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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意見を広く収集するという意味を有しており、

平成 27 年 8 月以降も継続して実施していることから、平成 29 年度の調査結果につ

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 29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 4,482 人に対し転入 4,596 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 64 人減少、死亡数は 82 人増加し、

マイナス幅は 522 人と拡大したことから、社会動態で 114 人のプラスはあったもの

の、全体で 444 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、９歳までの子供や 30 代・40 代のいわゆる子

育て世代が多くなっている。転出超過では 10 代が最も多く、進学や就職によるもの

であると考えられる。 

また、平成 28 年度と比較した場合、転入は９歳までの子供や 60 代が減少し、10

代・20 代の増加数が多かった。転出は 20 代・40 代が減少し、10 代・30 代の増加数

が多かった。 

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  

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 146,530 379 -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 - 

 

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

転入  523 403 1,561 1,015 519 264 163 148 4,596 

転出  450 531 1,631 921 443 224 146 136 4,482 

差  73 -128 -70 94 76 40 17 12 114 

 

３． アンケートの実施状況 

平成 29 年度は、転入者 4,596 人から 1,095 件、転出者 4,482 人から 833 件の回答

をいただき、回答率は転入者が 23.8％、転出者が 18.6％であった。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 55.4％、女性が 44.6％であった。 

職業の内訳は 56.3％が会社員、年齢構成は 20 代が 41.3％、30 代が 28.7％で、若

者世代が全体の 70.0％を占めている。家族構成は一人世帯が全体の 62.6％で、その

うちの約７割が 20 代、30 代である。年齢や家族の構成別割合は、平成 28 年度とほ

ぼ同じ傾向である。 

性別  男性  女性  

人数  607 488 
 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  615 33 96 66 207 75 
 

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

人数  34 452 314 152 81 47 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  684 199 137 11 61 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H28 年齢別割合】 

10 代   1.4％ 

20 代   47.1％  

30 代   25.9％ 

40 代   13.7％ 

50 代   5.9％ 

60 代   5.4％ 

70 代以上 0.6％ 

【H28 家族構成別割合】 

一人     65.7％ 

夫婦のみ   17.8％ 

夫婦と子ども 11.4％ 

三世代    0.6％ 

その他    4.5％ 
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② 前居住地の状況 

転入者の前住地は、60.6％が県内他市町、39.4％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 36.3％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  175 59 77 145 19 40 147 431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 転入先の状況 

転入先については、青島地区が全体の 46.6％を占め、次いで高洲地区が 20.6％、

藤枝地区が 8.7%、葉梨地区が 7.1%で、駅周辺地域への転入が多い傾向が続いている。 

これは、中心市街地の活性化に伴い、青島地区でのマンション建設が引き続いて

好調であることや、青島地区、高洲地区に賃貸住宅が多いためであると考えられる。 
 

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  6 14 77 63 40 94 504 223 22 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県外
39.4%

静岡市
16.0%

県内その他
13.4%

焼津市
13.3%

島田市
7.0%

浜松市
5.4%

榛原郡
3.7%

牧之原市
1.7%

【転入者の前住地別割合】

※グラフ表示は割合順 

【H28 前住地別割合】 

県外     37.0％ 

静岡市    18.4％ 

県内その他  12.8％ 

焼津市    15.4％ 

島田市    7.7％ 

浜松市    3.4％ 

榛原郡    2.8％ 

牧之原市   2.4％ 

【H28 転入先地区別割合】 

 青島   48.6％ 

高洲   20.3％ 

藤枝   10.2％ 

葉梨   8.0％ 

広幡   4.9％ 

西益津  4.1％ 

岡部   1.2％ 

大洲   1.4％ 

稲葉   0.6％ 

瀬戸谷  0.6％ 
※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、一人世帯では青島地区へ 49.9%、高洲地

区へ 20.3%と、全体の 70.2％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 57.1％に減少し、葉梨地区への転入が一人世帯の 2 倍となって

いる。さらに、夫婦と子ども世帯では青島地区へ 45.2％、高洲地区へ 22.8％となっ

ており、一人世帯と同様に、青島・高洲地区への転入の割合が高くなっている。 

平成 28年度と比べると、青島・高洲地区への転入割合が高い傾向は変わらないが、

葉梨地区の割合はいずれの世帯構成でも減少し、その他の地区への転入割合が増加

している。また、青島地区への転入割合は、夫婦と子どもの世帯のみ増加している。 

 平成 29 年度  平成 28 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  49.9％  20.3％  5.2％  24.7％  53.1％  19.2％  6.6％  21.1％  

夫婦のみ  37.8％  19.3％  10.4％  32.6％  42.5％  19.5％  12.6％  25.4％  

夫婦と子ども 45.2％  22.8％  6.6％  25.4％  41.1％  26.8％  8.9％  23.2％  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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 42.1%を占め、続いて

「結婚」によるものが 12.5%、「住宅の都合」によるものが 11.7%であった。 

平成 28 年度と比較すると、「就職・転勤」によるものが 3.5 ポイント増加し、「結

婚」によるものが 4.1 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  508 40 61 151 30 42 

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  2 141 70 57 1 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H28 転入理由別割合】 

 就職・転勤 38.6％ 

 結婚    16.6％ 

住宅の都合 11.7％ 



- 6 - 

 

 平成 29 年度 平成 28 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  51.6％  14.8％  4.6％  29.0％  47.0％  17.5％  7.1％  28.4％  

30 代～40 代  38.0％  13.9％  14.9％  33.2％  32.9％  20.1％  15.1％  31.9％  

50 代以上  24.4％  0.6％  25.0％  50.0％  23.5％  1.5％  19.1％  55.9％  

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、平成 28 年度と同様の傾向である。 

平成 28 年度に比べると、「就職・転勤」はどの年代でも増加、「結婚」はどの年代

でも減少した。一方、「住宅の都合」は、50 代以上で増加した。また、平成 29 年度

は、50 代以上の年代では、「住宅の都合」が「就職・転勤」を上回った。 

これらから、ライフステージにより転入の契機に違いがあることがわかるが、「就

職・転勤」という流動的な事由よりも、「結婚」や「住宅購入」など、定住人口の拡

大に結びつく転入の増加が望まれる。また、「就職・転勤」を機に転入した方が定住

してもらえるような取り組みも重要であると思われる。 

【転入の契機別割合】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 368 22.0 子育てに適している 48 2.9 

親・子ども・友人が近くにいる 208 12.4 治安がよい 41 2.4 

交通の便がよい 189 11.3 教育や文化的な環境がよい 35 2.1 

実家に戻る 179 10.7 元気・活気がある 26 1.6 

買い物が便利 121 7.2 街並みが美しい 20 1.2 

住宅価格や家賃が手頃である 105 6.3 医療や福祉の環境がよい 16 1.0 

地震や津波など災害の心配がない 93 5.6 情報誌等を見て住みたいと感じた 6 0.4 

自然環境や景色がよい 90 5.4 その他 125 7.5 
 

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 22.0％、続い

て「親・子ども・友人が近くにいる」が 12.4％、「交通の便がよい」が 11.3％、「実家

に戻る」が 10.7％で、この４項目で全体の 56.4%を占めた。 

これらから、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ことがわかる。この傾向は、平成 26 年度の調査

から変わっていない。 

次いで、「買い物が便利」が 7.2％、「住宅価格や家賃が手頃である」が 6.3％、「地

震や津波など災害の心配がない」が 5.6％、「自然環境や景色がよい」が 5.4％となっ
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ており、居住環境の快適性を求めていることがわかる。 

一方で、「子育てに適している（2.9％）」、「治安がよい（2.4％）」、「教育や文化的な

環境がよい（2.1％）」、「元気・活気がある（1.6％）」、「医療や福祉の環境がよい（1.0％）」

など、市の重要施策に関連する項目についての選択率が低くなっていることから、市

の取り組みをより一層、市外の方にも知ってもらい、理解してもらう必要性があると

思われる。 

 

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づかないことなど

も知ることができる貴重な意見である。 

平成 29 年度は、アンケートに回答していただいた転入者 1,095 人のうち 250 人から

275 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 28 年度と比較した。 

（単位 ％）  

項目 H29 H28 項目 H29 H28 項目 H29 H28 

01 防災 0.7 0.8 08 子育て 12.4 7.8 15 スポーツ 1.5 3.9 

02 治安 2.5 1.6 09 教育 0 2.3 16 まちづくり 17.8 14.7 

03 交通 12.4 17.1 10 商業 11.3 8.5 17 税金 2.2 0.8 

04 道路 6.2 4.7 11 農業 0 0 18 窓口 6.5 7.8 

05 公園 0.4 2.3 12 環境 9.1 11.6 19 情報発信 2.2 1.6 

06 福祉 1.5 2.3 13 自然 1.5 3.1 20 その他 8.7 4.7 

07 医療 1.1 1.6 14 文化 2.2 3.1 合計（件数） 275 129 

この結果、平成 29 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

17.8％（49 件）、続いて「交通」及び「子育て」関するものが 12.4％（34 件）、「商業」

に関するものが 11.3％（31 件）であった。 

最多の「まちづくり」に関する意見の割合は、平成 28 年度と比較すると 3.1 ポイン

ト上昇しており、まちづくりに対する市民の期待や要望が高いことが分かる。 

「交通」に関する意見の割合は、平成 28 年度と比較すると 4.8 ポイント減少してい

るが、渋滞の解消や公共交通機関の充実を望む意見が昨年度と同様に多かった。 

「子育て」に関する意見の割合は、平成 28 年度と比較すると 4.5 ポイント上昇して

おり、前年度にはなかった子ども医療費の無料化を望む声が多く寄せられた。また、

安心して子育てできる環境を望む意見も多く、子育て支援施策への反映には、より詳

細なニーズの分析が必要と思われる。 

「商業」に関する意見の割合は、平成 28 年度と比較すると 2.7 ポイント上昇してい

おり、ショッピングモールやスーパーの誘致を要望する意見が多かった。 

「環境」に関する意見の割合は、平成 28 年度と比較すると 2.5 ポイント減少してい

るが、ゴミの分別に関する意見がほとんどであり、前年度と内容的には同様の傾向に

ある。生活に密着している分野において、これまで居住していた自治体との違いが実

感されたことで、自由意見につながっていると考えられる。 
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【 項目別意見件数 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 ２件 災害対策強化（２件） 

02 治安 ７件 街灯の設置（４件） 治安の維持（２件） など 

03 交通 ３４件 渋滞の緩和・解消（１４件） 公共交通の充実（９件） など 

04 道路 １７件 道路の整備（９件） バイパス４車線化（３件） など  

05 公園 １件 公園の増設（１件） 

06 福祉 ４件 福祉施策の充実（４件）  

07 医療 ３件 医療費の軽減（２件） 地域医療の強化（１件）  

08 子育て ３４件 子育て支援・環境の充実（１９件） 子ども医療費の無償化（１５件）  

09 教育 ０件 － 

10 商業 ３１件 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ・ｽｰﾊﾟｰの誘致（１６件） 商店街の活性化（４件） など 

11 農業 ０件 － 

12 環境 ２５件 ｺﾞﾐ分別簡易化（１８件） ｺﾞﾐ収集日増設（４件） 各戸収集（２件）など 

13 自然 ４件 自然環境の保全（１件） 花が多くてきれい（１件） など 

14 文化 ６件 図書館の充実（２件） 文化の振興（２件） 図書館通帳（１件） など 

15 スポーツ ４件 スポーツイベントの充実（２件） スポーツジム施設の増設（１件） など 

16 まちづくり ４９件 住みやすいまちづくり（６件） 駅周辺の活性化（４件） など 

17 税金 ６件 税の軽減（５件） 税の有効活用（１件） 

18 窓口 １８件 窓口対応への感謝（７件） 土曜日の住民異動届受付（２件） など 

19 情報発信 ６件 公的施設の案内看板の充実（２件） 必要な情報の広報掲載（１件） など 

20 その他 ２４件 行政サービスの充実（４件） 結婚転入の場合の助成（１件） など 

 

【 主な意見について 】 

 

〔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多かった。 

転入の理由では「交通の便がよい」という回答が３番目に多く、高速道路へのア

クセスや新幹線乗換駅までの移動時間が短時間であるという点においては利便性が

高いと考えられるが、市内での移動に関しては不便を感じている傾向が強いと思わ

れる。 

 

〔子育てに関する意見〕 

子育てに関する意見では、子育て支援・環境の充実を望む意見が最も多く、次い

で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については、現状と

しては県内一律の制度ではないため、居住市町を評価するポイントの一つになって

いると考えられる。 

子育て支援・環境の充実の中には、保育所等の増設や待機児童ゼロなど、具体的

な意見もあったが、大半が“子育て支援“や”子育てしやすい環境”といった抽象

的な表現が多く、具体的なニーズは把握できなかった。 

 

 〔商業に関する意見〕 

商業に関する意見では、平成 28 年に駅南の大型店が撤退し、その後新店舗の開店
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がなかったため、ショッピングモールなど大型店の誘致を求める声が多かった。ま

た、スーパーやコンビニなどの日用品の買い物ができる店舗増設の要望もあり、買

い物環境の充実は、暮らしやすさのひとつの指標であると考えられる。  

このほか、商店街の活性化に関する意見もあり、人を呼び込める商業店舗は、街

の活気を左右する要素として重要であると考えられる。 

 

〔環境に関する意見〕 

環境に関する意見では、そのほとんどがゴミの分別の簡易化に関する意見となっ

ているが、収集日の増設を要望する声もあった。ゴミ出しは自治体によって差があ

り、生活に密着した分野であるため、多くの意見が寄せられている。  

ゴミ出し方法等についての周知・啓発と併せ、本市は環境日本一を掲げ、資源循

環型のまちづくりを推進していることを転入者に理解してもらうことが必要である。 

 

〔まちづくりに関する意見〕 

  まちづくりに関する意見では、生活の利便性や発展を望む一方で、自然や歴史・

文化を大切にしてほしいという意見もある。“住みやすいまち”というのは人それぞ

れの価値観によるものが大きいが、“ほどよく都会、ほどよく田舎”である藤枝の特

色を生かし、近代化と自然保護のバランスや、発展と歴史・文化の調和を意識した

まちづくりが望まれていると思われる。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

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 51.4％、女性が 48.6％であった。 

職業の内訳は 52.7％が会社員、次いで学生が 13.6％であった。年齢構成について

は、20 代が 46.5％で最も多く、次いで 30 代が 25.0％となっており、20 代、30 代の

若い世代が全体の 71.5％を占めている。 

家族構成では、一人世帯の転出が全体の 78.4％を占め、一人世帯の転入者の割合

（62.6％）を大きく上回っている。 

 

性別  男性  女性  

人数  428 405 
 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  437 23 76 113 104 77 
 

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

人数  67 387 208 89 43 29 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  652 66 64 9 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H28 年齢別割合】 

10 代   6.2％ 

20 代   49.8％  

30 代   21.0％ 

40 代   13.2％ 

50 代   5.5％ 

60 代   3.4％ 

70 代以上 0.9％ 

【H28 家族構成別割合】 

一人     79.8％ 

夫婦のみ   10.7％ 

夫婦と子ども 6.8％ 

三世代    0％ 

その他    2.7％ 
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② 転出先の状況 

転出者の転出先は、59.4％が県内他市町、40.6％が県外である。 

近隣の静岡市・焼津市・島田市への転出は 38.6％となっており、平成 28 年度に比

べると 5.3 ポイント増加した。また、県外転出は 3.2 ポイント減少した。 

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  138 43 51 132 13 13 104 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 38.8％を占め、次いで高洲地区が 15.9％、

藤枝地区が 11.3％、岡部地区が 9.4％、葉梨地区が 7.3％となっている。平成 28 年

度と比較すると、青島地区からの転出が 7.6 ポイント減少し、岡部地区からの転出

が 8.5 ポイント増加している点が前年度と大きく異なる点である。 

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 9 60 51 42 92 318 130 36 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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が最も多く、全体の 42.2％を占め、

次いで結婚によるものが 21.2％、住宅の都合によるものが 9.1％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。 

【H28 転出先別割合】 

県外     43.8％ 

静岡市    17.4％ 

県内その他  13.0％ 

焼津市    9.1％ 

島田市    6.8％ 

浜松市    7.1％ 

榛原郡    2.3％ 

牧之原市   0.5％ 

【H28 前住地区別割合】 

 青島   46.4％ 

高洲   18.9％ 

藤枝   12.0％ 

葉梨   6.2％ 

広幡   3.9％ 

西益津  5.1％ 

岡部   0.9％ 

大洲   3.7％ 

稲葉   1.8％ 

瀬戸谷  0.9％ 

※グラフ表示は割合順 

※グラフ表示は割合順 
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理由 就職・転勤 進学 退職 結婚 
親などの 

介護 
子育て 

人数 373 64 33 187 11 10 

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 5 80 25 38 0 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 29 年度  平成 28 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％  22.0％  4.0％  27.0％  52.0％  21.5％  4.3％  22.2％  

30 代～40 代  38.4％  23.9％  14.5％  23.3％  42.2％  26.7％  12.4％  18.7％  

50 代以上  31.0％  6.9％  17.2％  44.8％  37.8％  2.2％  20.0％  40.0％  

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多

くなっているが、その割合は年齢が上がるにつれ減少していく。逆に、住宅の都合は

年齢が上がるにつれて割合は増加し、転入の契機と同様の傾向を示している。 

また、平成 28 年度と比較すると、就職・転勤の割合は減少し、上位の３項目以外の

理由の割合が増加している。 

 

【転出の契機別割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H28 転出理由別割合】 

 就職・転勤 47.2％ 

 結婚    21.4％ 

住宅の都合 8.7％ 
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⑤ 藤枝市の魅力 

（複数回答可） 

理由  人数  ％  理由  人数  ％  

自然環境や景色がよい  310 15.8 住宅価格や家賃が手頃である  95 4.8 

治安がよい  280 14.2 教育や文化的な環境がよい  88 4.5 

親・子ども・友人が近くにいる  225 11.4 元気・活気がある  74 3.8 

買い物が便利  209 10.6 街並みが美しい  69 3.5 

交通の便がよい  170 8.6 医療や福祉の環境がよい  59 3.0 

職場や学校が近くにある  132 6.7 情報誌等を見て住みたいと感じた  8 0.4 

地震や津波など災害の心配がない  131 6.6 その他  22 1.1 

子育てに適している  99 5.0  

藤枝市の魅力で最も多かったのは、「自然環境や景色がよい」が 15.8％で、次いで「治

安がよい」が 14.2％、「親・子ども・友人が近くにいる」が 11.4％、「買い物が便利」

が 10.6％で、この 4 項目が 10％を超えて選択されていた。順位の入れ替えはあるが、

この傾向は平成 26 年度の調査から変わっていない。 

「自然環境や景色がよい」は、転入の理由では選択された割合は低かったことから、

実際に住んでみて実感した魅力であると考えられる。 

生活の利便性や住民サービスの充実はもちろんのこと、自然環境の保全や街並みの

美しさなど、暮らしやすさを感じられる要素は様々であり、価値観の多様性に対応し

ていくことも、都市としての魅力につながると思われる。 
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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  226 29.2 医療や福祉の環境が悪い  28 3.6 

買い物が不便  132 17.1 教育や文化的な環境がない 18 2.3 

地震や津波など災害の心配  66 8.5 治安が悪い  16 2.1 

住宅価格や家賃が高い  53 6.9 街並みが美しくない  13 1.7 

職場や学校が近くにない  46 6.0 情報誌等を見て住みたいと感じない 6 0.8 

元気・活気がない  42 5.4 自然環境や景色が悪い  4 0.5 

子育てに適していない  34 4.4 その他  89 11.5 

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 29.2％、次いで「買い物が不便」が 17.1％、

「地震や津波など災害が心配」が 8.5％と続いており、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上の安心感を求める傾向は変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ともに関心が高く、自由意見においても、公共交通の充実やショッピングモール等の

誘致など共通した要望が見受けられる。 

「交通が不便」は、瀬戸谷地区と稲葉地区で選択率が高く、６割を超える方が交通

の不便を感じていた。一方、同じく中心市街地から離れている大洲地区の同項目の選

択率は低く、不便と感じる要素や他の要因との関係でその度合いが変わってくるので

はないかと考えられる。 

「買い物が不便」は、「交通が不便」が高い稲葉地区で選択率が高くなっているが、

同じ中山間地を抱える岡部地区でも同様に、全体の選択率を上回る結果となっている。  

市では、買い物支援の取り組みを行っており、地域性で生じる不便さの解消だけで

なく、高齢化社会への対応として定着していけば、市民にとって生活上の利便性が向

上するものと期待される。 
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【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  66.7％  0％  0％  0％  0％  0％  33.3％  

稲葉  60.0％  40.0％  0％  0％  0％  0％  0％  

葉梨  28.8％  13.6％  7.6％  13.6％  1.5％  6.1％  28.8％  

広幡  45.3％  11.3％  9.4％  5.7％  5.7％  1.9％  20.8％  

西益津  27.6％  24.1％  6.9％  3.4％  3.4％  0％  34.5％  

藤枝  33.3％  20.0％  10.7％  2.7％  6.7％  1.3％  25.3％  

青島  28.0％  17.1％  7.7％  7.0％  6.6％  2.8％  30.8％  

高洲  24.1％  12.1％  7.8％  12.9％  6.0％  6.9％  30.2％  

大洲  21.6％  13.5％  10.8％  5.4％  2.7％  16.2％  29.7％  

岡部  30.3％  27.0％  9.0％  1.1％  2.2％  6.7％  23.6％  

全体  29.5％  17.3％  8.3％  7.0％  5.1％  4.5％  28.3％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 年度はアンケートに回答いただいた転出者 833 人のうち 123 人から 134 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 28 年度と比較した。 
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（単位 ％）  

項目 H29 H28 項目 H29 H28 項目 H29 H28 

01 防災 0 2.7 08 子育て 2.2 8.0 15 スポーツ 3.0 4.0 

02 治安 2.2 1.3 09 教育 2.2 5.3 16 まちづくり 24.6 22.7 

03 交通 15.7 13.3 10 商業 13.4 12.0 17 税金 0.7 0 

04 道路 3.7 5.3 11 農業 0 0 18 窓口 6.7 4.0 

05 公園 2.2 2.7 12 環境 2.2 4.0 19 情報発信 1.5 2.7 

06 福祉 1.5 0 13 自然 0.7 0 20 その他 16.4 5.3 

07 医療 0 2.7 14 文化 0.7 4.0 合計（件数） 134 75 

この結果、平成 29 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

24.6％（33 件）、続いて「交通」に関するものが 15.7％（21 件）、「商業」に関するも

のが 13.4％（18 件）であった。 

平成 28 年度と比較すると、「まちづくり」は 1.7 ポイント、「交通」は 2.3 ポイン

ト、「商業」は 1.3 ポイントそれぞれ増加した。また、「その他」は 11.1 ポイント増加

し、前年度より多岐にわたる意見が寄せられた。 

 

【 項目別意見件数 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 ０件  

02 治安 ３件 飲み屋が多くて治安が不安（１件） 駅北の客引きが不快（２件） 

03 交通 ２１件 公共交通の充実（１２件） 道路の混雑（３件） など 

04 道路 ５件 道路が暗く狭い（１件） 道路の拡幅（１件） 道路補修（２件） など 

05 公園 ３件 蓮華寺池公園の整備（２件） 駐車場のある公園の増設（１件） 

06 福祉 ２件 高齢化への対応（２件） 

07 医療 ０件  

08 子育て ３件 公立保育園の存続（１件） 子育て助成の統一（１件） など 

09 教育 ３件 学費の軽減（１件） モラル教育の充実（１件） など 

10 商業 １８件 店舗の不足（８件） ショッピングモールの誘致（３件）など 

11 農業 ０件  

12 環境 ３件 街路樹の手入れ（１件） ゴミ収集日の増設（１件） 草刈の要望（１件） 

13 自然 １件 もっと自然が多いと良い（１件） 

14 文化 １件 文化施設の充実（１件） 

15 スポーツ ４件 スポーツでの地域振興（１件） 練習場の充実（１件） など 

16 まちづくり ３３件 住みやすい・住んでいてよかった（１１件） 発展への期待（８件） など   

17 税金 １件 住民税が高い（１件） 

18 窓口 ９件 窓口対応への感謝（６件） 対応の不備・職員への不満（２件） など 

19 情報発信 ２件 休校情報のリアルタイム更新（１件） わかりやすい市の宣伝（１件） 

20 その他 ２２件 感謝（４件） 県と市の武道館の統一（１件） 藤の花の育成（１件）など  

【 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、“住みやすいまちであった”、“また戻ってきたい”

など、好意的な意見が 33 件中 11 件あり、一定の評価を得ている一方、駅周辺の活性

化や市の発展を願う意見も 8 件あり、中心市街地活性化事業が進展し、駅周辺の開発
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が進む中、市に対し一層の期待が寄せられていると考えられる。 

 

〔交通に関する意見〕 

交通に関する意見では、バスなどの公共交通の充実を望む声が多かったが、道路の

混雑についての意見も見受けられた。 

 

 〔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買い物ができる店を

増やしてほしいという、買い物環境の充実を求める声が多かった。 

 

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 4,596 人中、静岡・焼津・島田の近隣 3 市からの転入は、

1,727 人（37.6％）で、平成 28 年度に比べ 1.1 ポイント減少した。一方、近隣３市

を除く県内からの転入者は、1,102 人（24.0％）で、平成 28 年度に比べ 1.7 ポイン

ト増加した。また、県外からの転入者は、1,767 人（38.4％）で、平成 28 年度に比

べ、0.5 ポイント減少した。 

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 102 人（25.7％）、「結

婚」が 89 人（22.4％）、「就職・転勤」が 73 人（18.4％）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 291 人（67.5％）、「退職」が

39 人（9.0％）、「結婚」が 25 人（5.8％）となっている。 

近隣３市からの転入者の 48.1％が、住宅の都合や結婚などをきっかっけとしてお

り、生活の拠点として自ら藤枝を選択しているように見受けられる一方、県外から

の転入は、「就職・転勤」をきっかけとしているものが最も多く、外的要因により転

入する傾向が強いと考えられる。 

20 代 30 代の親子で転入してきた世帯の転入のきっかけは、「就職・転勤」が 39

人（39.0％）で最も多く、次いで「住宅の都合」が 29 人（29.0％）、「子育て」が 19

人（19.0％）であった。 

一人世帯の転入のきっかけは、「就職・転勤」が 371 人（54.2％）で最も多く、次

いで「結婚」、「住宅の都合」がともに 62 人（9.1％）であった。「就職・転勤」を選

択した方の 57.3％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 72.3％が近隣３市からの転入であり、青島地区への転入が 35.3％で最多であっ

た。 

転出については、転出者 4,482 人中、静岡・焼津・島田の近隣 3 市への転出は、 

1,630 人（36.4％）で、平成 28 年度に比べ 0.3 ポイントの増加であった。 

一方、近隣３市を除く県内への転出者は、915 人（20.4％）で、平成 28 年度に 

比べ 0.5 ポイントの減少、また、県外への転出者は、1,937 人（43.2％）で、平成 

28 年度に比べ 0.2 ポイントの減少で、いずれもほぼ変わりがない。 

  県外への転出のきっかけは、「就職・転勤」が 226 人（67.1％）で最も多く、次い

で「進学」が 51 人（15.1％）、「結婚」が 32 人（9.5％）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 117 人（36.4％）で最も多く、
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次いで「住宅の都合」が 63 人（19.6％）、「就職・転勤」が 57 人（17.8％）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、「住宅の都合」が 17 人

（36.2％）で最も多く、次いで「就職・転勤」が 15 人（31.9％）、「結婚」が 8 人（17.0％）

であった。 

一人世帯の転出のきっかけは、「就職・転勤」が 317 人（48.6％）で最も多く、次

いで「結婚」が 155 人（23.8％）、「進学」が 55 人（8.4％）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、仕事の都合と

いう外的要因での転出入が多く、流動的で定住に結びつかないが、転出者の自由意

見の中には、「また戻ってきたい」という声もあり、将来、定住先として藤枝を選択

してもらえる可能性はある。また、「結婚」については、近隣３市では転入者よりも

転出者の方が割合が高く、「住宅の都合」については、転入者の方が割合が高かった。

結婚や住宅の購入など、定住化に繋がる転入が増加するような施策の展開が期待さ

れる。 

 

②  藤枝市に対して望むこと 

転入者と転出者ともに意見が多かったのは、「交通」「まちづくり」「商業」に関す

るものであった。それぞれで共通する意見を挙げてみる。  

まず「交通」では、バスの運行数の増など公共交通の充実と道路渋滞の緩和であ

る。藤枝は鉄道もバスも民間事業者は１社のみであり、交通網にバリエーションが

ないことも不便さを感じる一因であると考えられる。これは、藤枝市に限ったこと

ではないが、車がないと不便という状況は、今後高齢化が更に進んでいくと、より

問題が深刻化していく可能性がある。  

また、道路渋滞については転入者からの意見が多く、これまで居住していた市町

との違いにより、一層道路の混雑が感じられたのではないかと考えられる。  

  「まちづくり」では、共通して見られるキーワードは「住みやすさ」であった。

住みやすさと言っても、年代や価値観によって求めるものが違うと考えられるが、

市民が求める住みやすさとは何かニーズを探ることは重要であり、定住先として選

ばれるためには、多様な価値観を受け入れられる包容力が必要であると思われる。  

  「商業」では、ショッピングモールや大型店の出店を求める意見が多く、併せて

駅周辺の商業施設の充実を望む声も見受けられた。近年、中心市街地活性化事業で

駅周辺の活性化が図られているが、現在進めている駅北の再開発事業により、再び

商店街に活気が戻ることを期待したい。  

 

③ 藤枝市の施策に対する意見 

アンケートの自由意見には、藤枝を評価する声や施策に対する要望・期待など、

様々な意見が寄せられた。 

項目ごとに具体的な意見をいくつか紹介する。 

【好意的評価】 

 ・以前にも住んでいたことがあり、非常に住みやすい街だと思っています。道

路の整備も進み、交通面での改善により、一層暮らしやすい街に近づいてい

ると久しぶりに戻った第一印象です。多方面に向けより一層の暮らしやすい

街づくりをお願いします。 

   （浜松市から岡部町三輪に転入 30 代男性） 
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 ・蓮華寺池公園がきれいになったので、よかったと思います。 

   （岡部町岡部から県内その他の市へ転出 20 代女性） 

 ・自然がたくさんあり、イベントもいろいろ開催されていて良かったです。暮

らしやすい街でした。 

   （上薮田から県内その他の市へ転出 20 代女性） 

 ・藤枝市はとても生活しやすいまちで、もっと長く生活していたかったです。 

   （南新屋から浜松市へ転出 20 代女性） 

 ・藤枝市で今まで生活してとても住みやすかった。これからも元気で活気があ

る藤枝市のまちづくりに期待しています。 

   （大東町から県内その他の市へ転出 30 代女性） 

 ・遠方への転勤のため転出となりましたが、また戻ってきたい街です。ありが

とうございました。 

   （高岡２丁目から県内その他の市へ転出 30 代男性） 

 ・藤枝市はいいところがたくさんあるのでもっとわかりやすく宣伝したらいい

と思います。都心に限らず、関西の方にも。 

   （大洲２丁目から県内その他の市へ転出 30 代女性） 

 ・とても住み易い場所だったと感じています。また戻って来たい所です。 

   （駅前２丁目から県外へ転出 30 代男性） 

 

【交通】 

・どの道路も渋滞が多い気がしたので、難しいとは思うが改善できたら良いか

と。まち全体はとてもきれいでとても良い印象を持ちました。これからよろし

くお願いします。 

  （静岡市から高柳に転入 20 代男性） 

・山間部への公共交通アクセスを良くして、もっと気軽に行き来できるように

なるといいと思う。自然や温泉など魅力的だと思うので。 

（志太２丁目から県外へ転出 30 代女性） 

・市営バスは小型車と大型車をならべて準備し、スマホなどで予約すれば、こ

まわりよくバス停にきてくれるなどの仕組みがほしい。支払いを電子化してほ

しい。モバイクを導入してほしい。 

（高岡３丁目から浜松市へ転出 30 代女性） 

 

【子育て】 

   ・子供の遊ぶ施設（無料）や、無料のサポートをしてくれる行事や企画・支援

などたくさん増やしてほしい。 

     （静岡市から上藪他に転入 30 代女性） 

   ・子育て支援、住宅に関する補助等、子育て世代にとって助けとなる制度を創

設・維持を望みます。駅周辺に仕事の都合上住むことになるので、街中の保

育園・学童保育所の利用に支障のないようにしていただきたいです。 

     （静岡市から駅前２丁目へ転入 30 代男性） 

 

【教育】 

・交通マナーが悪いし、ゴミのポイ捨ても多い（駅周辺が気になる）。対外的な

文化的な印象の向上の為にも、教育などの分野での工夫努力を望みます。 

（前島３丁目から榛原郡へ転出 40 代女性） 
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【商業】 

・岡部町商業施設の活性、住宅地の増加（土地がない）。商店街（大手）の    

シャッター街を活性化させるための、若手起業家が起業しやすい補助や場所

作り。 

（焼津市から岡部町内谷に転入 30 代男性） 

・駅周辺にお風呂や家族で楽しめるショッピングモールや施設があるといいと

思う。静岡に行かなくても藤枝で楽しめて他の地域の人も遊びに来れる。 

（県内その他の市から田沼４丁目に転入 20 代男性） 

   ・駅周辺がきれいになってくる一方、買い物をする所がないので、もっと人が

集まる施設や店があったらと思います！ 

     （青木から島田市へ転出 40 代女性） 

 

【環境】 

・ごみ置き場がすごく遠い。年配者にはとても厳しい。戸建て収集にしてほし

い。粗大ごみの収集をしてほしい（チケット制にして） 

（県外から瀬戸新屋に転入 60 代女性） 

・ゴミの分別が島田市に比べて複雑。高齢化に向けて、もう少し簡素化するこ

とも必要なのでは？と思いました。 

（島田市から南駿河台６丁目に転入 40 代女性） 

   ・資源ごみが家にたまる一方で処分する手段が少ないので、休日でも持ち込み

できる場所を作ってほしい。ゴミの日を増やしてほしい。 
     （下青島から静岡市へ転出 20 代男性） 
 

【文化】 

・文化・芸術により一層、力を注いで下さい！ 

（焼津市から本町２丁目に転入 40 代男性） 

・アピタの跡地に文化会館のような市民ホールをもってきてほしい。都市の規

模にしては文化施設が良くなさすぎる。 

（高岡１丁目から静岡市へ転出 30 代男性） 
 

【まちづくり】 

・街づくりに力を入れている印象がありましたが、駅の北側・南側でかなり活

気に違いがあるのですね。（古い商店街がほとんど閉まっている）静岡も最近

は同じような感じなので、早く景気が良くなるよう願っています。イルミネ

ーションはやりすぎのような気がします。公園がきれいにされているところ

が以前から好きです。これからもよろしくお願いします。 

  （静岡市から瀬戸新屋に転入 40 代女性） 

・Bivi にもっと子どもや若い方が楽しめるものを入れれば、さまざまな方がい

らっしゃってくれると思います。子どもが遊べる広場を作ってほしい（グラ

ンドゴルフでなく・老人の方用ではなく） 

（田沼１丁目から県内その他の市へ転出 20 代女性） 

   ・駅前、夜になると夜の仕事の雰囲気を強く感じる。藤枝の玄関なのだから、

もう少しクリーンな印象をつけれるようにしたほうがいいかなと。駅前、に

ぎやかではなく最初は不安でした。 

    （青葉町１丁目から浜松市へ転出 20 代男性） 
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【窓口】 

  ・転入届などの手続きを土曜日もできるようにしてほしい。 

   （県外から高柳に転入 20 代男性） 

・市役所の出張所で児童手当の手続きもできるようにして欲しい。子供を連れ

て市役所までの移動が大変でした。 

（県外から田沼１丁目に転入 30 代女性） 

 

 【その他】 

・瀬戸谷地区にも、インターネットの光回線を引いてほしい。山間部で生活が

不便（買い物、移動、交流など）な地域こそ、インターネット環境が必要だ

と思う。先進的な国や行政は、ICT を活用して、コストをかけずにこのような

問題を解消している。藤枝に帰省するたびに、活気がなくなっているのでな

んとかして欲しい。 

（県外から瀬戸ノ谷に転入 30 代男性） 

   ・結婚のため転入した際の助成があったらうれしい 

    （牧之原市から高柳３丁目に転入 20 代女性） 

   ・駅前のライトアップにはとても感動しています。藤の花をもっと育ててみて

はいかがですか？ 

    （前島から県外へ転出 10 代女性） 

 

７．さいごに 

人口減少・少子高齢化社会に突入し、市政運営も多くの課題を抱える中、市民が安

心して暮らしていけるまちを築くことが何より重要である。市民がどのような価値観

を持ち、市に対して何を求めているかを的確に把握し、多様化するニーズにいかに応

えていけるかが「選ばれるまち」となるためのポイントの一つである。 

アンケートに寄せられた意見は、実際に本市で暮らす市民の声のほんの一部だが、

本市に初めて住む方、再び戻ってこられた方など、外側からの視点で藤枝を捉えたも

のである。また、転出者の意見の中には、“とても住みやすかった。”、“また戻ってき

たい”など、市への愛着や好印象を示してくれるものもあり、いずれも大変貴重な意

見である。 

この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り、「選ばれ続け

るまち」づくり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・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） 

災害に強い藤枝市   県外  田沼１丁目  男  ２０代  

地震・津波対策をお願いしたいです。 浜松市  大洲２丁目  男  ３０代  

（02 治安） 

外灯を増やしてほしい。 静岡市  小石川町１丁目  男  ２０代  

駅から離れると街灯が急に少なくなる。 県外  大洲１丁目  女  ２０代  

夜、自宅周辺の暗さが気になりました。 焼津市  青葉町４丁目  女  ４０代  

街灯を増やしてほしい。 焼津市  時ケ谷  男  ３０代  

治安、交通マナー、防犯  県内その他  時ケ谷  男  ２０代  

治安の良さ 県内その他  岡部町岡部  女  ５０代  

夜道が暗いので、街灯が設置されると嬉しいです。 県外  田沼１丁目  女  ２０代  

（03 交通） 

交通の便が悪い、特に駅周辺  焼津市  高岡２丁目  男  ４０代  

バスの運行数を増やしてほしい。 県外  大洲１丁目  女  ２０代  

交通渋滞の解消  焼津市  本町３丁目  女  ４０代  

自家用車を持っていないため、バスの利用が多いのです

が、バス路線がもう少し便が良いと嬉しいと思います。 
県内その他  前島３丁目  女  ４０代  

道が少ない。渋滞しやすい所が多い。 焼津市  志太  女  ２０代  

バスの便が悪い。 静岡市  高柳１丁目  女  ６０代  

高齢者の多い地域だから車の運転に対してフォローして

あげてほしい、危険な運転が目立つ。 
県外  高洲１丁目  男  ２０代  

信号機の右折矢印を増やして欲しい 焼津市  田沼４丁目  男  ３０代  

交通の便をもっと良くしてほしい。 県外  志太  男  ２０代  

国一 BP の渋滞を緩和して欲しい。 県内その他  岡部町三輪  男  ３０代  

渋滞の緩和  県外  光洋台  女  ４０代  

公共交通機関が少ないので、車が無いと困る。 県外  高柳１丁目  男  ３０代  

幹線道路の渋滞解消。信号のタイミング、右折レーン。 県外  高洲  男  ６０代  

交通面。車のスピードが速いので、もう少しゆっくりだとい

いと思います。 
県外  下之郷  男  ４０代  

渋滞が減ったらいいな 静岡市  下藪田  女  ３０代  

市バスの路線を増やしてもらいたい。 県外  築地  男  ５０代  

藤枝→焼津駅・焼津市立病院行の路線バスを運行して

ほしい。 
榛原郡  前島２丁目  男  ４０代  

・車がなくても生活しやすい街だと助かる。・バスが多い。 県外  小石川町１丁目  女  ３０代  

道路の渋滞の緩和  静岡市  下青島  男  ２０代  

渋滞が減少することを望みます。 県外  下藪田  男  ３０代  

道路（特にバイパス）の渋滞が多い。もう少し整備してほ

しい。 
静岡市  田沼３丁目  女  ３０代  

国一や田沼街道などの渋滞を何とかして欲しい。 島田市  南駿河台６丁目  女  ４０代  

右折レーンの充実（信号待ちが長い） 浜松市  駅前３丁目  男  ４０代  
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田沼の交通渋滞が嫌  静岡市  田沼１丁目  男  ４０代  

南口のバスの便を良くしてほしい 県外  大洲２丁目  女  ５０代  

渋滞の緩和  焼津市  高洲  男  ３０代  

家の前の道路の交通量が多い。自転車が多く通る。 焼津市  下之郷  女  ５０代  

交通の便の改善（バスの便を増やす） 静岡市  志太２丁目  女  ３０代  

バスの運行時間を長くしてほしい 静岡市  駿河台２丁目  男  ２０代  

渋滞が多い印象なので改善する策を教えて頂きたい 県外  瀬戸新屋  男  ２０代  

どの道路も渋滞が多い気がしたので、難しいとは思うが

改善できたら良いかと。まち全体はとてもきれいでとても

良い印象を持ちました。これからよろしくお願いします。 

静岡市  高柳  男  ２０代  

道路の混雑を緩和して欲しい 県外  高柳４丁目  女  ３０代  

市の西側に新東名のＩＣを作ってください 浜松市  前島２丁目  女  ２０代  

交通事情を本当にどうにかしてほしい。祖父に運転をや

めさせられない。 
県外  寺島  女  ２０代  

（04 道路） 

バイパスの４車線化を早く進めてほしい 県内その他  高田  男  ３０代  

国１バイパスの４車線化  静岡市  駅前１丁目  男  ５０代  

はやくバイパスを 2 車線化して下さい！ 県内その他  兵太夫  女  ３０代  

道路が悪い。ボコボコし過ぎ。 県外  小石川町１丁目  男  ２０代  

自転車道等の道路整備  焼津市  岡部町岡部  男  ２０代  

歩道を広くして欲しい。 県内その他  高洲  男  ３０代  

道路がもっと広くなればいいです。 県外  瀬戸新屋  男  ２０代  

道路整備  県外  泉町  男  ２０代  

車社会ですので、もう少し渋滞が無くなるような道路改良

が進むともっと住み良い街になると思います。 
焼津市  小石川町３丁目  男  ２０代  

道路の修繕  榛原郡  小石川町１丁目  男  ２０代  

街灯を増やしてほしい。車椅子が通りやすい道にしてほ

しい 
静岡市  高田  女  ５０代  

道路を広くしてほしい 静岡市  田中３丁目  男  ３０代  

交差点「青木」の歩道橋に自転車用のスロープを導入し

てほしいです。 
県外  青木１丁目  女  ２０代  

道路の舗装をもっとしてほしい 島田市  青葉町１丁目  男  ２０代  

ガタガタの道路が多い。 静岡市  青葉町４丁目  男  ２０代  

道路を広くし車が走りやすく渋滞が少ないと助かります。 県外  高岡１丁目  男  ３０代  

道路の拡大・整備、渋滞の緩和  静岡市  - 男  ３０代  

（05 公園） 

子供の遊べる公園を増やしてください 県外  助宗  女  ３０代  

（06 福祉） 

特に福祉の充実を目指していただきたいと思っています。 島田市  青葉町１丁目  男  ２０代  

福祉に力を入れて欲しい。大きな病院がもう１つあったら

うれしい。 
県内その他  高柳  女  ３０代  

福利厚生等に力を入れてほしい。 県外  茶町１丁目  女  ４０代  

お年より、おじいさん、おばあさんへの心掛け。親切に大

切に長く生きれる様医療福祉の強化に期待したいです。 
県外  泉町  男  ４０代  
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（07 医療） 

医療費の軽減  焼津市  本町３丁目  女  ４０代  

地域医療を強化して欲しい 浜松市  青葉町１丁目  男  ２０代  

医療費軽減  焼津市  上青島  男  ２０代  

（08 子育て） 

子ども医療費が無料になること。保育料も焼津市と同様

な内容になると助かります。 
焼津市  宮原  女  ３０代  

焼津市は高校生の医療費が無料になったので、ぜひ藤

枝市もそうなって欲しいと思います。 
焼津市  青葉町２丁目  女  ４０代  

今後、子育てを考えていますので、より充実したら良いと

思います。 
県外  高柳３丁目  男  ２０代  

子育て支援  県外  岡部町岡部  女  ４０代  

子供の遊ぶ施設（無料）や、無料のサポートをしてくれる

行事や企画・支援などたくさん増やしてほしい。 
静岡市  上藪田  女  ３０代  

安心して子育てができる環境、施設  県外  下之郷  男  ３０代  

もう少し子供を育てやすくなると助かります。 焼津市  東町  女  ２０代  

子育て支援！！ 県内その他  青葉町４丁目  男  ３０代  

子育ての環境（働きながら子育てできるように）の充実。

それにともなって保育園や幼稚園の増加を至急お願い

いたします。 

焼津市  駅前１丁目  女  ３０代  

保育所等、子育て環境に期待します。 島田市  南駿河台１丁目  男  ３０代  

子供の医療費 0 円。焼津は 0 円です。 焼津市  高柳１丁目  男  ２０代  

子供の医療費について 榛原郡  高洲  女  ２０代  

子供医療費が通院無料になったらうれしいなぁと思いま

す。 
浜松市  高岡３丁目  女  ２０代  

子どもの医療費が無料になること。 焼津市  大洲１丁目  女  ３０代  

子供医療費の無料化など・・・ 焼津市  青南町３丁目  女  ２０代  

保育園の数、定員数を増やしてほしい 静岡市  谷稲葉  男  ３０代  

医療費を無料にして欲しい。（子ども） 焼津市  岡部町岡部  女  ２０代  

焼津市のように、子育て支援をもっと充実してほしい!!強

く願います!!不妊治療助成の充実 !!(焼津市みたいに!!)

助成金額が安すぎる!!たった一人の意見でかわるとは思

いませんが・・・強く願います!!藤枝市には、期待がまった

くもてない!!他のどうでもいい事にお金を使いすぎている

と思う!! 

焼津市  平島  女  ３０代  

子育て支援  焼津市  水守  女  ３０代  

子育てに力を入れてほしい 静岡市  上当間  女  ２０代  

保育施設の充実。保育園の強制退園制度の廃止  県内その他  駅前２丁目  女  ３０代  

子育て支援、住宅に関する補助等、子育て世代にとって

助けとなる制度を創設・維持を望みます。駅周辺に仕事

の都合上住むことになるので、街中の保育園・学童保育

所の利用に支障のないようにしていただきたいです。 

静岡市  駅前２丁目  男  ３０代  

子育てしやすい環境を作ってほしい 県外  瀬戸新屋  女  ２０代  

赤ちゃんが育てやすい環境  静岡市  青南町３丁目  女  ３０代  
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子育てしやすい町にしてほしい。待機児童ゼロを目指し

てほしい。 
静岡市  高柳  女  ２０代  

育児・教育関連の手当・制度を充実させてほしい。 県外  青葉町４丁目  男  ２０代  

子供の医療費を全額無料に「してほしい。 県内その他  八幡  女  ３０代  

子どもの医療費無料化。焼津市のような補助があるとよ

いです。 
焼津市  岡出山３丁目  女  ３０代  

子どもの医療費助成が前に住んでいた所は全額で助か

ったので、藤枝もそうなればいいと思います。すごくバス

停が遠い。 

県外  志太５丁目  女  ４０代  

中学までの医療負担を軽減して欲しい。 県外  南駿河台２丁目  男  ４０代  

子ども医療費の無料化  県内その他  小石川町３丁目  女  ３０代  

子育て、福祉を充実してほしい（手当て等） 県外  上青島  女  ３０代  

子ども医療費の負担を減らしてほしい 県外  上青島  男  ４０代  

子供医療費無料化  静岡市  - 男  ３０代  

（10 商業） 

焼津市の魚を数多く売る店があればいいなと思いまし

た。 
県外  青木２丁目  男  ３０代  

夜遅くまで営業しているスーパーをもっと誘致して欲しい 県外  仮宿  男  ２０代  

日帰り温泉施設が他にもほしい 県内その他  天王町３丁目  男  ５０代  

大型店（旧アピタの様な）が少ない 静岡市  高柳１丁目  女  ６０代  

大きなショッピングモールが欲しいです。 県外  高洲１丁目  男  ２０代  

大きなショッピングセンターがほしい 県外  高岡１丁目  女  ４０代  

就職先、商業施設の充実  県外  駅前１丁目  女  ３０代  

イオン等のショッピングモールが欲しい。 浜松市  高岡２丁目  男  ２０代  

岡部町商業施設の活性、住宅地の増加（土地がない）。

商店街（大手）のシャッター街を活性化させるための、若

手起業家が起業しやすい補助や場所作り。 

焼津市  岡部町内谷  男  ３０代  

ショッピングモールができると便利。 県内その他  前島３丁目  女  ３０代  

町がきれいでとても素敵だと思います。藤枝の名産品な

ど、これだ！というものができるといいなと思う。 
県内その他  時ケ谷  女  ３０代  

買い物する場所が駅前の一か所に集まっている。 県外  小石川町１丁目  女  ３０代  

スーパーなどを増やしてほしい 県外  仮宿  男  ２０代  

ケーキ屋が多くなれば外出します。 焼津市  上青島  男  ３０代  

イオンモールを作ってほしい 県外  田中１丁目  女  ４０代  

郊外型大型ショッピングセンター等の買い物利便に優れ

た施設があると助かります。 
静岡市  平島  男  ３０代  

駅周辺にお風呂や家族で楽しめるショッピングモールや

施設があるといいと思う。静岡に行かなくても藤枝で楽し

めて他の地域の人も遊びに来れる。 

県内その他  田沼４丁目  男  ２０代  

商店街がさびれており、心配  静岡市  志太４丁目  女  ４０代  

年代別で買い物を楽しめるところがほしい 焼津市  小石川町１丁目  女  ２０代  

コンビニやお店がもう少し多いとうれしい。 静岡市  岡部町内谷  女  ６０代  

新しい特産品などをつくること 静岡市  前島１丁目  男  ２０代  
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スターバックスを誘致してほしい 県外  高柳３丁目  男  ３０代  

郊外に大型ショッピングセンター等を誘致してほしい。子

供と時間を過ごしやすい所が欲しい。 
県内その他  藤枝１丁目  男  ３０代  

大型ショッピングセンターなどがあれば静岡市まで行く必

要がなくなるので助かります。 
焼津市  小石川町３丁目  男  ２０代  

スーパーをふやしてほしい。 静岡市  築地  男  １０代  

大型ショッピングモールを駅から徒歩エリアにほしい 県内その他  青葉町４丁目  男  ５０代  

閉店のお店をなくして活気があふれる商店街。やる気の

ある若い人が沢山戻ってこれる町  
焼津市  大手１丁目  女  ４０代  

映画館などもっと娯楽施設がほしい 県外  駅前１丁目  女  ２０代  

イオンモールの誘致をしてほしい。 県外  南駿河台２丁目  男  ４０代  

藤枝駅北口の商店街の活性化  県外  瀬戸新屋  男  ５０代  

ショッピングモールがほしい 静岡市  青葉町４丁目  男  ２０代  

（12 環境） 

ゴミ捨てがわからない 県外  瀬古２丁目  男  １０代  

ゴミの分別が島田市のようだったら良いと思います。 県外  下藪田  男  ２０代  

ゴミ収集日を増やして欲しい。ペットボトル、月一ではか

なり溜まってしまう。 
県外  築地１丁目  男  ３０代  

ゴミ（不燃ごみ）の回収をもっと頻繁に行って欲しい。月

一回は少なすぎる。 
県外  下青島  男  ２０代  

ごみの分別等、もっと簡易化してほしい。あまりに細分化

され統一性なく驚いた。 
県外  高柳１丁目  女  ２０代  

ゴミの分別が楽になると嬉しいです。 島田市  前島１丁目  女  ２０代  

ペットボトルやビンのゴミ回収がもっと増えてほしい。（月１

は少ない） 
島田市  高柳４丁目  女  ２０代  

ビン・カン・ペットボトルのゴミの日の増加  県外  駅前２丁目  男  ２０代  

ごみ置き場がすごく遠い。年配者にはとても厳しい。戸建

て収集にしてほしい。粗大ごみの収集をしてほしい（チケ

ット制にして）。 

県外  瀬戸新屋  女  ６０代  

ゴミの分別をなくしてほしい。島田市のように、プラと燃え

る紙を分別しなくて良い等。 
島田市  本郷  男  ２０代  

ゴミの分別  静岡市  小石川町１丁目  女  ３０代  

ゴミの分別  島田市  小石川町１丁目  男  ３０代  

ゴミ処理施設を島田相当にして欲しい（分別を楽にした

い）。 
県内その他  高洲  男  ３０代  

ゴミの分別が面倒くさそう。 静岡市  志太４丁目  女  ４０代  

ゴミの分別が島田市に比べて複雑。高齢化に向けて、も

う少し簡素化することも必要なのでは？と思いました。 
島田市  南駿河台６丁目  女  ４０代  

ゴミの分別を簡単にしてほしい 島田市  谷稲葉  男  ６０代  

ゴミの分別を簡単にしていただけると嬉しいです 静岡市  田沼５丁目  女  ３０代  

ゴミ出し、資源回収が簡単・楽になること 県外  駿河台１丁目  男  ２０代  

ごみの分別が容易になると更に住みやすい街になると思

います。 
島田市  青葉町１丁目  女  ３０代  

ゴミ 島田市  茶町１丁目  男  ２０代  

ゴミ分別が楽になるとよい。高カロリーの焼却炉をつくっ

て何でも燃やせるとよい。 
静岡市  駅前１丁目  男  ５０代  
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ごみの分別が大変との話を聞いた（静岡とくらべて） 静岡市  駅前１丁目  男  
７ ０代

以上  

ゴミ分別をもう少し簡単にできませんか。 県外  音羽町５丁目  男  ６０代  

以前住んでいた市は、全てのゴミが自宅前で回収、遅く

ても２週に１度の回収でしたので、少し不便に感じまし

た。（ゴミを減らす自治会の活動はすばらしいですが・・・） 

県外  駅前２丁目  女  ３０代  

ゴミ出しを楽にしてほしい 県外  青葉町２丁目  男  ３０代  

（13 自然） 

昔からある自然環境を残していってほしい 焼津市  0 男  ２０代  

まだ引っ越してきたばかりで、町の事が分かりません。自

然があり、空が広いので、とても気持ちいいです。 
県外  瀬戸新屋  女  ３０代  

花が多くて、キレイなのはいいことだと思う。 静岡市  志太４丁目  女  ４０代  

自然環境の良さ、利便性  県内その他  岡部町岡部  女  ５０代  

（14 文化） 

文化・芸術により一層、力を注いで下さい！ 焼津市  本町２丁目  男  ４０代  

図書館を充実させてほしい。 県外  田沼３丁目  男  ５０代  

高齢者が楽しめる教室等をさがしたいと思います。図書

館の利用を楽しみにしています。 
静岡市  田沼２丁目  女  

７ ０代

以上  

文化都市作り（産業も大切だが）を目指す！！ 島田市  高洲  男  ２０代  

図書館の充実  静岡市  青南町３丁目  女  ３０代  

図書館で本をたくさん借りることがあるため、借りた本が

分かるように図書館通帳を作ってほしい 
県内その他  - 男  ３０代  

（15 スポーツ） 

スポーツジムの施設がもうすこしあったらいいなぁと思いま

す。 
島田市  小石川町４丁目  男  ３０代  

サッカーのイベントの数を増やすこと 静岡市  前島１丁目  男  ２０代  

サッカーを盛り上げてください。 県内その他  稲川  男  ２０代  

運動できるイベントや施設があると若者にとっては嬉しい

です。 
県外  南駿河台４丁目  男  ２０代  

（16 まちづくり） 

これからも住みやすい街にしてください。 県内その他  青葉町１丁目  男  ５０代  

スマートＩＣもできたので、南北ともに発展してほしいで

す。（大手のショッピングモール等） 
榛原郡  南駿河台３丁目  女  ４０代  

農地からの宅地転用ができない地域をなくしてほしい。 県外  大洲１丁目  女  ２０代  

以前にも住んでいたことがあり、非常に住みやすい街だ

と思っています。道路の整備も進み、交通面での改善に

より、一層暮らしやすい街に近づいていると久しぶりに戻

った第一印象です。多方面に向けより一層の暮らしやす

い街づくりをお願いします。 

浜松市  岡部町三輪  男  ３０代  

子育て支援など若者が住みやすい街づくり 県内その他  谷稲葉  女  ３０代  

自然と文化が調和する町づくり。 県外  下藪田  男  ２０代  

老人と子供にやさしい街  静岡市  音羽町１丁目  女  ６０代  

サッカー以外の魅力を売り出してほしい。 浜松市  志太１丁目  女  ２０代  



- 28 - 

 

久しぶりに帰国してみると年配の方が増え、その割りに交

通の便が良くなく、バスなどの交通機関がなく、店もなく

て不便を感じます。これから高齢者が増えるのだから今

のうちから各地区からショッピングエリアまでのフリーシャト

ルとか考えて用意しておくことが必要に思います。若者に

も魅力があり年よりにも優しい生活しやすい自治体になり

ますよう。 

国外  高岡２丁目  女  ５０代  

訪日外国人を呼び込む施策。アクセスの良さ（バス、ライ

ドシェア、レンタサイクル等） 
県外  平島  女  ２０代  

藤枝市の藤の花（紫色）が好きなので、もっと街並みに増

やして欲しいです。 
島田市  岡出山３丁目  女  ３０代  

子供に優しい街にして欲しい 焼津市  田沼４丁目  男  ２０代  

昔ながらの景観を保ちつつ、便利に発展していってほし

い 
県外  青木２丁目  男  ２０代  

生活の便の良さは拡大しつつ、自然や歴史を大切に発

展してもらいたい。 
県内その他  志太２丁目  男  ４０代  

住みやすいまちづくり、宜しくお願いいたします。 焼津市  高洲１丁目  男  ４０代  

子供や年配の方にやさしいまちづくりをお願いしたいで

す。 
県外  田沼１丁目  女  ４０代  

子育てしやすい町づくりを期待したい 県内その他  東町  女  ２０代  

子供や老人や障害者の方に優しい町作り。 島田市  青葉町５丁目  女  ３０代  

活気がある町 県外  田沼１丁目  男  ２０代  

市街化調整区域を早く市街化区域にして欲しい！！ 焼津市  大洲４丁目  男  ４０代  

自然を大切にし、活気ある町になってほしい 県外  青葉町１丁目  女  ６０代  

藤枝駅北口の発展  県外  青葉町１丁目  男  ４０代  

きれいな図書館、きれいな道、害虫が少ない 県外  高岡１丁目  女  ２０代  

より子育てがしやすい街へ 焼津市  音羽町６丁目  男  ３０代  

藤枝駅前、活性化  静岡市  南新屋  男  ４０代  

家を建てる為の条件を甘くしてほしい。農しん地には建

てられないとか・・・緩和しないとますます人口が減ってし

まうのでは？島田から藤枝に工場用地を求めたが、その

時自宅用平地として買い求め、土地改良をしていたの

に、年数がたったら条件が２００㎡以上ないとたてられな

いとか・・・現実をつきつけられて困惑した。 

島田市  大洲５丁目  女  
７ ０代

以上  

駅前の活気・充実  浜松市  田中１丁目  女  ２０代  

更に人口が増えるような取り組み。学校や企業の誘致。 県内その他  音羽町５丁目  男  ３０代  

住みやすい市にして欲しい。案内の方がいて下さって、

とっても助かりました。 
焼津市  田沼４丁目  女  ６０代  

働きながら、より子育てしやすい町づくりに期待します。 榛原郡  築地  女  ４０代  

おだやかで接しやすい人を育てる街になったら良いなと

思います。 
県外  高柳  女  ２０代  

もっと活気ある街になっていけばと思います。 焼津市  駅前１丁目  女  ３０代  
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子を育てていく上で、より住みやすい環境になっていく事

を望みます。 
焼津市  堀之内１丁目  女  ２０代  

幼稚園生、新一年生がいるので子どもが住みやすい、子

育てしやすい市であってくれたらいいなと思います。 
県外  田中２丁目  女  ３０代  

のびのびと生活できる街づくりをお願いします。 県外  南駿河台４丁目  女  ２０代  

下手に観光誘致や「まちおこし」等に手を出さず、このま

ま住民が住み良いまちづくりをして欲しい。子育て世代

の雇用拡大を！ 

浜松市  高岡１丁目  男  ３０代  

特になし。高齢者・障害者が安心安全に暮らせる街を望

みます。 
静岡市  高岡３丁目  男  ６０代  

サッカーの町  藤枝を全面に出し。今まで以上にもっとア

ピールしてほしい！ 
県外  下当間  男  ４０代  

街づくりに力を入れている印象がありましたが、駅の北

側・南側でかなり活気に違いがあるのですね。（古い商店

街がほとんど閉まっている）静岡も最近は同じような感じ

なので、早く景気が良くなるよう願っています。イルミネー

ションはやりすぎのような気がします。公園がきれいにされ

ているところが以前から好きです。これからもよろしくお願

いします。 

静岡市  瀬戸新屋  女  ４０代  

住みやすいまち 島田市  青南町３丁目  男  ３０代  

補助金や子育て教育にもっと力を入れて頂ければ今後

も住み続けたいと考えています。 
島田市  高洲  女  ３０代  

駅北の繁華街の雰囲気が気になるので、なんとかしてい

ただきたいです。 
島田市  駅前１丁目  女  ３０代  

ごみ処理場の建設はどうなっているのでしょうか。子ども

たちが安心して暮らせるまちづくりをお願いします。 
榛原郡  下之郷  男  ５０代  

住みよいまちにしてください 県外  下藪田  男  ４０代  

駅間の再開発  県外  藤枝４丁目  男  ３０代  

サッカーのまち藤枝をもっと前面に出していただけたらと

思います。子供が転入しましたが良いまちだと感じまし

た。 

県外  田沼４丁目  男  １０代  

あまり高い建物は建てないでほしい。空が広いままでい

てほしい。 
県内その他  善左衛門２丁目  女  ３０代  

特になし、良いまちだと思います 県外  茶町１丁目  女  ３０代  

とても住み易い街だと思います 県外  瀬古３丁目  女  ３０代  

（17 税金） 

住民税の軽減  県内その他  谷稲葉  女  ３０代  

住民税を安くして下さい。 県外  上当間  男  ５０代  

税金安くして下さい。 焼津市  本町４丁目  男  ３０代  

税金負担を軽く 県内その他  岡部町岡部  女  ５０代  

転入３年目までの住民税を下げる 県外  南新屋  男  ６０代  

税金を有効に使ってほしい 県外  築地  男  ２０代  
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（18 窓口） 

土曜日の転入手続きを可能として欲しい（文化センター） 県外  前島２丁目  男  ５０代  

転入届などの手続きを土曜日もできるようにしてほしい。 県外  高柳  男  ２０代  

みなさん丁寧に案内して下さり、分かりやすかったで

す！！ありがとうございました。お花好きなので、お花の

種ももらえて嬉しかったです！！育ててみます☆ 

県外  駿河台４丁目  女  ２０代  

市役所の待合席で、優先席が明らかに老人向け、怪我

人向けのものではないので、普通のイスを優先席にして

あげた方が良いのではないか 

県外  駅前１丁目  女  ２０代  

順番表にご記入下さいと言われましたが、用紙が出てい

ないのに、再度同じ事を言われて待たされた。高齢者に

対して、不親切な応対。 

県外  清里１丁目  女  
７ ０代

以上  

初めて来たので緊張していましたが、職員の方が笑顔で

分かりやすく教えてくれたのでなんだかホッとしました。あ

りがとうございました。 

県外  八幡  女  ３０代  

車ありき、バスありきの環境だと思いますが、駅の近くに

手続きが可能な市役所の分室を御用意して頂きたいと

感じました。 

県内その他  前島１丁目  男  ３０代  

市役所の出張所で児童手当の手続きもできるようにして

欲しい。子供を連れて市役所までの移動が大変でした。 
県外  田沼１丁目  女  ３０代  

窓口の方の対応が早くて親切で良かったです！！ 県外  南駿河台４丁目  女  ２０代  

とても親切なので気持ちよく手続きができました。これか

らも変わらずよろしくお願いします。 
県外  音羽町６丁目  女  ３０代  

窓口の方も本当にテキパキ親切に対応してくださいまし

たが、記入台の所で案内してくださった方は特に親切に

案内してくださりうれしかったです。ありがとうございまし

た。 

焼津市  駅前１丁目  女  ３０代  

この時期の土日開庁は大変助かりました。お疲れ様で

す。 
静岡市  田沼４丁目  女  ４０代  

待ち時間の目安を伝えてほしいです。時間がかかるなら

仕事に戻りたいので。 
浜松市  志太２丁目  女  ３０代  

申請書（転入）の様式が少し分かりにくいので直してもら

えると嬉しいです。手続きの時間は早くて良かったが、交

付（会計）までの時間がとても長く、人が番号を呼んでい

るため席を離れることもできず、少し不便でした。 

静岡市  青葉町１丁目  女  ２０代  

終了間際でしたが、丁寧に対応していただきました。あり

がとうございます。 
静岡市  高柳１丁目  男  ２０代  

地元の市役所の対応がとてもずさんなものだったので来

るのが少し嫌だったが、素晴らしい対応をしていただいて

とても感謝しています。いい新生活ができそうです。あり

がとうございます。 

県外  高柳３丁目  男  ２０代  

婚姻届を出した時市役所内で記念撮影はどうかと提案

された。撮影スペースが奥にあるため撮影しづらくやめ

た。目に入りやすい場所、東西棟につながる中央のスペ

ースにあればもっといいと思った。 

県内その他  高岡２丁目  女  ２０代  
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駅前に市役所の分局がほしい 焼津市  高岡３丁目  男  ２０代  

（19 情報発信） 

閉鎖的、保守的な所、昔と変わらない、それが良い所か

悪い所かはわからないが静岡県民性なのか !? いきなり

大きな改革は全く求めないが、見直すべき所、クリアーに

している所を広報に載せてほしい。公民館でやる学習も

皆の必要とするもの、曜日、時間帯を反映させてほしい。 

静岡市  藤岡１丁目  女  ５０代  

道路の看板表記（公的施設の）が少ない印象がありま

す。 
県外  田沼１丁目  男  ４０代  

新築のアパートに引っ越してきたため、近所に知り合い

がおらず、情報源がありません。何か情報が分かるものが

あるとうれしいです。 

静岡市  小石川町４丁目  女  ２０代  

駅の駐輪場・市役所・警察などの場所を教える表示があ

まりなく、わかりにくい。 
静岡市  志太４丁目  女  ４０代  

転入したばかりで何もわかりません。情報誌からの情報

でいろいろ知りたいと思います。地域の活動など知って

いけたらと思います。 

静岡市  茶町２丁目  女  ５０代  

子供の教育に関する情報発信をお願いします。 県内その他  - 男  ４０代  

（99 その他） 

人口の増加  県内その他  滝沢  男  ３０代  

マイナンバーカードの用等を増やしてほしい。 県外  藤岡３丁目  男  ２０代  

ユニークで市民重視のサービスがあると嬉しいです。 県内その他  高岡１丁目  女  ５０代  

瀬戸谷地区にも、インターネットの光回線を引いてほし

い。山間部で生活が不便（買い物、移動、交流など）な

地域こそ、インターネット環境が必要だと思う。先進的な

国や行政は、ICT を活用して、コストをかけずにこのような

問題を解消している。藤枝に帰省するたびに、活気がな

くなっているのでなんとかして欲しい。 

県外  瀬戸ノ谷  男  ３０代  

コンビニでの各種証明書交付サービス等の充実  県外  末広１丁目  男  ５０代  

結婚のため転入した際の助成があったらうれしい 牧之原市  高柳３丁目  女  ２０代  

色々と高価な気がする。 県内その他  岡部町三輪  男  ３０代  

耕作放棄地にタイニーハウスを設置して民泊ができるよう

になりたい。地域の活性化につなげたい。民泊について

受け入れしやすい法整備をしてほしい。 

県外  大西町３丁目  男  ３０代  

電子化してほしい（役所関係） 浜松市  高柳１丁目  男  ３０代  

地域振興券の配布等、生活の手助けや引越の際の手

助け 
県外  小石川町４丁目  男  ３０代  

問８の２，３（教育文化・医療福祉）の現状がよくわかって

いませんが、良いと思っています 
静岡市  横内  男  ３０代  

月極駐車場を増やしてほしい 静岡市  前島３丁目  男  ２０代  

できれば、「もったいない」精神を実行してほしいです。締

めるところと、ゆるめるところを的確に！ 
焼津市  兵太夫  女  ６０代  

来たばかりでよくわからない。 県外  岡出山２丁目  男  ４０代  

ラジオが入らない。LTE の電波が弱い・・・の改善  県外  前島３丁目  男  ５０代  

遊べる所が増えたらうれしいです。 県外  田沼１丁目  女  ２０代  
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カレンダーやファイルの花の写真の使い方がキレイ！た

だでもらえちゃうのがもったいないくらいですね！良い写

真と良いデザインを考える人がいて、すばらしい！ 

焼津市  小石川町３丁目  女  ２０代  

インフラの充実、及びメンテナンス 県外  田沼４丁目  男  ４０代  

知らないことが多いので今後よく知りたい 県外  田沼３丁目  男  １０代  

住みやすい藤枝市のためにいつもありがとうございます。

よろしくお願いします。 
県外  茶町１丁目  女  ４０代  

市役所が町の規模に比して小さく感じた。建て替え検討

などあるのでしょうか。 
県外  藤岡２丁目  女  ４０代  

体育・福祉・厚生施設の充実、山間地の自然を活用した

総合レジャーの充実  
浜松市  瀬古３丁目  男  ６０代  

１００万人都市  県内その他  東町  男  ３０代  

頑張ってください 島田市  高洲  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  

（0２ 治安） 

飲み屋が多くて治安が不安  高柳  県外  男  ３０代  

駅前（特に北口）の治安を改善すべき（キャッチが多す

ぎて怖い）。 
新南新屋  県外  男  ２０代  

北口側の商店街での夜間の客引きがとても不快。キャ

バクラ等が藤枝市のイメージをとても悪くしており、やめ

てもらいたい。 

泉町  焼津市  男  ３０代  

（03 交通） 

山間部への公共交通アクセスを良くして、もっと気軽に

行き来できるようになるといいと思う。自然や温泉など魅

力的だと思うので。 

志太２丁目  県外  女  ３０代  

バスの便を良くして欲しい。 高洲  浜松市  男  ３０代  

住み良い街だが、道路交通環境が今ひとつ。近接した

市から入ってくると藤枝で。 
兵太夫  県外  男  ５０代  

車がないと買い物などが不便だと思いました。 前島２丁目  県外  女  ２０代  

車がなくても生活しやすい街づくりだと嬉しいです。で

も、街も人ものんびりしていて好きです。 
善左衛門  島田市  女  ３０代  

岡部町の交通の便を改善してほしいです。（バス） 水守  静岡市  女  ２０代  

市営バスは小型車と大型車をならべて準備し、スマホ

などで予約すれば、こまわりよくバス停にきてくれるなど

の仕組みがほしい 

支払いを電子化してほしい。 モバイクを導入してほし

い。 

高岡３丁目  浜松市  女  ３０代  

交通機関が増えたら良いなと思う（タイムテーブルなど） 音羽町６丁目  静岡市  女  ２０代  

道が混みすぎる。 高柳  県外  男  ３０代  

自家用車の運転マナーが悪い 高洲  県内その他  男  ５０代  

バスの本数が少ないと思う。運転しない人にももっと配

慮したまちづくりをお願いしたい。 
大東町  県外  女  ３０代  

市バス等、車の使用の少ない人への配慮（妊婦・老人

等）が増えたらいいと思います。 
時ケ谷  県外  女  ２０代  

バスの本数を増やすべき 新南新屋  県外  男  ２０代  

車がないと生活しにくいと感じていました。藤枝駅まで

バスを利用していましたが、本数が少なかったです。到

着時刻がスマートフォンで確認できるシステムがあった

ら良い。 

大手２丁目  県外  女  ２０代  

バスの時間増やしてほしかった。 田沼１丁目  静岡市  女  ２０代  

道が混んでいることが多く、信号待ちが長く感じられた 瀬戸新屋  県外  女  ４０代  

交通の便をもっと良くしてほしい。 郡１丁目  県外  女  １０代  

東京や名古屋へのアクセスがもっと向上すると良いと思

います。渋谷への高速バスなど便が増えると使いやすく

なると感じます。 

前島２丁目  県外  男  ３０代  
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道路に対して車が多すぎる。又は高齢ドライバーの不

注意も多い 
南駿河台５丁目  県外  女  ４０代  

渋滞が激しいので緩和してほしい。 大洲１丁目  県外  男  １０代  

交通の便を増やす 岡部町三輪  県外  男  ２０代  

（04 道路） 

・夜、道が暗すぎる。住宅街でも真っ暗で、道も狭く何

度か車に轢かれそうになった 
青南町１丁目  県外  女  ３０代  

道路を広くして欲しい。 田沼２丁目  県外  男  ３０代  

用水路がたくさんあって危ないと思います。もう少し柵

やフタをしてもらえると安心すると思います。 
高柳１丁目  県外  女  ２０代  

車道の痛んだ所を適時直して欲しいと何度か感じた事

がある。 
高柳  焼津市  男  ２０代  

道をきれいにしてくれたら良いと思う 音羽町５丁目  焼津市  女  ４０代  

（05 公園） 

蓮華寺池公園はいい所だと思うが、交通・駐車の点で

行きづらく感じる。 
青南町４丁目  焼津市  男  ２０代  

蓮華寺池公園がきれいになったので、よかったと思いま

す。 
岡部町岡部  県内その他  女  ２０代  

駐車場のある公園を増やして欲しい 築地１丁目  浜松市  男  ３０代  

（06 福祉） 

住民の高年齢化への対応  青葉町２丁目  静岡市  男  ６０代  

山間部に住んでいる高齢者が不便なく生活が送れるよ

うに 
前島３丁目  浜松市  男  ２０代  

（08 子育て） 

公立の保育園は残してもいいと思う。 東町  焼津市  男  ２０代  

保育所の充実を望みます。特に孫が土曜日に預かっ

てもらえず困っています。 
前島２丁目  焼津市  男  ６０代  

市により子育ての助成が違うので、どこの市もいっしょな

ら良いのにっと思う 
平島  焼津市  女  ４０代  

（09 教育） 

小・中学校の学費がもう少し減るといいと思います。義

務教育。 
下藪田  県外  女  ２０代  

交通マナーが悪いし、ゴミのポイ捨ても多い（駅周辺が

気になる）。対外的な文化的な印象の向上の為にも、

教育などの分野での工夫努力を望みます。 

前島３丁目  榛原郡  女  ４０代  

大学が限られている 郡１丁目  県外  女  １０代  

（10 商業） 

Bivi にフードコートと若者向けファッションブランドを入

れるといいと思います。アニメイトをつくってください。 
西方  浜松市  女  １０代  

大きな商業施設が少なく、衣類等の買い物が不便  青南町４丁目  焼津市  男  ２０代  

大きなショッピングモールが欲しいです。 田中３丁目  県外  女  ４０代  

犬と行けるドックカフェ増やして下さい。ドックランが少な

い。 
高柳１丁目  静岡市  男  ２０代  

藤枝駅周辺にもう少し商業施設を設ければもっと良くな

り、便利になると思います。 
田沼３丁目  県外  男  ２０代  
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駅周辺がきれいになってくる一方、買い物をする所がな

いので、もっと人が集まる施設や店があったらと思いま

す！ 

青木  島田市  女  ４０代  

Bivi にもっと子どもや若い方が楽しめるものを入れれ

ば、さまざまな方がいらっしゃってくれると思います。子

どもが遊べる広場を作ってほしい（グランドゴルフでな

く・老人の方用ではなく） 

田沼１丁目  県内その他  女  ２０代  

ショッピングモールなどが近くにあると、より便利だったと

思います。駅前でよくイベントをやっていたのは良かっ

たです。 

駅前２丁目  県内その他  女  ３０代  

駅前近辺にスーパーがないので、年寄りの買い物が不

便です。車がないと不便です。 
駅前３丁目  静岡市  女  ４０代  

駅前にショッピングセンターが欲しい（日常食べる物が

安価で購入できるスーパー等）。 
下青島  県外  男  ２０代  

ファッション系が増えるといいですね。 岡部町岡部  静岡市  男  ２０代  

駅前に大型マンションが増え人口増加も見込まれる

が、買い物する場所（スーパー）がないので不便  
前島  県外  女  ５０代  

大型ショッピングモール等があれば便利だと思います 前島２丁目  県外  男  ３０代  

駅前のスーパーがない 前島３丁目  県外  男  ２０代  

お店が少ない。 郡１丁目  県外  女  １０代  

駅付近の商店などの活性化（キャバクラが多く印象悪

い） 
東町  県外  女  ２０代  

県武道館に県内からたくさんの人が来るのに、周りに帰

りに寄れる店がないのでもったいないと感じる 
緑の丘  県内その他  男  １０代  

子持坂は人が減り高齢化している。お店もないので買

い物に行く時、自動車が必要となる。 
岡部町子持坂  静岡市  男  ２０代  

（12 環境） 

街路樹の手入れが駅前を離れると悪く、日頃よりゴミの

投げ入れが多い事が残念である。 
瀬戸新屋  焼津市  女  ４０代  

大東町は藤枝の端だけど、草刈りをもっとやってほしい

です。 
大東町  焼津市  女  ２０代  

資源ごみが家にたまる一方で処分する手段が少ないの

で、休日でも持ち込みできる場所を作ってほしい。ゴミ

の日を増やしてほしい。 

下青島  静岡市  男  ２０代  

（13 自然） 

もっと自然が多いと良いと思います。（緑、花など） 高柳２丁目  焼津市  女  ４０代  

（14 文化） 

アピタの跡地に文化会館のような市民ホールをもってき

てほしい。都市の規模にしては文化施設が良くなさす

ぎる。 

高岡１丁目  静岡市  男  ３０代  

（15 スポーツ） 

スポーツで地域発展してほしい（サッカー以外で） 岡出山１丁目  浜松市  男  ２０代  

一万人程度入るサッカー専用スタジアム 五十海１丁目  県内その他  男  １０代  

サッカーのみ力が入っていて、他のスポーツで頑張って

いるのに、練習するところが少なく残念でした。 
高柳２丁目  静岡市  女  ４０代  
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サッカー大国に戻そう 岡部町三輪  県外  男  １０代  

（16 まちづくり） 

人口減を理由に都市計画からはずすのはどうか？ 時ケ谷  県外  女  ６０代  

駅北に活気があると良いと思います。 駅前１丁目  県内その他  男  ４０代  

自然がたくさんあり、イベントもいろいろ開催されていて

良かったです。暮らしやすい街でした。 
上藪田  県内その他  女  ２０代  

３年住みましたが、便利でくらしやすい街でした。 下藪田  県内その他  女  ３０代  

もっともっと子育てしやすい街にしてほしいです。そうす

れば結婚で転出した人達も、また転入となる可能性も

あると思います。 

五十海１丁目  県外  女  ２０代  

駅北：商店街がさびれシャッターがおりている店が多

い、イベントの実施等、駅南の様に実施し活性化してほ

しい。駅南：アピタ跡、ビビの活用を早く計ってくださ

い。  

兵太夫  県外  男  １０代  

サッカー関連に力を入れているイメージ。それよりは医

療・福祉・子育てに力を入れてほしい。 
大新島  県内その他  女  ３０代  

藤枝を中心とする地元の産業の発展に期待していま

す。役所という所が行きにくいイメージがあるので、誰で

も来やすい場所を提供出来る様、これからもがんばって

ください。 

- 県内その他  男  ３０代  

いつかマイホームを建てる時は藤枝市に帰ってきたい

です。住宅価格や土地の値段の関係で「住めない」選

択肢にならないといいな・・・。藤枝は高いと聞いたの

で。 

前島  島田市  女  ２０代  

住み易くて良かった 高洲  静岡市  男  ５０代  

日本一住み易い街を目指して頑張って下さい！！ 瀬古３丁目  県外  女  ３０代  

藤枝市で今まで生活してとても住みやすかった。これか

らも元気で活気がある藤枝市のまちづくりに期待してい

ます。 

大東町  県内その他  女  ３０代  

・駅前、夜になると夜の仕事の雰囲気を強く感じる。藤

枝の玄関なのだから、もう少しクリーンな印象をつけれ

るようにしたほうがいいかなと。駅前、にぎやかではなく

最初は不安でした。・生活に慣れてしまえば大体のもの

はそろうし藤枝でそろわなければ、静岡まで電車で行け

ばよいのであまり苦労せずに済みました。・夜の虫対策  

青葉町１丁目  浜松市  男  ２０代  

都市計画をもっと前面に出しても良いと思いました 青葉町１丁目  県外  男  ３０代  

新しく建てる施設が小さい。街の活性化には、もっと大

きくお金を使って欲しい。 
駅前１丁目  県外  男  ３０代  

他のまちにも住んだことがありますが、道路も整備され

ていてきれいなイメージがあります。もっと住んでいたか

ったです。 

青葉町４丁目  県内その他  女  ２０代  

駅周辺が殺風景なので大きな街路樹の並木通りがあっ

たら綺麗だと思う（・・・維持管理が大変だと思います

が） 

高柳３丁目  県外  男  ４０代  

駅周辺、特に BiVi がさびしいと感じるので、活性化を

期待しています 
青木３丁目  県外  女  ２０代  
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市内の一部のみに環境整備に税金？が投じられ全く

環境の整備が行われずにいる地域が見受けられる。道

路拡張、歩行者用の歩道も車いす、ベビーカー、シル

バーカー等が安心してすれ違える幅の整備を早急に

求める。 

青葉町１丁目  静岡市  女  ５０代  

今後も発展することを期待しています 駿河台３丁目  県外  男  ２０代  

市民のために明るい市を作ってください 高洲  県外  女  ５０代  

ショッピングモール等あれば若者も住みやすい街になる

と思います。 
助宗  県外  女  ２０代  

発展していくのもいいが、落ち着いた雰囲気も残してお

いてほしい。 
大手１丁目  県外  男  ２０代  

魅力的な企業があれば転出しない。とても良いまちだと

思う。 
大東町  県外  男  ２０代  

夫とまた戻ってきたいと思っています。その時は家族も

増えていると嬉しいので、子育てに更に良い町だと嬉し

いです。 

仮宿  静岡市  女  ３０代  

生まれ故郷の発展を祈ってます。 駿河台２丁目  県外  男  ３０代  

藤枝市はとても生活しやすいまちで、もっと長く生活し

ていたかったです。 
南新屋  浜松市  女  ２０代  

街並がキレイで住みやすかったです。 高柳１丁目  島田市  男  ３０代  

特にないです。住みやすい町でした 東町  県外  女  ２０代  

遠方への転勤のため転出となりましたが、また戻ってき

たい街です。ありがとうございました。 
高岡２丁目  県内その他  男  ３０代  

本当は・・・ずっと住みたかった場所です！住んでて良

かったです！！ 
青木３丁目  焼津市  女  ４０代  

とっても住みやすい街でした！！！ 田沼１丁目  県外  女  ２０代  

とても住み易い場所だったと感じています。また戻って

来たい所です。 
駅前２丁目  県外  男  ３０代  

（17 税金） 

住民税が高いのでもう少しやすくしてほしい 時ケ谷  県内その他  男  ４０代  

（18 窓口） 

市役所の方たちの対応が丁寧で親切でした！ 田中３丁目  県外  女  ４０代  

親切・丁寧がご対応ありがとうごさいました。 茶町４丁目  静岡市  男  ２０代  

総合受付の方の対応がとても良かったです 田沼２丁目  焼津市  女  ４０代  

時間よりも早く来てしまいましたが、対応して頂いてあり

がとうございます。 
岡部町岡部  静岡市  女  ２０代  

役所の方達が親切でとても雰囲気が良く、行き易いの

が良かったです。 
岡部町内谷  静岡市  女  ４０代  

今回の窓口待ち時間は大変短かったです。担当職員

が電話で聞きながら仕事を進めた時には一時間近く待

たされた事があり、困りました。その上、その書類も不備

があり、自宅（外国）に変更箇所の記入依頼が届き、迷

惑を受けました。 

駅前１丁目  県外  女  ６０代  

丁寧な対応ありがとうございました。 高柳  県外  女  ２０代  
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印象の悪い職員の話を耳にします。 岡出山１丁目  県外  男  ２０代  

夜間でも火葬の受付をしてほしい 稲川１丁目  静岡市  男  ２０代  

（19 情報発信） 

インフルエンザの休校情報がもっとリアルタイムで更新

されるとありがたいです。 
音羽町３丁目  静岡市  女  ３０代  

藤枝市はいいところがたくさんあるのでもっとわかりやす

く宣伝したらいいと思います。都心に限らず、関西の方

にも。 

大洲２丁目  県内その他  女  ３０代  

（99 その他） 

仕事がない 高柳  県外  男  ３０代  

藤枝サイコー!! 大洲１丁目  牧之原市  男  ３０代  

蓮華寺池周辺はとてもよいです。 西方  浜松市  女  １０代  

お世話になりました。ありがとうございました。 青木２丁目  県外  男  ２０代  

ステキな街でした。ありがとうございました♪ 南駿河台４丁目  県外  男  ４０代  

ありがとうございました。 瀬戸新屋  県内その他  男  ３０代  

公園の花の道？のギネスの企画が継続的なものでなく

てびっくりした。 
青南町４丁目  焼津市  男  ２０代  

北村市長がとても良い印象でした。これからも藤枝をよ

ろしくお願い致します！ 
音羽町１丁目  県外  女  ２０代  

藤枝市主催の若者向けのイベントが少ない。 小石川町１丁目  県外  女  ２０代  

「藤枝は得がない」と他の市の人から良く言われます。 花倉  島田市  女  ３０代  

インフラ設備 駅前１丁目  静岡市  男  ４０代  

けっこう良い所だと思います。 高柳  県外  男  １０代  

花火大会をもっと盛大に楽しませてほしい 志太２丁目  県外  男  ３０代  

市役所が駅から離れている。 田沼２丁目  県外  男  ３０代  

殺風景。 田沼３丁目  県外  男  １０代  

お世話になりました。 高洲１丁目  静岡市  女  ２０代  

特にありません。長い間ありがとうございました。 岡部町岡部  県内その他  男  ５０代  

県の武道館と市の武道館（体育館）が近在しており、維

持管理の面でどちらかにまとめた方が良いと思います 
駅前１丁目  県外  男  ４０代  

駅前のライトアップにはとても感動しています。藤の花を

もっと育ててみてはいかがですか？ 
前島  県外  女  １０代  

職場が少ない。 郡１丁目  県外  女  １０代  

冬季の駅前のイルミネーションは、もう少しセンスの良い

ものにしてほしい 
駿河台１丁目  県外  女  ２０代  

今が一番いい 岡部町三輪  県外  男  １０代  

 


