に藤枝市に居住して感

じた魅力と、これから居住を考えている方が参考にするものに違いがみられる。 

転出者が選択した上位 4 項目のうち「親・子ども・友人が近くにいる」は転入者の

37.8

42.2

52

26.7

21.5

20

12.4

40

18.7

22.2

2.2

4.3

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

50代以上

30代～40代

10代～20代

31.1

36.7

43.8

22.9

21.9

16.7

13.8

51.1

26.6

31

1.1

3.3

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

就職・転勤 結婚 住宅の都合 その他
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選択する転入の理由でも 3 番目となっており、「買い物が便利」5 番目であったが、「自

然環境や景色がよい」は 9 番目、「治安がよい」は 10 番目であった。この傾向は前年

度と同様である。 

今後、実際に住んだ方が感じる藤枝市の魅力について、特に上位 4 項目は必須とし

て、外部に発信していくことも必要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 藤枝市への不満 

（複数回答可） 

子育てに適していない  8 2.3% 街並みが美しくない  5 1.4% 

教育や文化的な環境がない 9 2.5% 住宅価格や家賃が高い  32 9.1% 

医療や福祉の環境が悪い  17 4.8% 職場や学校が近くにない  20 5.7% 

自然環境や景色が悪い  2 0.6% 地震や津波など災害の心配  36 10.2% 

交通が不便  117 33.1% 元気・活気がない  17 4.8% 

買い物が不便  61 17.3% 情報誌等を見て住みたいと感じない 2 0.6% 

治安が悪い  9 2.5% その他  18 5.1% 

 

転出者については、居住してみて感じた藤枝市の不満についてを選択式で回答して

いただく項目を追加している。 

最も多かったのは「交通が不便」で全体の 33.1％、続いて「買い物が不便」が 17.3％、

「地震や津波など災害が心配」が 10.2％と続いており、この傾向は平成 26 年度、平成

27 年度と同様であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6% 0.4%4.0%
4.8%

2.4%

7.0%

2.8%

10.9%

7.5%

5.3%

3.0% 15.2%
12.9%

8.4%

14.7%

子育てに適している 教育や文化的な環境がよい

医療や福祉の環境がよい 自然環境や景色がよい

交通の便がよい 買い物が便利

治安がよい 街並みが美しい

住宅価格や家賃が手頃である 職場や学校が近くにある

親・子ども・友人が近くにいる 元気・活気がある

地震や津波など災害の心配がない 情報誌等を見て住みたいと感じた

その他

2.5%

1.4%

9.1%

5.7%

10.2%

4.8%

0.6%

5.1%

2.3%2.5%
4.8%

0.6%

33.1%

17.3%

子育てに適していない 教育や文化的な環境がない

医療や福祉の環境が悪い 自然環境や景色が悪い

交通が不便 買い物が不便

治安が悪い 街並みが美しくない

住宅価格や家賃が高い 職場や学校が近くにない

地震や津波など災害の心配 元気・活気がない

情報誌等を見て住みたいと感じない その他
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上位 3 項目のうち、「交通が不便」と「買い物が不便」の 2 項目は、転入者・転出者

の自由意見においても上位にランクされており、転入者の第一印象と居住し転出した

人の不満とが重なっていることから、本市の抱える課題といえる。 
 

これらの選択率を地区別に見てみると、「交通が不便」では西益津地区・高洲地区・

葉梨地区で選択率が低く、瀬戸谷地区・稲葉地区・広幡地区では全体の半数以上が指

摘する意見であった。 

「買い物が不便」では、「交通が不便」が高い瀬戸谷地区・稲葉地区が同様に高くな

っており、同じ中山間地を抱える岡部地区でも 2 項目とも、全体の選択率を上回る結

果となっている。逆に広幡地区・西益津地区では選択がなく、この両地区については、

水守区画整理事業により大型商業店舗等が地区内に整備されたことで「買い物が不便」

という意見がなくなったのではないかと思われる。 

なお、転出者全体の半数近く 46.4％が青島地区ということで、3 項目とも全体の構

成率は青島地区のそれに近いものとなっている。 

 

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  

その他 

瀬戸谷  50.0％  50.0％  0.0％  0.0％  

稲葉  60.0％  40.0％  0.0％  0.0％  

葉梨  26.9％  26.9％  15.4％  30.8％  

広幡  50.0％  0.0％  0.0％  50.0％  

西益津  14.3％  0.0％  14.3％  71.4％  

藤枝  43.6％  15.4％  10.3％  30.7％  

青島  32.9％  17.4％  9.9％  39.8％  

高洲  24.6％  16.4％  13.1％  45.9％  

大洲  35.0％  20.0％  5.0％  40.0％  

岡部  42.9％  28.6％  0.0％  28.5％  

全体  33.1％  17.3％  10.2％  39.4％  
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稲葉地区

瀬戸谷地区

交通が不便

買い物が不便

災害が心配

その他
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⑦ 転出者の自由意見 

本アンケートでは、規定の設問以外に自由意見についてもお願いしている。 

こうした意見は、本市に住み慣れた市民が、転出を機会として、本市での生活を振り返

り、本市について考え、提出いただいたものであり、市民の生の声とも言える貴重な意見

である。 

平成 28 年度はアンケートに回答いただけた転出者 438 人のうち 62 人から 75 件の自

由意見が寄せられた。 

これらの自由意見を以下の 20 項目に分類・整理し、平成 27 年度と比較した。 

（単位 ％）  

項目 H28 H27 項目 H28 H27 項目 H28 H27 

01 防災 2.7 0.7 08 子育て 8.0 4.1 15 スポーツ 4.0 4.8 

02 治安 1.3 6.2 09 教育 5.3 2.8 16 まちづくり 22.7 11.0 

03 交通 13.3 17.9 10 商業 12.0 9.7 17 税金 0 1.4 

04 道路 5.3 0.7 11 農業 0 0 18 窓口 4.0 2.8 

05 公園 2.7 2.1 12 環境 4.0 4.1 19 情報発信 2.7 6.2 

06 福祉 0 1.4 13 自然 0 2.8 20 その他 5.3 18.6 

07 医療 2.7 0.7 14 文化 4.0 2.1 合計（件数） 75 145 

 

この結果、平成 28 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 22.7％

（17 件）、続いて「交通」に関するものが 13.3％（10 件）、「商業」に関するものが 12.0％

（9 件）であった。 

この上位 3 項目は平成 27 年度と同様であったが、「まちづくり」が倍増しトップの構成

率となっている。 

トップの「まちづくり」については、“とても住み良いまち”というような意見が 17 件中

7 件もあったが、“駅前・駅北に活気がない”というような意見も 6 件あり、駅北の再開発

事業への期待の裏返しとも取ることができる。 

「交通」については、バスなどの公共交通の充実が半数以上を占め、「商業」について

も、やはり半数が、スーパーなど買い物ができる店を増やしてほしいという意見であり、

転入者からの意見と同様の傾向であった。 
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スポーツ まちづくり

税金 窓口

情報発信 その他

・とても住み良いまち 

・駅前・駅北に活気がない 

・バスなどの公共交通の充実 

・買い物環境の充実 

 などを望む声が… 
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【 意見全体 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 2 件 浜岡原発の不安（1 件） 地域の防災意識の高さ（1 件） 

02 治安 1 件 駅前の治安改善（1 件） 

03 交通 10 件 公共交通の充実（6 件） 渋滞の緩和（2 件） など 

04 道路 4 件 道路の整備（4 件）   

05 公園 3 件 公園の整備（1 件）    蓮華寺池公園を評価（1 件） 

06 福祉 0 件  

07 医療 2 件 医療環境の充実（2 件） 

08 子育て 6 件 子育て環境を評価（3 件） 保育施設の整備（2 件） 

09 教育 4 件 教育環境の充実（1 件）  給食食材の安全（1 件） など 

10 商業 9 件 駅周辺の店舗充実（4 件） 旧アピタ・BiVi の状況（1 件） など 

11 農業 0 件  

12 環境 3 件 24 時間ゴミ捨場（1 件）   ポイ捨て（1 件） など 

13 自然 0 件  

14 文化 3 件 文化環境の向上（1 件）   町並みの保存（1 件） など 

15 スポーツ 3 件 サッカーの町発信（1 件）  スポーツが盛ん（1 件） など 

16 まちづくり 17 件 とても住み良いまち（7 件） 駅北の活性化（6 件） など 

17 税金 0 件  

18 窓口 3 件 窓口対応に感謝（2 件）  窓口手続きの遅延（1 件） 

19 情報発信 2 件 必要情報の充実（1 件）  藤枝大祭の全国ＰＲ（1 件） 

20 その他 4 件 働く場所の確保（1 件）   フリーＷｉｆｉの設置（1 件） など 

 

【 主な意見について  】 
 

 〔まちづくりへの意見〕 

まちづくりでは、「とても住み良いまち」「今後も今の藤枝市を保ってほしい」という

肯定的な意見が多く、「また戻ってきたい」と意見も複数あった。 

ただ、「駅前・駅北に活気がない」というような意見も多く、駅南の賑わいに対する 

現状の駅北周辺の心配と、逆にこれからへの期待が感じられる。 

 

〔交通に対する意見〕 

交通に対する意見は、転入者からの意見と同様、バス路線の充実に関するものと渋滞

緩和に関するものとが目立った。特にバス路線の充実では、「地方から来て車がないと

不便」「自家用車がなくても最寄の駅へのアクセスが･･･」「祖父にあまり運転させたく

なかった」といった具体的な意見が多かった。 

 

 〔商業に対する意見〕 

商業に関する意見では、転入者が望む声と同様、買い物環境の充実が挙げられている。 

「大きなショッピングセンター的なものがない」「スーパーや飲食店は充実だが、服

とか買うには市外へ出る」の意見以外は、「駅の近くにもっとお店を」といった駅周辺

への意見で、旧アピタ、BiVi の状況がもったいないという意見も寄せられている。 



- 18 - 

 

 

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、静岡・焼津・島田の近隣 3 市からの転入者が 38.7%（全体）〔ア

ンケート：41.5％〕となっており、平成 27 年度に比べ 2.4 ポイントの減はあるもの

の、これまで同様に近隣住民が本市への転居を選択している点は高くなっている。 

転入先については、若い世代の一人世帯ほど、買い物や通勤に便利な駅周辺を選

択しているが、この世代は転出者も多く、長期定住というよりは転勤や転職などで

将来、転出となる可能性が高い。 

子育て世代の転入先については、青島・高洲地区など戸建て住宅を転入先として

選択するケースが一人世帯よりも多く、駅周辺においても場合によっては分譲マン

ションを選択していると想定され、長期定住につながっていると思われる。 

平成 27 年度と比べると、一人世帯は青島・高洲地区を選択という傾向は続いてい

るが、子育て世代では青島地区、葉梨地区はやや減少し、高洲地区を選択する割合

が増加している。 

 

転出については、若い一人世帯の転出が目立っており、転出者の 43.1％（全体）

〔アンケート：43.8％〕が県外への転出となっている。 

このアンケートの結果でも、一人世帯が転出全体の 79.7％を占め、転入者の一人

世帯の 65.7％を上回っており、特に学生の一人世帯が就職・進学で転出する割合が

高くなっていると思われる。 

進学で、大都市圏に転出した学生が卒業後に本市に戻ってくるかどうかが、定住

人口の増加には必要だが、大都市圏、特に東京都への転入・転出を見ると、転入数

が転出数を 142 人も下回っており、学生の U ターンを進めるための環境整備、具体

的には就労支援の充実や雇用創出が重要となっている。 

 

②  藤枝市に対して望むこと 

転入者、転出者とも傾向は同じで、「公共交通」「まちづくり」「買い物環境」など

を充実して欲しいというものであった。 

 

「公共交通」では、バス路線の充実を求める声が多く、これは中山間地・高齢者

などの交通弱者からだけでなく、子育て世代や若者からも同様の意見が寄せられた。   

単純にバス路線の充実や本数の増加を挙げる意見が半数以上と多かったが、駅や病院

など主要施設など市内循環型のコミュニティバスなどが選択肢となるであろう。 

 

「まちづくり」では、駅周辺整備が進んでいることから、更なる駅周辺の発展・活性

化への意見が多く、住み良いまちづくり、市外の人があこがれるまちづくりをという期

待を込めた意見も目立った。ただ、駅前・駅北に活気がないという意見も多く、駅南の

賑わいに対する駅北周辺への憂いとともに、これからの期待も感じられた。 
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「買い物環境」では、特に若い世代からその充実を求める声が多く、具体的には

スーパーやコンビ二をはじめ、買い物ができる店を増やしてほしいという意見が多数を

占めた。全体でも、特に駅周辺での買い物環境の充実をという意見が多かった。 

また、少数意見ではあるが、転入者・転出者ともに、アピタ跡地や大型のショッピン

グセンター・モールへの言及も見られた。 

 

③ 藤枝市の施策に対する意見 

アンケートの自由意見では、これまで藤枝市が実施してきた施策、これから実施

していこうとする施策などに対して、評価・期待する意見が多く寄せられた。 

各項目ごと、具体的な意見をいくつか紹介する。 

 

（元気なまち藤枝） 

・藤枝おんぱく等、元気のある市だと思います。友人等が遊びに来て楽しいと感じ

られるよう、これからもイベントや町並みの整備を頑張ってください。 

（静岡市から青木に転入 50 代女性） 

・県内の中核都市のリーダー的な存在感を強く発信していって欲しいです。 

市外の人々のあこがれるまちづくりを続けていってください。 

（焼津市から藤枝に転入 30 代男性） 

・色々な取組みをがんばっていて良い印象でした。 

（駅前から県外へ転出 30 代男性） 

 

（子育て支援） 

・これから、もっと子育てしやすい環境になっていったら良いなあと思います。 

（医療や保育を含め）よろしくお願いします。 

（島田市から五十海に転入 30 代女性） 

・ほどよく田舎で、静岡市にも近く、病院も近くにたくさんあり、子育てにはとて

も良かったです。（高洲から県外へ転出 40 代女性） 

 

（中心市街地） 

・藤枝駅周辺がきれいになり、都会的な感じで良い。 

（県内から高柳に転入 20 代女性） 

・駅周辺にマンションが建設されてきているが近くにスーパーやドラッグストアな

どの店がないため不便だと思う。車がない家庭は大変だと思うのであると便利。 

   （前島から静岡市へ転出 30 代女性） 

 

（治安・防災） 

・赤ちゃんが産まれるので、安心・安全な街であって欲しい。 

（牧之原市から藤枝へ転入 30 代男性） 

・防災意識が高い（地区内における人員掌握など）と感じました。 

（高洲から浜松市へ転出 40 代男性） 
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（交通事情） 

・緑豊かで住みやすい町ですが、古くから発展している町に有りがちな中心部の道

路の狭さ、信号待ちなどによる交通の不便を感じます。道路整備や信号の改善等

による渋滞の解消を期待します。 

（県内から清里へ転入 40 代女性） 

・自家用車等なくても最寄り駅へのアクセスが簡単になると嬉しかった（バスほか）。 

（大東町から県内へ転出 20 代男性） 

 

（自然・公園） 

・自然を大切にしテクノロジーやサービスがうまくまざりあう藤枝のふんいきが好

きです。 

（焼津市から藤枝へ転入 30 代男性） 

・”都会化”だけでなく、たくさんの自然を残して、子どもの成長に良い環境を継

続させてほしい。 

（静岡市から上当間へ転入 30 代女性） 

・蓮花寺池公園が心地よい場所で良かった。 

（大手から静岡市へ転出 70 代以上男性） 

 

（教育・スポーツ） 

・広くてきれいな図書館は藤枝市のうりの 1 つ、まだ本棚に空きがあり、市民から

アンケートでより本が充実した図書館になることを期待します。 

（県内から高柳に転入 20 代女性） 

・高校男子サッカーを更に盛り上げていって欲しい。 

（前島から県外へ転出 60 代男性） 

 

（窓口対応） 

・他市への転入も検討している中、ハザードマップを依頼した時の女性職員の方が

親切だった。 

（県内から郡に転入 60 代女性）  

・市役所は役割分担していて効率も良いしわかりやすかったです。初めての利用で

もスムーズだったのでこれからも続けてください。 

（県内から青葉町に転入 30 代女性） 

 

 

６．さいごに 

「とても住みやすい場所でした。今まで住めて良かったです。」（県外転出 20 代女性）

という意見が寄せられている。藤枝市での生活に魅力を感じた人の代表的な意見であ

り、自然や人柄といった風土・文化に加えて、行政が提供するサービスの質も大きな

ウェイトを占めていると思われる。 

ひとりでも多くの人々に、市の施策をどれだけ PR し実施していけるか、定住人口

の増加、選ばれるまちふじえだの実現につながっていくだろう大きな課題である。 

この市民の「生の声」を施策の参考にしていただければ幸いである。 
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８．資料 

 

【 転入者の自由意見 】 （全件・項目別・原文どおり） 

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） 

災害等の対策をしっかりやって欲しい。 島田市 青南町５丁目 男 ５０代 

（02 治安） 

赤ちゃんが産まれるので、安心・安全な街であって欲し

い。 

牧之原市 藤枝１丁目 男 ３０代 

駅前の治安が悪い（セブンの前）、怖くて行けません。 牧之原市 駅前２丁目 女 ２０代 

（03 交通） 

バスを増やしてほしい。 県外 高岡１丁目 女 ３０代 

バスなど公共交通をもっと充実させてほしい。 県外 水守 男 ４０代 

車のない人には不便。 県外 前島２丁目 女 ２０代 

静岡の県民性なのかわかりませんが、法定速度を守ら

ないのは他県からみるととても不快です。信号無視も日

常茶飯事でお見受けします。ひとつの市が変わることだ

けでも静岡県の印象に影響が出てくると思います。 

県外 高柳 男 ２０代 

公共交通機関が少々不便 静岡市 大手１丁目 女 ２０代 

信号待ちが多いので一工夫してもらいたい 県外 駿河台５丁目 男 ３０代 

国道 1 号線が混んでいたのが気になりました。 県内その他 瀬戸新屋 男 ２０代 

交通渋滞の解消に期待します。 県内その他 東町 男 ４０代 

もう少しバス等の交通機関を増やして欲しい。 静岡市 岡部町内谷 男 ２０代 

交通渋滞の解消に期待します。 島田市 時ケ谷 男 ２０代 

バス料金の一律化。 島田市 南新屋 男 ２０代 

緑豊かで住みやすい町ですが、古くから発展している

町に有りがちな中心部の道路の狭さ、信号待ちなどに

よる交通の不便を感じます。道路整備や信号の改善等

による渋滞の解消を期待します。 

県内その他 清里２丁目 女 ４０代 

稲葉のコミュニティバスをどうにかして欲しい。駅に行く

には乗り継がなければならないし、そもそも本数が少な

すぎて使うに使えない。 

県外 寺島 女 ２０代 

市内のバスを増やして欲しいです。 県外 高岡２丁目 男 ２０代 

バスの本数を増やしたり街に出やすい環境にしてほし

い。交通の便をもっと良くしてほしい。 

静岡市 大手１丁目 女 ４０代 

東海道線の本数が増えたら良い。 焼津市 田沼４丁目 女 ２０代 

歩行者の信号が変わるのが早い気がします。 県外 駅前１丁目 男 ３０代 

通勤時間帯のバスの本数を増やしていただきたい。 県外 駅前１丁目 男 ３０代 

国道、バイパスの渋滞解消。 県内その他 南新屋 男 ２０代 

バスなどの公共交通機関の充実。 県外 上青島 男 ２０代 

バス停が近くにないので…。 島田市 小石川町２丁目 女 ３０代 

車を持たなくても生活しやすいとありがたいです。 県外 小石川町２丁目 女 ４０代 
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（04 道路） 

五叉路周辺の渋滞の緩和。岡出山や水守周辺では片

道 2 車線はあるとありがたいです（新東名からの主な道

のため、渋滞しているときが多く感じる）。 

県外 岡出山１丁目 男 ２０代 

藤枝北高の北東側道路の通りが激しく危ない。更に道

が繋がる噂があるが、それはやめて欲しい。 

県外 水守 女 ２０代 

道幅が狭く怖い。歩行者道路の整備をお願いします。 県外 志太５丁目 女 ３０代 

川を渡るのに橋が少ないので少し不便でした。 県外 時ケ谷 女 ３０代 

今までいた所より道路が広いです。ただ道の構造がわ

かりにくいと思いました。 

県内その他 青葉町１丁目 女 ３０代 

道路がゴチャゴチャしているので改善してほしい。 県外 小石川町１丁目 男 ２０代 

（05 公園） 

子どもが遊べる広い公園が増えて欲しい。 榛原郡 高岡２丁目 男 ３０代 

公園を増やして欲しい。 県内その他 南駿河台１丁目 男 ４０代 

ベビーカーで散歩できる環境がもっと必要。 県外 高柳 男 ３０代 

（06 福祉） 

ハコものを作らず民生に力を入れてもらいたい。 榛原郡 南駿河台５丁目 男 ６０代 

子育て世代だけではなく、単身で働く女性も増えてい

ます。そちらへの支援なども期待します。 

焼津市 北方 女 ３０代 

高齢者にやさしいまちづくりをお願いします。 牧之原市 前島１丁目 女 ４０代 

（07 医療） 

また医療費の軽減を希望いたします。 県内その他 清里２丁目 男 ６０代 

現在、市民病院に勤めていますが、駐車場が混雑して

いて困る時が多々あります。近隣の大学が市民が長期

に停めている可能性もあるのかなと思います。職員や

患者さんと区別できるよう有料にしてはどうかと思いま

す。、例えば職員カードを配布してバーが開き、患者さ

んは○時間無料など、入院患者は証明カードを発行す

るなど… 

焼津市 稲川１丁目 女 ３０代 

（08 子育て） 

「子育てするなら藤枝市」というポスターをよく見かけま

すが、今のところ焼津市の方が子育てしやすいように思

います。今後に期待しています。 

焼津市 藤岡４丁目 男 １０代 

これから、もっと子育てしやすい環境になっていったら

良いなあと思います。（医療や保育を含め）よろしくお願

いします。 

島田市 五十海４丁目 女 ３０代 

子育て環境（保育園の充実・待機児童減など）に力を

入れて欲しい 

島田市 下青島 男 ３０代 

赤ちゃんが産まれるので、施設やサービスを増やしてほ

しい。 

牧之原市 藤枝１丁目 男 ３０代 

子育ての環境をより整えていってもらい、生活しやすい

環境をつくってもらいたい。 

県内その他 高岡１丁目 男 ２０代 

子育てに役立つ施設などがたくさんあると嬉しいです。 焼津市 稲川１丁目 女 ３０代 

子育てし易い環境 静岡市 小石川町３丁目 男 ４０代 
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子育て世帯への支援 県内その他 南新屋 男 ２０代 

子育て世代の住みやすさに期待。 県外 田沼１丁目 男 ３０代 

小さい子がいますので子育てのしやすい町だといいな

と思います。 

県外 小石川町１丁目 女 ４０代 

（09 教育） 

ペッパー君の必要性について「費用対効果」を明確に

していただきたい。 

県外 田沼３丁目 男 ３０代 

教育環境の充実 県内その他 南駿河台６丁目 女 ２０代 

広くてきれいな図書館は藤枝市のうりの 1 つ、まだ本棚

に空きがあり、市民からアンケートでより本が充実した図

書館になることを期待します。 

県内その他 高柳４丁目 女 ２０代 

（10 商業） 

大型のショッピングモールやフィットネスなどが身近にで

きたら嬉しいです。 

県外 南新屋 女 ３０代 

駅前に買い物できるところが多くあるともっと便利に暮ら

せそうだと思った。 

県外 前島２丁目 女 ２０代 

大手から上伝馬の商店街の活気がない。 島田市 南新屋 男 ２０代 

駅周辺にスーパーやコンビニが少ないので、今後、増

えると良い。 

焼津市 駅前３丁目 女 ７ ０ 代

以上 

駅周辺がもう少しいろいろなお店が増えていったらいい

なと思います。 

県外 高柳 女 ３０代 

ある程度、車が必要な環境は理解できるが、自動車や

自転車が使えない妊婦にも生活しやすい環境（スーパ

ー・コンビニ他）が充実すると良い。 

県外 稲川 男 ３０代 

コンビニを増やして欲しい。 牧之原市 駅前２丁目 女 ２０代 

子供連れが気軽に入れるお店が増えて欲しい。 静岡市 藤枝４丁目 男 ２０代 

駅前を発展させてほしい（ショッピング、飲食など）。 県内その他 築地１丁目 男 ３０代 

商業施設を増やしてほしい。 県外 高岡３丁目 女 ２０代 

アピタ跡が少しさみしい、何かショッピングできるところに

なればうれしい。 

県内その他 高柳４丁目 女 ２０代 

（12 環境） 

資源・不燃ごみ収集を月 2 回くらいに増やしてほしい。 県外 水守 男 ４０代 

ごみ収集の利便性向上に期待 県外 駅前１丁目 男 ２０代 

ゴミの分別が厳しすぎると思います。なぜここまで厳しい

のか、理解が浸透していない気がします。 

静岡市 五十海１丁目 男 ３０代 

ライフライン（下水道）設備の発展。 静岡市 岡部町三輪 男 ５０代 

ゴミの捨て方（出し方）がわかりづらい。 牧之原市 高岡３丁目 女 ４０代 

ごみの分別が面倒です（細かいです）。 浜松市 横内 女 ３０代 

ゴミの分別をもう少し簡単にしてください。 島田市 青南町４丁目 女 ３０代 

ペットボトルの回収日を増やして欲しい。 浜松市 小石川町１丁目 男 ３０代 

ごみの処理がもう少し簡単だと嬉しいです。 島田市 小石川町３丁目 女 ３０代 

資源ごみ（特にペットボトル）の集配の日を増やして欲し

いです。 

県外 築地１丁目 男 ２０代 
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ゴミステーションを増やしてくれるとありがたいです。 県外 小石川町１丁目 男 ３０代 

ゴミ処理施設について。 島田市 青南町１丁目 女 ２０代 

ゴミの分別は島田市のほうが楽でよい。島田市のように

して欲しい。 

島田市 茶町１丁目 女 ３０代 

工場のにおいが気になる（においに敏感）。 県外 前島２丁目 女 ４０代 

鈴鹿市は指定のゴミ袋がありました（燃える・プラ・電

池・不燃など）。ゴミの分別の意識が高まるし、ゴミ袋は

市内の至るところで購入可能でした。お店との連携のき

っかけ、ゴミ袋の費用からお金もまわるのでは。 

県外 瀬戸新屋 男 ２０代 

（13 自然） 

自然を残してほしいです。 県外 東町 男 ２０代 

高柳周辺に残る田畑が消え、住宅地に変わりつつあり

ます。とかく生態系（特にカエル等の両生類）の多様性

を保つ貴重な環境なので、保全に努めて欲しいです

（公園・ビオトープ・市民菜園など）。 

県外 高柳３丁目 女 ３０代 

自然を大切にしテクノロジーやサービスがうまくまざりあ

う藤枝のふんいきが好きです。 

焼津市 藤枝４丁目 男 ３０代 

”都会化”だけでなく、たくさんの自然を残して、子ども

の成長に良い環境を継続させてほしい。 

静岡市 上当間 女 ３０代 

（14 文化） 

「あげんだい」をまたやりたい。 県外 南駿河台３丁目 男 ２０代 

老人の活動（各教室など）を増やして欲しい。 県内その他 中藪田 女 ６０代 

駅南でもイベントをやって欲しい。 県外 下青島 男 ２０代 

生涯学習の場はありますか（市営）？趣味やスポーツな

ど市営で安価で学べる講座が充実していれば良いなあ

と思っています。 

牧之原市 南駿河台５丁目 女 ５０代 

（15 スポーツ） 

イルミネーションやサッカーを今後も頑張って欲しいで

す。 

島田市 青南町４丁目 女 ３０代 

瀬戸谷で行なわれるマラソンのコースを変えてほしい

（できれば）。家まで 1 本道で他に道も無いため家に帰

れないのと外にも出れないため。 

焼津市 瀬戸ノ谷 女 ３０代 

サッカーのほか野球にも力を入れて欲しい。 島田市 南新屋 男 ２０代 

スポーツサークルを楽しめる環境の整備。サイクルツー

リングでの観光集客に期待。 

焼津市 時ケ谷 男 ３０代 

サッカーの町としての期待。 静岡市 志太２丁目 男 ３０代 

（16 まちづくり） 

山に人の手が入らず荒れてしまってきていて、今後はも

っとそれが進むと思うので、山間部からの若者の流出を

防いで欲しいと思います。 

県外 西方 男 ３０代 

駅の周りにもっとお店が増えてくれればうれしいです。 県内その他 駅前１丁目 女 ２０代 

藤枝おんぱく等、元気のある市だと思います。友人等

が遊びに来て楽しいと感じられるよう、これからもイベン

トや町並みの整備を頑張ってください。 

静岡市 青木３丁目 女 ５０代 
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良い街づくりが出来ればいいと思います。 県外 前島１丁目 男 ２０代 

県内の中核都市のリーダー的な存在感を強く発信して

いって欲しいです。市外の人々のあこがれるまちづくり

を続けていってください。 

焼津市 藤枝４丁目 男 ３０代 

若い世代の人たちが住みやすい町を目指して欲しい。 島田市 南新屋 男 ２０代 

藤枝駅前をもっと発展させて欲しい。 焼津市 田沼４丁目 女 ２０代 

駅前・周辺の発展 焼津市 前島３丁目 男 ２０代 

駅周辺の再開発 静岡市 岡出山２丁目 男 ２０代 

北口のイルミネーションもかわいくしてほしい。 牧之原市 駅前２丁目 女 ２０代 

住みやすいまちづくりに期待します。 静岡市 南新屋 女 ２０代 

駅前の活性化。 島田市 青南町１丁目 女 ２０代 

駅がきれい。街が充実している。 焼津市 高洲 男 ２０代 

住みやすいまちだなという印象です。 県外 駅前３丁目 女 ２０代 

駅周辺が華やかになれば良いと思います。 牧之原市 築地１丁目 男 ２０代 

小石川に住むのでその近辺がもっと発展して便利にな

ると助かります。 

島田市 小石川町２丁目 女 ３０代 

”街”と”自然”がうまく融合したまちづくりを。 静岡市 上当間 女 ３０代 

駅前の発展 県外 高岡３丁目 男 ２０代 

藤枝駅周辺がきれいになり、都会的な感じで良い。 県内その他 高柳４丁目 女 ２０代 

（17 税金） 

無職に対する税金を安くしてください。 県内その他 清里２丁目 男 ６０代 

（18 窓口） 

新築をするにあたり都市政策課の対応が悪い。子ども

を育てる世代に対して家を建てさせないように感じた。

区画の整理の費用などは市が持つべきでは？怠慢と

言われても仕方ない対応をしていると感じる。人を増や

したいなら考え直した方が良いと思う。 

静岡市 滝沢 男 ３０代 

住民票の転入の手続きを土日にすることができ、とても

助かりました。市の職員の方もお忙しいのに土日もオー

プンしてくれてとても助かりました。ありがとうございまし

た。 

島田市 五十海４丁目 女 ３０代 

千葉県市川市役所のように、平日でも 1 日だけ午後 8

時までなど遅い時間まで営業されていたらとても助かり

ます。 

焼津市 岡部町三輪 男 ３０代 

共働き夫婦が多いので、もう少し窓口の時間が遅くまで

やっている日があると嬉しい。 

静岡市 上青島 女 ３０代 

職員さんの印象がすごく良かった。これからお世話にな

ります。よろしくお願いします。 

島田市 上藪田 女 ３０代 

窓口の方がとても親切で助かりました。ありがとうござい

ました。 

県外 小石川町４丁目 女 ４０代 

敬語が使えない国民健康保険課が非常に残念でし

た。 

県外 茶町１丁目 女 ３０代 

他市への転入も検討している中、ハザードマップを依

頼した時の女性職員の方が親切だった。 

県内その他 郡 女 ６０代 
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市役所は役割分担していて効率も良いしわかりやすか

ったです。初めての利用でもスムーズだったのでこれか

らも続けてください。 

県内その他 青葉町１丁目 女 ３０代 

丁寧な対応で助かりました。 焼津市 瀬戸新屋 女 ２０代 

（19 情報発信） 

病院など必要な施設が載った簡単な地図などがあれ

ば嬉しかったです。 

県外 稲川１丁目 男 ２０代 

これから出産するため、情報をたくさん知りたいです。 県外 南駿河台１丁目 女 ２０代 

（99 その他） 

今後ともよろしくお願いします。 県外 瀬戸新屋 男 ２０代 

フジエさんグッズを作って欲しい。 県外 駅前３丁目 女 ３０代 

特にありません、よろしくお願いします。 島田市 高柳３丁目 男 ２０代 

駅前商店街で流れる曲を変えて欲しい（有線放送、FM

等のラジオ）。 

県内その他 南新屋 男 ２０代 

宜しくお願いします。 焼津市 前島３丁目 男 ２０代 

駅周辺で流れている音楽の音量を下げて欲しい。 焼津市 駅前２丁目 女 ２０代 
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【 転出者の自由意見 】 （全件・項目別・原文どおり） 

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 

（01 防災） 

浜岡原発の放射能が不安。 瀬古３丁目 静岡市 女 ４０代 

防災意識が高い（地区内における人員掌握など）と感

じました。 

高洲 浜松市 男 ４０代 

（02 治安） 

駅北口の治安が良くない。 駅前１丁目 県外 女 ２０代 

（03 交通） 

高速道路やバイパスの IC が遠い。 平島 焼津市 男 ３０代 

地方から来て車がないと不便。公共のバスがたくさんあ

れば良いと思います。 

前島１丁目 県外 女 ５０代 

バスの本数を増やして料金も考慮して欲しい。 音羽町１丁目 静岡市 女 ３０代 

市街から山間部への移動のしやすさについて考えて欲

しい。 

滝沢 県内その他 女 ３０代 

交通マナーが悪い。 泉町 島田市 男 ４０代 

渋滞が多い 小石川町３丁目 浜松市 男 ２０代 

自家用車等なくても最寄り駅へのアクセスが簡単になる

と嬉しかった（バスほか）。 

大東町 県内その他 男 ２０代 

渋滞がひどい。 瀬戸新屋 県外 男 ４０代 

バスの時間帯が自分の都合と合わないので利用できな

かった。 

下青島 静岡市 女 ２０代 

交通の便を良くしてほしい。祖父にあまり運転をさせた

くないのだが、交通の便が悪すぎてやめさせられない。 

寺島 県外 女 ２０代 

（04 道路） 

新しい家を探す際に、２台目の駐車場が見つからなか

った。車通りが多いので、歩道の狭いところを広くして

欲しい。 

高柳２丁目 焼津市 女 ２０代 

道が悪い。交通マナーが悪い。自転車専用レーンの整

備。 

藤枝５丁目 焼津市 男 ３０代 

道路整備が必要だと思う。 小石川町３丁目 浜松市 男 ２０代 

駐車スペース、道幅が狭い。 0 島田市 女 ２０代 

（05 公園） 

水守地区の公園整備が全然進まない。 水守 県外 女 ４０代 

蓮花寺池公園が心地よい場所で良かった。 大手２丁目 静岡市 男 ７ ０ 代

以上 

（07 医療） 

医療の環境（夜間・緊急）が不満でした。 駅前１丁目 県外 男 ３０代 

サッカーなどスポーツがさかんにも関わらず、スポーツで

のケガの治療では静岡に行かなければならない所が不

便と感じた。 

 

田沼２丁目 県外 女 ２０代 
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（08 子育て） 

子供たちが外で遊ぶところが少なく、自転車で遠くまで

行っていて不便。 

水守 県外 女 ４０代 

ほどよく田舎で、静岡市にも近く、病院も近くにたくさん

あり、子育てにはとても良かったです。 

高洲 県外 女 ４０代 

自分が生まれ育ったところだから、同じように子育てが

できる 

前島２丁目 県外 女 ４０代 

子どもが小さかったとき保育園が少ないと感じた。 駿河台１丁目 県内その他 女 ４０代 

もっと保育園に入りやすくなればいいなと思います。 瀬戸新屋 県内その他 女 ３０代 

子育てはとてもしやすかった。 小石川町１丁目 静岡市 女 ３０代 

（09 教育） 

自転車で道を通行する際、小学生が道いっぱいに広

がってぶつかりそうになります。登下校のルールを徹底

してほしいです。 

前島２丁目 県外 女 ３０代 

より教育的な環境を向上させていただきたいです。 瀬古３丁目 県内その他 男 ２０代 

幼稚園・小中学校の給食は、もっと安全な国産・県産

のものを取り入れて欲しい。 

滝沢 県内その他 女 ３０代 

小学校のトイレの改良（汚い和式がほとんどなので、そ

れを理由に行きたがらず我慢する子が多いと聞きます。

特に低学年にとっては大人が思う以上に重大な問題だ

と思います。少しでも通いやすい環境が整えばよいと思

います。 

高岡１丁目 県外 女 ３０代 

（10 商業） 

駅前にもっと人が入るお店や若者向けのお店を増やし

た方が良いと思った。 

泉町 浜松市 女 ２０代 

駅北に「ホステスさんがいるような飲み屋さん（バー）」が

多すぎるのが気になりました。昼間、シャッターが閉まっ

て、せっかく立派な道路があるのに「夜の街」の雰囲気

がしてもったいない気がしました。 

前島１丁目 県外 女 ５０代 

駅北や大手の通りに活気があると街全体がにぎやかに

なる気がします。 

前島３丁目 県内その他 男 ３０代 

駅南の旧アピタ、Vibi の状況がきびしくもったいなく思

います。 

田沼１丁目 榛原郡 男 ３０代 

大きなショッピングセンター的なものがない。 青葉町４丁目 県外 女 ５０代 

駅周辺にマンションが建設されてきているが、近くにス

ーパーやドラッグストアなどの店がないため不便だと思

う。車がない家庭は大変だと思うのであると便利。 

前島 静岡市 女 ３０代 

最近、駅近辺に立派な商業施設はできたが、身近なス

ーパーの撤退が不便に思う。 

与左衛門 県内その他 女 ７ ０ 代

以上 

生活するためのスーパーや飲食店等は充実している

が、服とか買うには市外へ出る。 

小石川町１丁目 静岡市 女 ３０代 

駅の近くにもっとお店があったらいいと思った。 駅前１丁目 静岡市 女 ２０代 

（12 環境） 

24 時間営業のゴミ捨て場があると嬉しいです。 田沼２丁目 県外 男 ３０代 
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ゴミが多く捨てられていて見苦しい（ポイ捨てが多い）。 青葉町４丁目 県外 女 ５０代 

出張が多く、なかなかごみを捨てられなかった。分別が

細かいのは良いが、可能日を増やしてほしい。 

下青島 県外 男 ３０代 

（14 文化） 

より文化的な環境を向上させていただきたいです。 瀬古３丁目 県内その他 男 ２０代 

再開発もいいが、昔からの町並みを残す努力をしてほ

しい。 

駅前１丁目 県外 女 ３０代 

焼津市のようにラジオ体操をもっと地域で広めて欲し

い。 

横内 県外 女 ３０代 

（15 スポーツ） 

高校男子サッカーを更に盛り上げていって欲しい。 前島 県外 男 ６０代 

スポーツが盛んで良い 小石川町４丁目 静岡市 女 ３０代 

もっとサッカーのことをアピールすべき！！ 築地 焼津市 男 ２０代 

（16 まちづくり） 

駅前の活気がない。 大洲４丁目 県外 女 ４０代 

今後も今の藤枝市を保ってほしい。 岡出山２丁目 県外 女 ４０代 

駅前だけでなくほかも良くして下さい。 音羽町１丁目 静岡市 女 ３０代 

とても住みやすい場所でした。今まで住めて良かったで

す。 

南駿河台４丁目 県外 女 ２０代 

駅周辺に活気が無い。 水守 県外 女 ４０代 

緑溢れるベッドタウンのような空気がキレイなまちづくり

をお願いします。 

高洲１丁目 静岡市 女 ３０代 

空き家対策を充実して欲しい。 滝沢 県内その他 女 ３０代 

藤枝市を良くしようとする姿勢が感じられた。 青木３丁目 島田市 女 ２０代 

駅周辺の再生（電機屋が多すぎる・Bivi が活用されて

いない）。 

大東町 焼津市 男 ３０代 

住みやすく良いところでした。 高洲 浜松市 男 ４０代 

今回、仕事の転勤で県外に出ますが、藤枝市は住み

やすい所なのでまた戻ってきたいです。 

天王町２丁目 県外 男 ５０代 

駅前に活気が欲しい。 東町 県内その他 男 ４０代 

老後は戻ってきたい街です。 藤岡１丁目 県外 女 ４０代 

20 年間住んでいて、驚くほど街並みの発展を感じま

す。 

岡出山３丁目 県外 女 ２０代 

とても住みよいまちでした。 南駿河台５丁目 県外 男 ２０代 

もっと駅北に活気を・・・！ 小石川町１丁目 県外 女 ２０代 

駅北を元気にしてほしい。 前島１丁目 県外 男 １０代 

（18 窓口） 

焼津市では見知らぬ顔でも道ですれ違うときはあいさ

つがありフレンドリーです。藤枝市役所の職員の皆さん

は誰もが親切で仕事が速く気持ちが良いです。お世話

になりました、ありがとうございました。 

高岡１丁目 焼津市 女 ４０代 

手続きのやり方を親切に教えてもらい助かりました。 青南町１丁目 島田市 男 ４０代 

手続きに時間がかかる。 南新屋 県外 女 ４０代 



- 30 - 

 

（19 情報発信） 

小学校、幼稚園、スーパー、病院などがどこにあるか、

子育てに役立つ情報などが、ホームページやポスター

などで今以上に発信されると、人が集まって活気のある

まちになると思います。住んでみて不満な点はありませ

んが、もっとサッカーとかお茶とか特徴を前面に打ち出

しても良いと思います。 

前島３丁目 県内その他 男 ３０代 

藤枝大祭を全国にアピールしてほしいです。 茶町１丁目 県外 女 ２０代 

（99 その他） 

将来、また藤枝に戻ってきたいです！！ 築地 島田市 女 ２０代 

携帯の電波が悪い、フリーWifi があればよい。  島田市 女 ２０代 

色々な取組みをがんばっていて良い印象でした。 駅前１丁目 県外 男 ３０代 

企業を誘致して、働く場所を確保してほしい。 大洲３丁目 県外 男 ２０代 

 


