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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、平成 30 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 

平成 30 年度の人口動態は、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、社会動態は転入超過が続いていたが、平成 30 年度は転入 4,528

人に対し転出 4,843 人と転出超過に転じた。 

前年度との比較では、自然動態は、出生数が 12 人、死亡数は 26 人それぞれ減少

し、前年よりマイナス幅は縮小した。一方、社会動態は、転入が 68 人減少、転出が

361 人増加し、前年と比較して－429 人となった。 

なお、社会動態の転出超過状況を年代別で見ると、平成 29 年度は 10 代・20 代の

みであったのが、平成 30 年度は 9 歳までの子供と 50 代以外は転出超過となり、全

体として-315 人となった。中でも、30 代・40 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。 

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  

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 

H26 146,427 346 -316 -32 4,899 4,553 1,091 1,407 -62 

 

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

転入  502 415 1,562 960 469 289 166 165 4,528 

転出  450 477 1,650 1,071 564 271 183 177 4,843 

差  52 -62 -88 -111 -95 18 -17 -12 -315 

 

３． アンケートの実施状況 

平成 30 年度は、転入者 4,528 人から 1,539 件、転出者 4,843 人から 773 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。 

 

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 55.0％、女性が 45.0％であった。 

職業の内訳は 58.1％が会社員、年齢構成は 20 代が 41.0％、30 代が 26.5％で、若
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者世代が全体の 67.5％を占めている。家族構成は一人世帯が全体の 61.5％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 29 年度とほ

ぼ同じ傾向である。 

性別  男性  女性  

人数  845 691 
 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  889 60 124 49 301 107 
 

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

人数  26 629 406 215 140 76 41 

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%

【転入者の年齢別割合】

 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  923 240 218 25 96 

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%【転入者の家族構成別割合】

 

 

② 前居住地の状況 

転入者の前住地は、60.1％が県内他市町、39.9％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 39.4％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。 

【H29 年齢別割合】 

10 代   3.1％ 

20 代   41.3％  

30 代   28.7％ 

40 代   13.9％ 

50 代   7.4％ 

60 代   4.3％ 

70 代以上 1.3％ 

【H29 家族構成別割合】 

一人     62.6％ 

夫婦のみ   18.2％ 

夫婦と子ども 12.5％ 

三世代    1.0％ 

その他    5.6％ 
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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  265 68 108 234 29 49 172 613 

 

③ 転入先の状況 

転入先については、青島地区が全体の 44.5％を占め、次いで高洲地区が 20.9％、

藤枝地区が 10.6%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 29 年度と比較すると、青島地区への転入は 2.1 ポイントの減少、高洲地区へ

の転入は 0.3 ポイントの増加、藤枝地区への転入は 1.9 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  7 21 91 80 55 151 633 298 33 54 

 

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%

【転入者の転入先地区別割合】

 

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 70.2％、夫婦のみの世帯では 65.0％、夫婦と子どもの世帯では 53.0％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。 

※グラフ表示は割合順 

【H29 前住地別割合】 

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％ 

【H29 転入先地区別割合】 

 青島   46.6％ 

高洲   20.6％ 

藤枝   8.7％ 

葉梨   7.1％ 

広幡   5.8％ 

西益津  3.7％ 

岡部   3.6％ 

大洲   2.0％ 

稲葉   1.3％ 

瀬戸谷  0.6％ 

※グラフ表示は割合順 
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平成 29 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、夫婦のみの世帯で青島地区への転入の割合が上昇し、夫婦と

子どもの世帯では、青島市区への転入の割合が大きく減少した。 

 平成 30 年度  平成 29 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  49.7％  20.5％  5.1％  24.7％  49.9％  20.3％  5.2％  24.7％  

夫婦のみ  42.9％  22.1％  7.5％  27.5％  37.8％  19.3％  10.4％  32.6％  

夫婦と子ども 31.3％  21.7％  9.1％  37.9％  45.2％  22.8％  6.6％  25.4％  

   

 

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 37.4%を占め、続いて

「結婚」によるものが 12.8%、「住宅の都合」によるものが 11.5%であった。 

平成 29 年度と比較すると、「就職・転勤」によるものが 4.7 ポイントの減少、「結

婚」によるものが 0.3 ポイントの増加、「住宅の都合」によるものが 0.2 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  597 29 77 205 41 56 

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  10 184 119 82 8 188 

 

【H29 転入理由別割合】 

 就職・転勤 42.1％ 

 結婚    12.5％ 

住宅の都合 11.7％ 
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年度 平成 30 年度 平成 29 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  44.3% 18.3% 5.7% 31.7% 51.6％  14.8％  4.6％  29.0％  

30 代～40 代  33.8% 11.6% 15.3% 39.3% 38.0％  13.9％  14.9％  33.2％  

50 代以上  28.5% 1.9% 17.1% 52.5% 24.4％  0.6％  25.0％  50.0％  

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 29 年度と比較すると、「就職・転勤」は 10 代～20 代で 7.3 ポイントの減少、

30 代～40 代で 4.2 ポイントの減少、50 代以上で 4.1 ポイントの増加となった。「結

婚」は 10 代～20 代で 3.5 ポイントの増加、30 代～40 代は 2.3 ポイントの減少とな

った。「住宅の都合」は、10 代～20 代で 1.1 ポイントの増加、30 代～40 代で 0.4 ポ

イントの増加、50 代以上では 7.9 ポイント減少した。  

【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 430 18.5 子育てに適している 65 2.8 

親・子ども・友人が近くにいる 301 12.9 治安がよい 52 2.2 

交通の便がよい 255 11.0 元気・活気がある 51 2.2 

実家に戻る 246 10.6 街並みが美しい 49 2.1 

買い物が便利 184 7.9 教育や文化的な環境がよい 48 2.1 

自然環境や景色がよい 152 6.5 医療や福祉の環境がよい 34 1.5 

住宅価格や家賃が手頃である 147 6.3 情報誌等を見て住みたいと感じた 13 0.6 

地震や津波など災害の心配がない 134 5.8 その他 166 7.1 
 

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 18.5％、続い

て「親・子ども・友人が近くにいる」が 12.9％、「交通の便がよい」が 11.0％、「実家

に戻る」が 10.6％で、この４項目で全体の 53.0%を占めた。 

次いで、「買い物が便利」が 7.9％、「自然環境や景色がよい」が 6.5％、「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 5.8％、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。 

 



- 7 - 

 

⑥ 勤務先の状況 

  平成 30 年度から新たに勤務先の所在地についての質問項目を設けた。 

勤務先の所在地については、藤枝市が全体の 38.8％を占め、次いで静岡市が 20.0％、

次いで焼津市が 14.0％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 36.5％、静岡市が 9.5％、

焼津市が 9.2％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 18.8％、静岡市が 22.7％、

焼津市が 9.2％となっている。 

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  372 192 134 80 46 42 51 43 

 

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%

【勤務先所在地別割合】

 

⑦ 転入者の自由意見 

平成 30 年度は、転入者アンケート回答数 1,539 件のうち 322 人から 364 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 29 年度と比較した。 

（単位 ％）  

項目 H30 H29 項目 H30 H29 項目 H30 H29 

01 防災 0.8 0.7 08 子育て 12.4 12.4 15 スポーツ 2.7 1.5 

02 治安 2.2 2.5 09 教育 1.6 0 16 まちづくり 10.7 17.8 

03 交通 12.4 12.4 10 商業 8.8 11.3 17 税金 0.8 2.2 

04 道路 5.2 6.2 11 農業 0 0 18 窓口 6.3 6.5 

05 公園 2.2 0.4 12 環境 9.6 9.1 19 情報発信 3.0 2.2 

06 福祉 2.7 1.5 13 自然 0.8 1.5 20 その他 15.4 8.7 

07 医療 1.6 1.1 14 文化 0.5 2.2 合計（件数） 364 275 
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この結果、平成 30 年度に最も多かったのは「交通」及び「子育て」関するもので、

12.4％（45 件）、次いで「まちづくり」に関するものが 10.7％（39 件）であった。 

「交通」・「子育て」に関する意見の割合は、平成 29 年度と同じ割合となった。「交

通」に関する意見の内容は、渋滞の解消や公共交通機関の充実を望む意見がこれまで

と同様に多かった。「子育て」に関しても、子ども医療費の無料化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多いが、どのよ

うな支援策を求めてるいるのか、より詳細なニーズの把握が必要と思われる。 

前年度最多であった「まちづくり」に関する意見の割合は、平成 29 年度と比較する

と 7.1 ポイント減少したが、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。 

「環境」に関する意見の割合は、平成 29 年度と比較すると 0.5 ポイント増加してい

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項

目である。 

「商業」に関する意見の割合は、平成 29 年度と比較すると 2.5 ポイント減少してい

るが、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依然として多かった。 

【 項目別意見件数 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 ３件 ハザードマップの配布（１件） ワークショップやイベントの開催（１件） 

02 治安 ８件 街灯の設置（４件） 歩道の明るさ確保（２件） など 

03 交通 ４５件 渋滞の緩和・解消（１９件） 公共交通の充実（１８件） など 

04 道路 １９件 道路の整備（１０件） 自転車道の整備（２件） など  

05 公園 ８件 公園の増設（３件） など  

06 福祉 １０件 母子に対する支援（２件） 高齢者支援（５件） など 

07 医療 ６件 医療施設の充実（４件） など 

08 子育て ４５件 子ども医療費の無償化（１８件） 子育て支援・環境の充実（１４件）など 

09 教育 ６件 学校へのエアコン整備（２件） 講座開催・施設整備（３件）など 

10 商業 ３２件 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ・ｽｰﾊﾟｰの誘致（１８件） 商店街の活性化（３件） など 

11 農業 ０件 － 

12 環境 ３５件 ゴミの分別（１５件） ｺﾞﾐ収集日増設（４件） など 

13 自然 ３件 自然環境の保全（３件） 

14 文化 ２件 図書館の充実（１件） コンサートホールの建設（１件） 

15 スポーツ １０件 スタジアムの建設（２件） 体育館の個人利用（１件） など 

16 まちづくり ３９件 駅周辺の活性化（８件） 子育てしやすいまちづくり（３件） など 

17 税金 ３件 税の軽減（３件） 

18 窓口 ２３件 窓口対応への感謝・好印象（１０件）土日夜間の対応要望（４件）など 

19 情報発信 １１件 発信の強化・充実（４件） 必要な情報の広報掲載（１件） など 

20 その他 ５６件 転入者への助成・サポート（２件） 電子化の要望（１件） など 
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【 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前年度と同様に多かった。 

公共交通の問題は多くの都市が抱えており、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が、近年はスマートフォンを活用した公共交通システムの

開発など、新たな局面を迎えつつある。しかし、新システムへの移行は容易でない

ため、当面の問題をどう解決していくかが大きな課題である。 

 

〔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。この他の具体的な意見としては、保育園の待機児

童や子ども手当に関する意見も見受けられた。 

 

〔まちづくりに関する意見〕 

  意見の中には「開発」「活気」「安心」などのキーワードが共通して見受けられた

が、まちづくりに関する意見は多種多様であり、「住みやすいまち」に求める要素は

価値観による。開発と保全、地域間のバランスなど調和あるまちづくりが求められ

ると考える。  

 

〔環境に関する意見〕 

環境に関する意見では、ゴミの分別の簡易化に関する意見が最も多かった。ゴミ

の分別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

なると考えられるが、資源循環型のまちづくり推進への理解のため、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店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。駅南の大型店撤退後の動きにも

進展が見られているため、駅周辺の今後の活性化に期待したい。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的であろう。 
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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 52.7％、女性が 47.3％であった。 

職業の内訳は 58.2％が会社員、次いで公務員が 9.0％であった。年齢構成につい

ては、20 代が 39.4％で最も多く、次いで 30 代が 27.5％となっており、20 代・30

代の若い世代が全体の 66.9％を占めている。 

家族構成では、一人世帯の転出が全体の 75.5％を占め、一人世帯の転入者の割合

（61.5％）を大きく上回っている。 

 

性別  男性  女性  

人数  405 364 
 

職業  会社員  自営業  公務員  学生  無職  その他  

人数  446 23 69 66 108 54 
 

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

人数  52 301 210 98 57 33 12 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

構成  一人  夫婦のみ  夫婦と子ども  三世代  その他  

人数  574 67 85 7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H29 年齢別割合】 

10 代   8.1％ 

20 代   46.5％  

30 代   25.0％ 

40 代   10.7％ 

50 代   5.2％ 

60 代   3.5％ 

70 代以上 1.1％ 

【H29 家族構成別割合】 

一人     78.4％ 

夫婦のみ   7.9％ 

夫婦と子ども 7.7％ 

三世代    1.1％ 

その他    4.9-  
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② 転出先の状況 

転出者の転出先は、60.5％が県内他市町、39.5％が県外である。 

近隣の静岡市・焼津市・島田市への転出は 39.3％となっており、平成 29 年度に比

べると 1.5 ポイント増加した。また、県外転出は 1.1 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  133 41 57 112 7 15 100 304 

 

 

 

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 45.3％を占め、次いで高洲地区が 16.9％、

藤枝地区が 10.0％、葉梨地区が 7.7％となっている。平成 29 年度と比較すると、青

島地区からの転出が 6.5 ポイント増加、高洲地区は 1.0 ポイントの増加、藤枝地区

は 1.3 ポイントの減少、葉梨地区は 0.4 ポイントの増加となった。また、岡部地区

からの転出は 5.8 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  6 12 58 41 36 75 340 127 29 27 

 

  

【H29 転出先別割合】 

県外     40.6％ 

静岡市    16.6％ 

県内その他  12.5％ 

焼津市    15.1％ 

島田市    6.1％ 

浜松市    5.2％ 

榛原郡    1.6％ 

牧之原市   1.6％ 

【H29 前住地区別割合】 

 青島   38.8％ 

高洲   15.9％ 

藤枝   11.3％ 

葉梨   7.3％ 

広幡   6.2％ 

西益津  5.1％ 

岡部   9.4％ 

大洲   4.4％ 

稲葉   1.1％ 

瀬戸谷  0.5％ 

※グラフ表示は割合順 

※グラフ表示は割合順 
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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 41.7％を占め、

次いで「結婚」によるものが 18.3％、「住宅の都合」によるものが 8.5％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 344 37 46 151 13 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 3 70 25 47 1 72 

就職・転勤
41.7%

進学
7.3%

退職
5.6%

結婚
18.3%親などの介護

1.6%

子育て
1.9%

施設へ

入所
0.4%

住宅の

都合
8.5%

周囲の

生活環境
3.0%

家族からの独立
5.7%

災害
0.1%

その他
8.7%

【転出理由別割合】

 

 平成 30 年度  平成 29 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  42.5％  20.3％  4.0％  33.2％  47.0％  22.0％  4.0％  27.0％  

30 代～40 代  44.3％  21.0％  11.1％  23.6％  38.4％  23.9％  14.5％  23.3％  

50 代以上  29.9％  3.7％  15.9％  50.5％  31.0％  6.9％  17.2％  44.8％  

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。 

【転出の契機別割合】 

 

【H29 転出理由別割合】 

 就職・転勤 42.2％ 

 結婚    21.2％ 

住宅の都合 9.1％ 
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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  245 14.1 住宅価格や家賃が手頃である  81 4.6 

自然環境や景色がよい  242 13.9 教育や文化的な環境がよい  62 3.6 

買い物が便利  225 12.9 医療や福祉の環境がよい  56 3.2 

親・子ども・友人が近くにいる  198 11.4 元気・活気がある  48 2.8 

交通の便がよい  181 10.4 街並みが美しい  44 2.5 

職場や学校が近くにある  129 7.4 情報誌等を見て住みたいと感じた  5 0.3 

地震や津波など災害の心配がない  116 6.7 その他  25 1.4 

子育てに適している  85 4.9  

藤枝市の魅力で最も多かったのは、「治安がよい」で 14.1％、次いで「自然環境や景

色がよい」が 13.9％、「買い物が便利」が 12.9％「親・子ども・友人が近くにいる」

が 11.4％、「交通の便がよい」が 10.4％で、この５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。 

「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、意見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  198 26.1 元気・活気がない  31 4.1 

買い物が不便  125 16.5 医療や福祉の環境が悪い  27 3.6 

地震や津波など災害の心配  67 8.8 治安が悪い  21 2.8 

住宅価格や家賃が高い  62 8.2 街並みが美しくない  13 1.7 

子育てに適していない  52 6.9 自然環境や景色が悪い  7 0.9 

教育や文化的な環境が悪い 35 4.6 情報誌等を見て住みたいと感じない 6 0.8 

職場や学校が近くにない  34 4.5 その他  80 10.6 

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する

項目を設けている。 

最も多かったのは「交通が不便」で全体の 26.1％、次いで「買い物が不便」が 16.5％、

「地震や津波など災害が心配」が 8.8％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  60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

稲葉  36.8% 21.1% 5.3% 5.3% 0.0% 5.3% 26.3% 

葉梨  32.7% 14.5% 9.1% 5.5% 5.5% 0.0% 32.7% 

広幡  27.5% 12.5% 10.0% 7.5% 7.5% 5.0% 30.0% 

西益津  26.1% 15.2% 6.5% 6.5% 4.3% 4.3% 37.0% 

藤枝  23.1% 10.3% 12.8% 10.3% 10.3% 9.0% 24.4% 

青島  22.4% 16.4% 7.8% 10.1% 3.6% 7.5% 32.2% 

高洲  27.7% 12.9% 10.9% 5.9% 1.0% 8.9% 32.7% 

大洲  19.4% 25.8% 12.9% 9.7% 3.2% 16.1% 12.9% 

岡部  51.9% 33.3% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 

全体  26.1% 16.1% 8.8% 8.3% 4.1% 6.9% 29.7% 
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「交通が不便」は、瀬戸谷地区、岡部地区で選択率が高く、５割を超える方が交通

の不便を感じていた。また、大洲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」も、瀬戸谷地区、岡部地区では他の地区と比較して選択率が高い。

また、藤枝地区、大洲地区を除く地区で「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、藤枝地区と青島地区で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 

平成 30 年度はアンケートに回答いただいた 773 人のうち 105 人から 107 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 29 年度と比較した。 

（単位 ％）  

項目 H30 H29 項目 H30 H29 項目 H30 H29 

01 防災 0 0 08 子育て 5.6 2.2 15 スポーツ 4.7 3.0 

02 治安 2.8 2.2 09 教育 0 2.2 16 まちづくり 16.8 24.6 

03 交通 8.4 15.7 10 商業 11.2 13.4 17 税金 0.9 0.7 

04 道路 3.7 3.7 11 農業 0 0 18 窓口 5.6 6.7 

05 公園 0.9 2.2 12 環境 0.9 2.2 19 情報発信 5.6 1.5 

06 福祉 1.9 1.5 13 自然 0.9 0.7 20 その他 25.2 16.4 

07 医療 0.9 0 14 文化 3.7 0.7 合計（件数） 107 134 

この結果、平成 30 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

16.8％（18 件）、続いて「商業」に関するものが 11.2％（12 件）、「交通」に関するも

のが 8.4％（9 件）であった。 

平成 29 年度と比較すると、上位３項目の全体に占める割合は減少している。一方

で、「情報発信」、「子育て」、「文化」の項目は、前年度より３ポイント以上増加した。 
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【 項目別意見件数 】 

項目 件数 内訳 

01 防災 ０件 ― 

02 治安 ３件 駅前の客引きを無くしてほしい（１件） 安全への支援要望（１件）など 

03 交通 ９件 公共交通の充実・課題（５件） 道路の混雑（４件）  

04 道路 ４件 道路が狭い（１件） 道路整備（１件） ﾊﾞｲﾊﾟｽ片側２車線化（１件）など 

05 公園 １件 駐車場のある公園の増設（１件） 

06 福祉 ２件 高齢者支援（１件） 独居者への対応（１件） など 

07 医療 １件 医師の増加・総合病院の混雑緩和（１件） 

08 子育て ６件 子育て環境の充実（２件） 学区編成の見直し（１件） など 

09 教育 ０件 ― 

10 商業 １２件 商業施設の充実（９件）など 

11 農業 ０件 ― 

12 環境 １件 ゴミ分別の簡易化（１件） 

13 自然 １件 自然環境の保全（１件） 

14 文化 ４件 文化施設・催事の充実（３件） など  

15 スポーツ ５件 スポーツ振興（１件） 健康づくり（１件） など 

16 まちづくり １８件 発展・活性化への期待（７件） 山間部などの整備（２件） など   

17 税金 １件 税金の適正使用（１件） 

18 窓口 ６件 手続きのネット化（１件） 対応への感謝・不満（３件） など 

19 情報発信 ６件 情報発信の不備（３件） イベント情報の充実（１件） など 

20 その他 ２７件 住みやすい街（８件） 感謝（５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、駅周辺の開発や活性化の意見がある一方で、山間部

や駅から離れた地区の整備を望む意見もあった。望むまちの姿としては、「穏やかな

街」「大らかな感じの町」「豊かで活気のある街並み」などが意見の中で見受けられた。 

 

 〔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の商業施設の充実を

求める声のほか、買い物だけでなく、子どもや若者が集える場所を望む声が見受け

られた。 
 

〔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と道路の渋滞解消を求

める意見が多く見られた。 
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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 4,528 人中、静岡・焼津・島田の近隣 3 市からの転入は、

1,685 人（37.2％）で、平成 29 年度に比べ 0.4 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、1,009 人（22.3％）で、平成 29 年度に比べ 1.7 ポイン

ト減少した。また、県外からの転入者は、1,834 人（40.5％）で、平成 29 年度に比

べ、2.1 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 139 人（21.3％）、「結

婚」が 125 人（19.2％）、「就職・転勤」が 106 人（16.3％）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 347 人（55.3％）、「退職」

が 53 人（8.4％）、「結婚」が 44 人（7.0％）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 49 人（27.5％）で最も多く、次いで、「就職・転勤」が 44 人（24.7％）、「子育て」

が 28 人（15.7％）であった。 

一人世帯の転入のきっかけは、「就職・転勤」が 443 人（48.6％）で最も多く、次

いで「結婚」が 98 人（10.7％）、「家族からの独立」が 68 人（7.5％）であった。「就

職・転勤」がきっかけとなった方の 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 62.5％が近隣３市からの転入であり、青島地区への

転入が 37.5％で最多であった。 

転出については、転出者 4,843 人中、静岡・焼津・島田の近隣 3 市への転出は、 

1,855 人（38.3％）で、平成 29 年度に比べ 1.9 ポイント増加した。 

一方、近隣３市を除く県内への転出者は、905 人（18.7％）で、平成 29 年度に 

比べ 1.7 ポイントの減少、また、県外への転出者は、2,083 人（43.0％）で、平成 

29 年度に比べ 0.2 ポイント減少した。 

  県外への転出のきっかけは、「就職・転勤」が 215 人（67.8％）で最も多く、次い

で「進学」が 30 人（9.5％）、「退職」が 22 人（6.9％）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 100 人（30.1％）で最も多く、

次いで「住宅の都合」が 63 人（19.0％）、「就職・転勤」が 48 人（14.5％）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 20 人

（37.7％）で最も多く、次いで「就職・転勤」が 18 人（34.0％）、「子育て」が 5 人

（9.4％）であった。 

一人世帯の転出のきっかけは、「就職・転勤」が 272 人（47.4％）で最も多く、次

いで「結婚」が 132 人（23.0％）、「家族からの独立」が 38 人（6.6％）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」、

「家族からの独立」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」や「家族からの独立」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多く寄せ

られた。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４割を超えており、これまでのアン

ケートでも多くの意見が寄せられている。  

  「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、「まちづくり」イコール「開発」というイメージが影響

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、単

なるハード整備によるまちづくりではなく、住民の暮しやすさを追求した魅力ある

まちづくりに期待したい。  

  「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、生活の利便性と共に活気を求めていることがわかる。どのような店

舗が出店するかによって街の雰囲気も大きく変わることから、どのようなまちづく

りをしていくのかという方向性も大きく関わってくるものと考える。 

 

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】 

 ・各種ハザードマップがほしいです。 

   （県内から高柳に転入 50 代男性） 

 

【治安】 

 ・最近良いニュースを聞かないので治安をよくしてもらいたい。 

   （静岡市から高岡に転入 40 代男性） 

 ・街灯が少ない道が多いのでもっと増えると安心です。 

   （稲川から県外へ転出 20 代女性） 

 

【交通】 

 ・交通の便が悪いので対応を考えてほしいです。車に乗らなくてもいい地域か

ら引っ越してきたので、なおさら不便に感じます。高齢ドライバーに免許返

納を求めても、このような状況では車なしで生活できず、高齢化社会に対応

できないと思います。 

   （県外から志太に転入 30 代男性） 

 ・渋滞する道路が多い気がします。道路が広くなって欲しいです。 

   （浜松市から高柳に転入 20 代女性） 

 ・私が免許を持っていないので市民バスの本数をふやしてほしい。 

   （青南町から浜松市へ転出 60 代女性） 

 

【道路】 

   ・車で走っていると道路の状態が良くない所が多いと思います。 

     （県外から音羽町に転入 40 代男性） 
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   ・国１バイパスを片側２車線にして静岡への利便性向上を図ってもらいたい。 

     （東町から島田市へ転出 30 代女性） 

 

 【公園】 

   ・子供が遊べるインドアの公園があると嬉しいです。蓮華寺池のものは人気で

混むと聞きました。駅南にあるといいなと思います。 

     （県外から高岡に転入 30 代男性） 

   ・駐車場のある公園が増えてくれると良いです。 

     （上青島から島田市へ転出 30 代女性） 

 

 【福祉】 

   ・親が一人住まいの為心配です。年寄りが安心して普通に（不便なく）生活で

きるようお願い致します。 

     （島田市から南新屋に転入 70 代以上男性） 

   ・年寄りばかりになっていると感じることが多かった。彼らに対しての策とい

うものが本当に不足していると感じます。交通便・買い物等。まあ日本はす

べてこんなもんなんでしょうが。 

     （高岡から県外へ転出 50 代女性） 

 

【医療】 

・市民が健康で生活できるように、検診・予防・促進・設備施設維持に税金を

使ってください。 

（島田市から高岡に転入 40 代女性） 

   ・医師の増加。総合病院の混雑緩和 

     （高柳から県内その他へ転出 20 代男性） 

 

【子育て】 

・もっともっと子育て支援に力を入れてほしい。０歳児の医療費を無料にした

り支援センターや保育園を増やしｲﾍﾞﾝﾄがたくさんあると良いと思いました。   

（静岡市から藤岡に転入 30 代女性） 

・学区編成を考え直してもらいたい。小さい子供を約１時間かけて徒歩で通学

させる事は大変心配である。 

（時ヶ谷から焼津市へ転出 40 代男性） 

 

 【教育】 

   ・図書館の閉館時間が他の市町村に比べて遅い時間まで空いていることに驚き

ました。子供たちの読書の習慣がつくような体制にして、地頭の良い、柔軟

な発想をもつ子供たちが育っていく「街」にして欲しいと思います。期待し

ています。 

     （県外から駅前に転入 30 代女性） 

 

 【商業】 

   ・イオン他の大型ショッピングセンターがあると嬉しい。３人子供がいるので、

２人、３人と子供をうむと受けられるサービスがもっとあると嬉しいです。 

     （県外から志太に転入 30 代女性） 
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   ・駅前にデパートが欲しい。スーパー併設。何かプレゼントを買おうとなると

やっぱり静岡へ行こうとなるので。 

     （駅前から県外へ転出 30 代女性） 

 

【環境】 

・浜松市では町毎に「かみのえき」というダンボール、新聞紙、雑誌や紙をい

つでも自由に捨てられる場所があり、とても便利でした。藤枝にもあれば良

いなと思いました。 

（浜松市から南新屋に転入 50 代女性） 

・ごみの分別がもっと簡易になれば良い。 

（志太から県内その他へ転出 20 代男性） 
 
 【自然】 
   ・ずっと自然が残る素敵なままであってほしいです。これからよろしくお願い 

します！ 
 （焼津市から岡部町に転入 60 代男性） 

   ・藤枝市の自然、農業環境が保たれていくことを望みます。よろしくお願いし
ます。 

     （助宗から県外へ転出 30 代女性） 
 

【文化】 

・コンサートホールを創って頂きたい。 

（島田市から田沼に転入 40 代男性） 

・文化施設の充実（新しいﾎｰﾙ）現在の市民会館は駐車場が少なく座席数も少な

い。コンサート等開催する際には大多数の団体が市外施設を利用しています。 

（与左衛門から焼津市へ転出 50 代女性） 

 

 【スポーツ】 

   ・県外で暮らすことが多い中で、故郷はどこかと聞かれると藤枝がサッカーの

町として認知度が高いことを非常に感じています。もっともっと子供達にむ

けたサッカーのイベントを近隣市町村も対象として開くことで、未来の藤枝

出身サッカー選手を育てて欲しいです。 
   （県外から田沼に転入 30 代女性） 
 ・サッカー以外のスポーツにもスポットライトをあびさせてほしいです。 
   （高柳から県外へ転出 40 代女性） 
 

【まちづくり】 

  ・駅南開発がいまいちおかしく感じる。人が住むために必要なものが減ってお

り、あれでは高齢者にとって生活しにくい№１になっている。若い～年より

までが誰でも安心で便利に生活できる市であってほしく思います。 

    （県外から高岡に転入 50 代女性） 

・同世代や若者が藤枝に残りたいと思う街になってほしい。幼稚園や保育園、

小中高の教育をもっとよくしてほしい。 

  （光洋台から県外へ転出 10 代男性） 

 

【税金】 

  ・住民税が高いと思う。 

    （静岡市から高柳に転入 20 代女性） 
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  ・税金を適正に使ってください。 

    （藤岡から県外へ転出 30 代女性） 

 

【窓口】 

  ・職場が通勤圏内だったため、今回転入させて頂きました。窓口の案内が   

スムーズで市民の気持ちに立って接客をしていることが分かりました。 

    （静岡市から新南新屋に転入 30 代男性） 

・手続きをネットでできるようにしてください。 

（田沼から焼津市へ転出 30 代男性） 

 

 【情報発信】 

   ・住所限定のコミュニケーションイベントとかご案内パンフとかほしいいなと

思いました。病院とか医療の情報が慣れずに探すのにとても苦戦しています。 

     （県外から天王町に転入 10 代男性） 

   ・藤枝市に限らず静岡県全体で観光に対するアピールが下手だと思う。良い場

所があるのでもったいない。 

     （音羽町から県外へ転出 40 代男性） 

 

 【その他】 

・親切な方が多く藤枝が好きになりました。市役所と同じくらい駅周辺なども

藤の花のモチーフの物や藤色、お花が多くなるとうれしいです。 

（浜松市から高洲に転入 20 代女性） 

   ・水道料金をクレジットカードや他の銀行からでも払えるようにして欲しい。 

     （牧之原市から田沼に転入 30 代男性） 

・転勤で全国行っているが今までで一番住みやすかった。 

     （駅前から県外へ転出 30 代女性） 

・今回残念ながら転出となりますが、藤枝は住みよい所だと思っているので、   

益々発展してほしいと思います。 

     （志太から島田市へ転出 40 代男性） 

 

７．さいごに 

人口減少・少子高齢化の時代を迎え、転入超過が続いていた本市も平成 30 年度末は

転出超過となった。人口問題は、労働環境や経済活動などに大きな影響をもたらし、

今後社会構造が大きな変革期を迎えるとも言われている。これらの社会問題と市政運

営は密接に関連しており、人口問題は自治体にとって重要課題である。市民が安心し

て暮らしていけるまちを築くためには、本市においても人口対策は必須である。 

アンケートに寄せられた意見は、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。 

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） 

各種ハザードマップがほしいです。 県内その他  高柳２丁目  男  ５０代  

防災減災のワークショップ→ＨＵＧかペット避難ゲーム、

実際の避難場所で宿泊（リハーサル）など生き残り続ける

ためのイベント 

静岡市  南新屋  女  ３０代  

防災に力を入れてほしい 県外  稲川１丁目  男  ６０代  

（02 治安） 

最近良いニュースを聞かないので治安をよくしてもらいた

い。 
静岡市  高岡１丁目  男  ４０代  

歩道が暗い  県外  本町１丁目  男  ５０代  

もう少し家の周りの街灯がほしいです。 静岡市  駅前３丁目  女  ３０代  

街灯が少ない場所がある 県外  駅前１丁目  男  ２０代  

街灯が少なく、夜に徒歩や自転車での移動が不安  県外  小石川町３丁目  女  ２０代  

夜の歩道がもう少し明るいと嬉しいです。 県外  前島１丁目  女  ２０代  

街灯をもう少し増やしてほしい。家の周りが暗く、怖いの

で。 
県外  茶町１丁目  女  ３０代  

街灯が少ないので暗い。 静岡市  小石川町１丁目  男  ４０代  

（03 交通） 

バイパス・旧国の渋滞解消  県内その他  岡出山１丁目  男  ２０代  

バスなどの公共交通機関をもう少し便利に使えるようにし

てほしい。 
県内その他  平島  男  ２０代  

スターバックス横の緑の道で藤中生と東高生がよくぶつ

かりあぶないのでどちらかの生徒は通行禁止にしたほう

がよい。 

県内その他  五十海１丁目  男  １０代  

渋滞の解消  県内その他  緑町１丁目  男  ２０代  

田沼街道渋滞緩和  県内その他  大東町  男  ５０代  

朝の交通渋滞対策を行ってほしい。 県外  前島３丁目  男  ４０代  

電車とバスの本数を増やしてほしい。 県外  前島２丁目  女  ２０代  

藤枝から焼津にバスをとおしてもらいたい。電車とどっち

がやすいだろうか。 
焼津市  瀬戸新屋  女  ４０代  

車の流れがとても悪い。 県外  水守  女  ５０代  

交通の便がわるいことは何らかの形で改善されることを期

待しています。 
県内その他  築地  男  ２０代  

交通の便をよくしてほしい 県外  仮宿  女  ４０代  

右折矢印の出る信号を増やしてほしい。 焼津市  築地  男  ２０代  

道が混む 県内その他  田沼４丁目  男  ２０代  

瀬戸谷方面にバスを増やしてほしい。 県外  本郷  女  ３０代  
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交通機関の充実。バス、電車の間隔を短く。 県外  本町１丁目  男  ５０代  

駿河台からのバスの本数を増やしてほしい 静岡市  駿河台２丁目  男  ２０代  

バス路線の拡充  空港バス路線の増便  静岡市  本町３丁目  男  ６０代  

通勤ラッシュ時の大井川の交通のスムーズさに今後期待

しております。橋の新設、信号の時間等です。 
県外  田沼３丁目  男  ２０代  

田沼街道の渋滞整備  静岡市  高洲  男  ６０代  

バスの便数が少ないように思います。増便を希望します。 県内その他  高柳４丁目  男  ３０代  

道路が混むので、渋滞緩和されるとうれしい。 島田市  高岡３丁目  女  ３０代  

よく渋滞するのでそれを改善してほしいです。でもとても

住みやすいまちだと思います。 
静岡市  前島２丁目  女  ２０代  

交通渋滞が解消されること 浜松市  岡部町子持坂  男  ５０代  

道路の渋滞を減らしてほしい。 県内その他  兵太夫  女  ３０代  

渋滞の解消、幹線道路へもっと出やすい道がほしい、シ

ョッピングモール（東の方に） 
静岡市  清里１丁目  男  ４０代  

市役所行きのバスがもう少し便数があるとありがたいで

す。 
県外  田沼１丁目  女  ３０代  

新幹線へのアクセス強化  浜松市  駅前３丁目  男  ２０代  

土日のバス営業を延長できればいいなと思います。バイ

トのため帰宅が遅くなることが多いのですから。 
静岡市  駿河台２丁目  男  ２０代  

西焼津駅からのバス本数を多く  県外  本町１丁目  男  ５０代  

藤枝駅南口から出発する路線バスの本数を増やして欲

しい。例えるなら１時間に３～４本程度  
県外  大東町  男  ３０代  

交通機関をもう少しバスなど増やしてほしい。 県内その他  上藪田  女  ２０代  

交通量が多いので、渋滞緩和に期待します。 県内その他  水守  男  ３０代  

交通の便が少し悪い。道が混んでいる。東西に流れる大

きい道が欲しい。 
静岡市  志太１丁目  男  ３０代  

藤枝駅からの新しい鉄道路線があっても良いと思いま

す。ラッシュ時の交通渋滞が激しすぎるので。 
焼津市  前島１丁目  男  ４０代  

渋滞する道路が多い気がします。道路が広くなって欲し

いです。 
浜松市  高柳  女  ２０代  

主な道路の渋滞をなくして欲しい。道路拡幅  県外  
小石川町４丁

目  
男  ２０代  

駅南方面にバス本数が増えていると嬉しい。 焼津市  青葉町４丁目  女  ２０代  

交通の便が悪いので対応を考えてほしいです。車に乗ら

なくてもいい地域から引っ越してきたので、なおさら不便

に感じます。高齢ドライバーに免許返納を求めても、この

ような状況では車なしで生活できず、高齢化社会に対応

できないと思います。 

県外  志太２丁目  男  ３０代  

車の交通が多いのでよりスムーズに車交通できるようにな

ると良いなと感じます。右折信号なくて右折できず、むり

やり曲がる車とかいるので、信号の時間差とかもっとあれ

ば良いのかなと思います。 

焼津市  - 女  ２０代  

車通りが多いので事故しないように気を付けたいです。 県内その他  築地  男  ２０代  
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自家用車がないと不便な事が残念です。特に駅の南側

はバスも極端に少ない。 
県外  南新屋  男  ５０代  

北方地区で老人が増えているので白藤団地近くまでバ

スもしくは協同タクシー等考えてもらいたい 
県内その他  北方  男  ５０代  

道路の拡張で渋滞対策をしてほしいです。 県外  小石川町４丁目  男  ３０代  

駅前・旧国１の発展、渋滞の解消、歩行者・自転車・自

動車の通行帯の区別化  
榛原郡  音羽町２丁目  男  ５０代  

渋滞解消（国１バイパス） 県外  南清里  男  ５０代  

（04 道路） 

自転車を使うのですが、やはり車道は怖く、歩道を使っ

てしまう。だが道路がボコボコであぶないです。 
県外  若王子３丁目  女  ３０代  

自転車通勤の為自転車道の整備を進めて欲しい。 焼津市  平島  男  ４０代  

自転車道の整備  県外  南清里  男  ５０代  

道路幅の拡張  県外  駿河台５丁目  男  ２０代  

道路整備  県外  前島  男  ３０代  

道路整備  県外  大西町３丁目  男  ６０代  

自転車道を増やしてほしい 県外  大手２丁目  女  ３０代  

車で走っていると道路の状態が良くない所が多いと思い

ます。 
県外  音羽町６丁目  男  ４０代  

道路の幅を広くしてほしい。 浜松市  下青島  男  ３０代  

国１藤枝 BP の早期４車線化  市内渋滞の解消（志太中

央幹線の早期整備） 
静岡市  本町３丁目  男  ６０代  

道路の幅を広くしてほしい。 県外  水守  女  ３０代  

道が狭いので広くして欲しい。信号の青から赤の切り替

えが早すぎる。 
県外  高洲  女  ３０代  

道路の白線や停止線が見えにくい。 静岡市  小石川町１丁目  男  ４０代  

生活環境がとても良いと思いましたが、道路状態があまり

良いとは思えませんでした。段差などが目に付きました。 
焼津市  時ケ谷  女  ５０代  

安全な通学路をお願いしたいです。 島田市  小石川町３丁目  女  ４０代  

現在道路がせまいので広くしてほしい。 焼津市  高柳３丁目  男  
７ ０代

以上  

幹線道路が狭い所が多いため、道路の拡張をこれから

期待します。 
静岡市  新南新屋  男  ３０代  

道路整備（デコボコが多い） 県外  小石川町３丁目  男  ５０代  

道路の渋滞が多いので道路整備に力を入れてもらえれ

ばと思いました。 
静岡市  横内  男  ２０代  

（05 公園） 

子どもが安全に遊べる公園作り 県外  兵太夫  女  ２０代  

公園に遊具が欲しい（大洲の公園です） 島田市  大洲１丁目  男  ３０代  

バスケットゴールのある公園を増やしてほしい。 焼津市  築地  男  ２０代  

公園等子供が遊べる場所を多く作ってほしい。 焼津市  高柳４丁目  男  ５０代  
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蓮華寺池公園は藤枝市の宝ですね。ハイキングコースも

もっと利用があると良いです。そうだ !！藤枝の山は整備

が進んでいないなと思ったことあり。暗くて危険なところも

あり、今はどうでしょう?? 

焼津市  築地  女  ６０代  

子供が遊べるインドアの公園があると嬉しいです。蓮華

寺池のものは人気で混むと聞きました。駅南にあるといい

なと思います。 

県外  高岡３丁目  男  ３０代  

特には無いです。生まれ育ったのが焼津市なので藤枝

の市政についてはわからないのですみません。子供があ

そべる公園が少ないのが印象がありました。 

焼津市  田沼５丁目  男  ５０代  

岡出山公園の枯れ木の植え替えに期待（円形？のベン

チにある） 
島田市  岡出山１丁目  男  ２０代  

（06 福祉） 

母子家庭のために支援が増えたらいいなと思います。 県内その他  瀬古２丁目  女  ２０代  

子育て世帯の孤立を防ぐ取り組み。高齢者と幼児とのふ

れ合いイベント等開催  
県外  瀬古３丁目  女  ３０代  

静岡市のような「地域包括支援センター」があると便利で

す。 
静岡市  天王町３丁目  女  ６０代  

福祉 老後の年金が少ないので、せつに、税金、病院代

（月にいくらか定額で）いろいろお金がかからない様にお

願いします。願っています。 

島田市  小石川町１丁目  女  ５０代  

親が一人住まいの為心配です。年寄りが安心して普通

に（不便なく）生活できるようお願い致します。 
島田市  南新屋  男  

７ ０代

以上  

藤枝市に娘、孫、ひまごが居ますが、医療や福祉の面が

少し向上できればと思います。 
島田市  南駿河台２丁目  女  

７ ０代

以上  

働くつもりだったのが、腰から下が痛くて歩くのがつらくな

った為今は年金ぐらしです。年金といってもわずかです。

これらの生活が不安で仕方ありません。私の様なものが

大勢いると思います。考えて頂きたく思います。（中学を

卒業してからずっと働いて来ました。） 

県内その他  高柳１丁目  女  ６０代  

高齢者にやさしい街に！！ 県外  新南新屋  女  ６０代  

1 人暮しですので高齢になってからが不安です。具合が

急に悪くなった時等、親族以外に連絡がとれると安心だ

と思います。 

静岡市  田沼１丁目  女  ６０代  

母子に対しての助成を期待したいです。 焼津市  茶町３丁目  女  ３０代  

（07 医療） 

市民が健康で生活できるように、検診・予防・促進・設備

施設維持に税金を使ってください。 
島田市  高岡１丁目  女  ４０代  

人口が増える中、医療系の施設が充実するとありがたい

です。 
静岡市  下青島  男  ３０代  
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小児科をはじめとして病院（小さな病院）が少ない 県外  東町  女  ４０代  

また、時ヶ谷周辺は病院が少ないように感じたのでこれ

からの生活がとても不安です。 
静岡市  時ケ谷  女  ３０代  

大きな病院が駅前にあればいいと思う。 県外  - 女  ３０代  

小児科が少ない。 静岡市  志太１丁目  男  ３０代  

（08 子育て） 

子どもの医療費を安くしてもらいたい。 焼津市  高柳３丁目  女  ２０代  

子どもの医りょう費が無料になったら嬉しいです。 島田市  大洲４丁目  女  ３０代  

子育て支援の充実  浜松市  藤枝３丁目  男  ２０代  

子育てしやすい環境に期待します。 県外  青葉町４丁目  男  ５０代  

子育てのしやすい街になってほしいです。養育費補助の

充実等  
県外  五十海１丁目  男  ３０代  

福島県いわき市では、子供の医りょう代が無料でした。こ

ちらは 500 円かかるとＨＰで見たように思います。無料だ

とすぐに子供を病院につれていけるので、ぜひ無料にし

て下さい。 

県外  志太５丁目  女  ３０代  

子育てのしやすい街にしてほしいです。 浜松市  藤枝１丁目  女  ２０代  

子供医療費無料化  県内その他  堀之内  男  ３０代  

子どもが作りやすい環境づくりをお願いします。 静岡市  藤岡１丁目  男  ３０代  

もっともっと子育て支援に力を入れてほしい。０歳児の医

療費を無料にしたり支援センターや保育園を増やしイベ

ントがたくさんあると良いと思いました。 

静岡市  時ケ谷  女  ３０代  

児童の医療費無料  焼津市  青南町４丁目  女  ３０代  

もっと子育て支援してほしい。 県外  田沼１丁目  女  ３０代  

子供の医療費月５００円の回数、第２子の幼稚園などの

額島田市のようになって欲しい。 
島田市  若王子２丁目  女  ３０代  

子供手当  焼津市  寺島  男  ３０代  

子ども医療費無料化  県外  築地１丁目  女  ３０代  

公立ようちえんほいくえんふやしてください。 県外  小石川町１丁目  女  ３０代  

子供の医療費制度などを充実させてほしい。 焼津市  下青島  女  ３０代  

子供の医療費が焼津のように０にしてほしい。 焼津市  岡部町内谷  女  ３０代  

待機児童のないようにしていただけたら助かります。 島田市  高岡１丁目  男  ３０代  

子育ての事をもっと充実させてほしい（助成金など） 県外  忠兵衛  女  ３０代  

子育て支援をお願いします。 牧之原市  南駿河台３丁目  男  ３０代  

子ども医療費の改善。無料化まではいかなくても、もう少

し改善されたらより良いと思います。 
県内その他  駿河台１丁目  女  ３０代  

医療費無料化（中学生以下） 県外  水守  女  ４０代  

共働きでも子育てしやすい環境  静岡市  青葉町４丁目  男  ３０代  

子育て支援に力を入れて子供が住みやすい環境に 焼津市  音羽町５丁目  女  ３０代  

子ども医療を焼津のよう無料がよい。 焼津市  平島  女  ２０代  
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出産、子育てへの助成  県外  田沼４丁目  男  ３０代  

子育て（病院無料など）についてよりよくなる事をお願い

したいです。 
焼津市  時ケ谷  女  ２０代  

子ども医療費の無料化  焼津市  駿河台２丁目  男  ３０代  

子ども医療費助成が焼津市と同じように０歳～１８歳自己

負担なしになってくれると嬉しいです。 
焼津市  下藪田  女  ３０代  

焼津市のように子ども医療費無料とかロタなどの任意予

防接種の女性とか子どもにお金かけてほしい。 
焼津市  岡部町岡部  女  ３０代  

子育てに優しい町になってほしい。 焼津市  城南１丁目  女  ３０代  

こども医療費の無料、子育て世帯への補助金等  静岡市  西方  女  ３０代  

子育支援を拡充を期待します。東京都に住んでいたの

ですが、子育支援は手厚かったと思います。 
県外  青葉町１丁目  男  ３０代  

保育園に入れてもらえず、職場からの距離なども含め生

活環境が整いにくい状況です。せめて待機児童０人とう

たわず、実情を正確に公表してほしいです。 

静岡市  岡部町内谷  女  ３０代  

子育て支援をより充実させてほしい。 県内その他  南駿河台１丁目  男  ３０代  

子育てがしやすい町になってほしい。 浜松市  高柳  女  ２０代  

子供たちの医療費の無償化を是非お願いします！！ 県外  音羽町１丁目  女  ４０代  

子供の医療費をもう少し下げて欲しい（前に住んでいた

所が無料だったので） 
県外  高柳  女  ３０代  

子育てのしやすい町。保育園に入りやすくしてほしい。 静岡市  前島３丁目  男  ２０代  

子ども医療費助成  自己負担額通院４回まで 500 円を

廃止してほしい。 
県外  小石川町２丁目  女  ３０代  

子育てしやすい 静岡市  南駿河台３丁目  男  ５０代  

安心して子育てができる町にしてほしい。 浜松市  水守  男  ２０代  

子育てしやすい街にして欲しい 県内その他  - 男  ３０代  

子育て医療費（子供の医療費）高校生まで０にしてほし

い!!焼津市も０世田谷区も０です； 
県外  本町１丁目  男  ３０代  

（09 教育） 

学業施設の増加（大学等） 浜松市  駅前３丁目  男  ２０代  

国際理解講座等海外の状況を知る機会を幅広く増やし

ていただければと思います。 
県外  瀬戸新屋  女  ５０代  

図書館の閉館時間が他の市町村に比べて遅い時間ま

で空いていることに驚きました。子供たちの読書の習慣

がつくような体制にして、地頭の良い、柔軟な発想をもつ

子供たちが育っていく「街」にして欲しいと思います。期

待しています。 

県外  駅前１丁目  女  ３０代  

小学校にエアコンを入れて欲しいです。 県外  南駿河台３丁目  男  ４０代  

公立小中学校での施設向上。エアコン 100％、トイレをき

れいに！  

部活動のガイドライン厳守。熱中症予防、休日を家族と

過ごせるように。 

浜松市  駿河台２丁目  女  ３０代  
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子どもが外で安全にあそぶ場所がほしい。生涯学習に

関連した施設  
焼津市  五十海  男  ３０代  

（10 商業） 

観光地の PR、グルメ街の活性化など 県内その他  築地１丁目  男  ３０代  

スターバックスの横のスペースはいらない。そこにチェー

ンの飲食店を作ったほうが活気もでる。 
県内その他  五十海１丁目  男  １０代  

多くのアミューズメント、ファストフード店等増やしたら良い

と思う。 
県外  高洲  男  ２０代  

駅南の商業施設にもう少し充実させて欲しいです。 島田市  田沼３丁目  女  ２０代  

駅の近くにスーパーがあれば良いと思います。 焼津市  駅前１丁目  女  ３０代  

店を集中している箇所が欲しい。 静岡市  兵太夫  男  ２０代  

商店街が明るくなってほしいです。 浜松市  高柳２丁目  女  ２０代  

駅南口に大型ショッピングセンターができるといい。 県外  高柳１丁目  男  ６０代  

駅前にスーパーが欲しいです。 焼津市  青葉町４丁目  女  ３０代  

藤枝市の駅北口付近にスーパーがあったら良いです。

宜しくお願い致します。 
焼津市  駅前１丁目  男  ３０代  

駅前にスーパー、ドラッグ、ホームセンターなど誘致して

ほしい。 
静岡市  田沼３丁目  男  ６０代  

飲食店の拡大  県外  駿河台５丁目  男  ２０代  

駅前にスーパーができるとうれしいです。 静岡市  駅前２丁目  女  ２０代  

大型ショッピングセンターを作ってほしい。 焼津市  郡１丁目  女  ６０代  

ショッピングモール等の大型商業施設誘致  県外  築地１丁目  女  ３０代  

藤枝駅南口のＢｉVi をリニューアルしてほしい。 県外  前島３丁目  女  ６０代  

北口に大きなスーパーがあると嬉しいです。 県外  駅前２丁目  男  ３０代  

ららポートみたいなショッピングモールがほしい！！ 県内その他  高柳３丁目  女  ２０代  

駅前にショッピングモールを作ってもらいたい。 県外  平島  男  ５０代  

駅周辺にスーパー等の施設充実  静岡市  前島２丁目  男  ３０代  

旭が丘の近くにはスーパーマーケットが一軒しかないの

で、もっと多くあると生活しやすい。 
島田市  旭が丘  男  ５０代  

子供の遊ぶ場所や大型スーパーが増えると良いと思い

ます。 
県内その他  高柳４丁目  女  ２０代  

アピタ跡地が有意義な建物になる事を期待しています。

ララポート的なのがいいです！ 
県外  田沼１丁目  男  ３０代  

安心安全、美味しくできるだけ安いお店、直売所のマッ

プ。安いものは添加物が多いものが目立ち、オーガニッ

クは高いものが目立ちます。直売で藤枝のいいものを適

正価格でできるだけ安く買いたい。貯金したいし、老後

や子ができるかもしれないので体にいいものが欲しい。 

静岡市  南新屋  女  ３０代  

駅南のアピタ跡地に商業施設が欲しいです。 県外  高岡１丁目  男  ３０代  

ショッピングモールの誘致   県外  本町１丁目  男  ５０代  

コスメストアをたくさん作ってほしい！ 県外  堀之内  女  ２０代  
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スーパーなど歩いてもいけるすぐの場所になるべく有る

と、生活にもっと便利です。 
県外  時ケ谷  女  ４０代  

イオン他の大型ショッピングセンターがあると嬉しい。３人

子供がいるので、２人、３人と子供をうむと受けられるサー

ビスがもっとあると嬉しいです。 

県外  志太  女  ３０代  

商店街に活気があると良い。 県内その他  藤枝１丁目  女  ３０代  

駅前・商店街の活性化  県内その他  - 男  ３０代  

コンビニの数がもっと増えることが望ましいです。 静岡市  高柳１丁目  男  ３０代  

（12 環境） 

浜松市では町毎に「かみのえき」というダンボール、新聞

紙、雑誌や紙をいつでも自由に捨てられる場所があり、と

ても便利でした。藤枝にもあれば良いなと思いました。 

浜松市  南新屋  女  ５０代  

ゴミの収集日、資源ゴミの回収が月１回は少ない。ペット

ボトル等たまりすぎてしまう。 
県外  若王子３丁目  女  ３０代  

ゴミ置き場（捨て場）がネットをかぶせるのではなく、ボック

スがあればと思いました。 
県外  田沼３丁目  女  ２０代  

街をきれいに保っていただければ 県内その他  築地  男  ２０代  

ゴミ収集の案内に天王町が記載されていないので対応

が？ 
静岡市  天王町３丁目  女  ６０代  

谷稲葉 IC の環境美化  浜松市  茶町３丁目  女  ５０代  

より良い住環境にするためにも、焼却炉を充実した設備

にしてほしいです。 
静岡市  下青島  男  ３０代  

ごみ捨て（ペットボトルなど）が時間が限られていて不便  牧之原市  田沼１丁目  男  ３０代  

街路樹の剪定ももう少しやって欲しいです。自転車で通

る時腕に当たる事が多いので 
焼津市  青葉町４丁目  女  ３０代  

燃えるゴミ、燃えないゴミを分別しないよう焼津施設を更

新してほしい。 
静岡市  高柳１丁目  男  ２０代  

不燃ゴミも週１だとありがたいです。 島田市  小石川町１丁目  女  ５０代  

藤枝に住んでいる友人からゴミの分別が大変と聞き、不

安に思っています。分かりやすく教えていただけたらと思

います。 

静岡市  仮宿  女  ３０代  

ゴミの分別が細かい。（静岡市はカンタン） 静岡市  高柳４丁目  女  ２０代  

良い所だと思います。ゴミの分別大変です。 静岡市  高柳  女  ４０代  

浜松市の「連絡ごみ」みたいな制度があったら便利かなと

思います。 
浜松市  田沼５丁目  女  ２０代  

資源ゴミの回収を週一にしてほしい。 島田市  志太３丁目  女  ２０代  

ゴミの分別を少なくしてほしいです。 県外  時ケ谷  女  ３０代  

不燃資源ゴミの集積所がとても遠い。マンションの集積

所で全て収集出来るようになったら嬉しい。 
県外  田沼１丁目  女  ５０代  

環境対策（資源の再利用） 県外  大西町３丁目  男  ６０代  

転出先ではゴミ出し（分別）がなかったので、要領を得る

までには大変かも。 
島田市  南駿河台２丁目  女  

７ ０代

以上  

ゴミの焼却場をよくして分別を楽にしてほしい。 島田市  谷稲葉  女  ５０代  

ゴミの分別を楽にしてほしいです。 静岡市  高柳  女  ２０代  
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ゴミの分別をもう少し簡単になるといいと思います。 島田市  高洲  女  ６０代  

ゴミの分別の分類を少なくしてもらえたらゴミ出しが楽に

なると思います。 
焼津市  前島３丁目  男  ２０代  

ゴミゼロフェスタ、有用品交換、断捨離市→ゴミが減らせ

るように、節約してくらしたい、使えるなら古いものが味が

ある。 

  南新屋  女  ３０代  

ゴミの分別の簡便化  島田市  駅前１丁目  女  ２０代  

クリーンセンターの土日営業（大型ゴミ、不燃物の回収

場）  
県外  本町１丁目  男  ５０代  

ビンが捨てづらい 県外  泉町  男  ４０代  

ゴミ処理、分別で楽したい。 榛原郡  田沼１丁目  男  ４０代  

ゴミの分別を楽にできるよう期待→分別が細かいと感じ

る。 
静岡市  青葉町５丁目  男  ２０代  

紙ごみの回収を世帯別にやってほしい。 県外  小石川町３丁目  女  ２０代  

クリーンセンターの方式を島田市や静岡市と同じ方式に

してほしい。 
島田市  高柳  男  ３０代  

ビンの回収場所を増設してほしい（回収しているスーパ

ーがないため） 
県内その他  前島３丁目  男  ２０代  

ごみの分別が特殊な気がする。もっと簡単にしてほしい。 県外  瀬戸新屋  男  ４０代  

ゴミの分別が少なくなってほしい。（静岡市のように可燃と

プラをまとめて出せるように） 
静岡市  横内  男  ２０代  

（13 自然） 

緑を守ってほしい！！ 県内その他  高柳１丁目  女  ２０代  

緑を多くしてほしい。 県外  青葉町１丁目  男  ５０代  

ずっと自然が残る素敵なままであってほしいです。これか

らよろしくお願いします！ 
焼津市  岡部町岡部  男  ６０代  

（14 文化） 

コンサートホールを創って頂きたい。 島田市  田沼１丁目  男  ４０代  

図書館の充実  焼津市  田沼１丁目  女  ５０代  

（15 スポーツ） 

サッカー専用スタジアムの建設  県内その他  五十海１丁目  男  １０代  

スタジアム増築 県内その他  高柳２丁目  男  ４０代  

薩鹿王国（鹿児島県）との蹴球に係るイベントを開催して

はどうでしょうか。既にしていたら申し訳ない。 
県外  田沼４丁目  男  ３０代  

サッカー場を増やしてほしい 県内その他  田沼１丁目  男  ２０代  

MYFC をもっと強く 静岡市  高洲  男  ２０代  

体育館を個人利用できるようにしてほしい。（夫婦でバス

ケやバトミントン等を楽しみたい。） 
島田市  小石川町１丁目  男  ２０代  

サッカーが好きなので、是非、もっとサッカーを前面に押

し出して欲しい。 
県外  潮  男  ３０代  

サッカー頑張って欲しいです。 県外  駿河台３丁目  男  ５０代  

藤枝 MYFC にがんばってもらいたい。 静岡市  前島２丁目  男  ２０代  
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県外で暮らすことが多い中で、故郷はどこかと聞かれると

藤枝がサッカーの町として認知度が高いことを非常に感

じています。もっともっと子供達にむけたサッカーのイベン

トを近隣市町村も対象として開くことで、未来の藤枝出身

サッカー選手を育てて欲しいです。 

県外  田沼３丁目  女  ３０代  

（16 まちづくり） 

駅南開発がいまいちおかしく感じる。人が住むために必

要なものが減っており、あれでは高齢者にとって生活しに

くい№１になっている。若い～年よりまでが誰でも安心で

便利に生活できる市であってほしく思います。 

県外  高岡２丁目  女  ５０代  

家族で楽しく過ごせる施設を多く作って頂けたらうれしい

です。 
静岡市  駅前３丁目  女  ３０代  

帰省する度田んぼ等の緑が減っているのが見ていて辛

いです。駅周り急激にビル増えすぎだと思う。 
県内その他  高岡２丁目  女  ２０代  

駅前に引越ししたためか、駅前の寂しさを感じました。も

う少し活気が欲しいです。 
静岡市  駅前１丁目  女  ５０代  

駅北の雰囲気がもう少し明るくなれば良いと思います。

（特に夜） 
焼津市  駅前１丁目  女  ３０代  

駅南再開発  浜松市  高柳３丁目  男  ３０代  

緑の多い街づくりをお願いしたい。 焼津市  高柳３丁目  男  ６０代  

子どもが活発に育つことのできるまちづくりをお願いしま

す。 
県外  前島３丁目  男  ４０代  

正直あまりながくはいないと思われるので、長期的なこと

は言い難いのだが、住み易い町ならよいなと思っていま

す。今のことろは住むのに不便はあまりないし、歴史を感

じるような街並みもあり、楽しく過ごしています。 

浜松市  若王子３丁目  男  ５０代  

暮らしやすい、落ち着いた街作りをしていただけたらと思

います。 
県外  時ケ谷  男  ３０代  

駅周辺の娯楽施設の充実。 静岡市  高洲  男  ２０代  

外国人観光客を呼べるようなまちづくりをしてほしい。 県外  駅前１丁目  男  ４０代  

駅の北側がさびれているので、開発すべき。 県外  - 女  ３０代  

安心して充実した生活が続けられるようなまちづくりをお

願いしたい。 
焼津市  南新屋  女  ５０代  

安心・安全な町づくり 島田市  高岡１丁目  男  ３０代  

自然豊かなまちであってほしい。 県外  青葉町３丁目  男  ２０代  

高齢者と若者が融合した活気ある町づくり 県内その他  高柳  女  ６０代  

藤枝駅周辺の開発  静岡市  駅前１丁目  男  ３０代  

福祉、医療、教育の拡充。活気ある街作り 静岡市  時ケ谷  男  ２０代  
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人口減少が課題である静岡県の中でも人口が増えてき

ている藤枝市ときいているので、今後も更なる発展を期

待しています。サッカー文化と医療と福祉の推進を特に

期待しています。 

県外  駅前２丁目  男  ２０代  

堀之内をふくむ稲葉地区の発展  県外  堀之内  男  ２０代  

平和で楽しくくらせるまちづくりをこれからも続けていって

ほしい。 
島田市  高岡１丁目  男  ６０代  

これからの街だと思うので、計画的で住みやすいきれい

なまちづくりを期待しています。 
県内その他  兵太夫  男  ４０代  

元気で活気があるまちづくりを期待します。また、協力し

ていきたいです。 
県外  南新屋  女  ４０代  

子育て世代にやさしいまちづくりと市民の増加による活

気のある藤枝市を希望します。 
県外  天王町３丁目  男  ５０代  

子育てに優しいまちづくりを期待しています。 焼津市  横内  女  ２０代  

駅南の再開発に期待しています。 焼津市  田沼３丁目  男  ３０代  

医療・福祉の環境のよい街づくり 島田市  瀬古２丁目  男  ６０代  

急激なまちづくりではなく、一歩一歩進むまちづくりを期

待します。 
県外  駅前２丁目  男  ６０代  

無料のドッグランを作って欲しいです。動物に優しいまち

づくり 
県外  高柳  男  ４０代  

藤枝駅前の再開発  島田市  前島３丁目  男  ２０代  

子育てしやすいまちづくり 県外  上当間  女  ３０代  

両親が高齢になり、藤枝市に来る機会増えるので、短期

（1～3 ヶ月）の就労と移動がスムーズに出来るまちづくり

に期待したい。 

- 郡１丁目  女  ５０代  

大型ショッピング施設（焼津市のイオンや島田市のアピタ

のような）があってもよいかと思いますが、そのために地元

の商店が経営難になってはいけないので、バランスを保

ちつつ、商店街や駅周辺の活性化が必要かと思いま

す。自然は無くさず、このままであってほしい（今より都会

にする必要はないと思いますし、なってほしくないです。）

居酒屋、バーが特に駅周辺に増えたのですが、呼び込

み？等の方達が立っていたりするので、夜間駅前を歩く

のが怖い。大人でも怖いので、子供や中高生にとって

は、夜間かなり怖いと思います。対策できるかわかりませ

んが、夜間の雰囲気が悪くなるのは避けてほしい。犯罪

の少ない町でいてもらいたいので、その辺りの対策も必

要かと思います。 

県外  青木  女  ４０代  

若者にとっても活気のある街  県外  稲川１丁目  女  ２０代  

駅に降りた時の雰囲気、花がとてもきれいです。これから

も花をテーマにした町作りをすすめてください。 
県外  南新屋  女  ４０代  
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これからも程よく栄えてそこそこ静かな町であってほしい。 焼津市  田沼４丁目  女  ３０代  

企業や大学などの誘致。若い人が集まるまちづくり 焼津市  岡部町三輪  男  ５０代  

子育て・介護の両立が充実した町になってほしいです。 県外  中ノ合  男  ２０代  

（17 税金） 

市民税もう少し安くしてほしい 県内その他  光洋台  女  ２０代  

安心・快適な街がいいです。税金高くならないようにして

ください。 
焼津市  田沼１丁目  女  ３０代  

住民税が高いと思う。 静岡市  高柳４丁目  女  ２０代  

（18 窓口） 

出産のための転入ですが、転入手続きと母子手帳の発

行場所が同一だと便利だと思います。母子手帳の発行

時間が短いのが不便です。 

海外からの転入の必要書類、手続きがＨＰ上にあると便

利です。確認しましたが、実際は転出前藤枝にいた等で

必要書類が異なる等分からなかった。 

県外  平島  女  ３０代  

すばやい手続きで助かりました。ありがとうございました。 榛原郡  小石川町１丁目  男  ２０代  

皆さんとても親切で好印象でした。サッカーの街らしくサ

ッカーの観戦チケットやゆらくのチケット等とても良いと思

います！ 

県内その他  高洲  男  ５０代  

届出業務の土日申請をもっと増やして欲しい。 県外  駿河台５丁目  男  ４０代  

お世話なります。よろしくお願いします。コンビニで証明

書を受け取れると嬉しいです。 
焼津市  田沼１丁目  女  ４０代  

半日でいいから土日もどっちか営業してほしい。 浜松市  岡部町岡部  男  ２０代  

いつも感じ良く対応していただけて心良く思っています。

これからもお続けください。 
県外  駅前１丁目  女  ６０代  

言葉使いがとても悪く威圧的な対応でした。人と接する

仕事なのにあの態度はいかがなものかと思います。 
静岡市  藤岡１丁目  女  ２０代  

土曜日も手続き窓口が開いているといいと思います。 県外  青葉町１丁目  男  ５０代  

毎日とは言わないので、窓口が 19 時くらいまでやってく

れると仕事をしている人にはありがたいです。 
島田市  平島  男  ４０代  

夜間、週末の窓口のサービスがもう少し広がると良いと思

います。 
県外  藤枝４丁目  女  ６０代  

職場が通勤圏内だったため、今回転入させて頂きまし

た。窓口の案内がスムーズで市民の気持ちに立って接

客をしていることが分かりました。 

静岡市  新南新屋  男  ３０代  

職員のマスクすがたが多いのに圧倒された。 県外  時ケ谷  男  ６０代  



- 34 - 

 

みなさんとても親切でした。今まで市役所の方は業務的

なイメージでしたが、こちらの方々はとても優しくていいま

ちに来たなぁと思いました。ありがとうございました。 

県外  青葉町１丁目  女  ２０代  

はじめて藤枝市役所に来ましたが、どこかさがしている

と、すぐに気づいて声をかけてくださり、助かりました。 
焼津市  高洲１丁目  女  ６０代  

大勢のお客さんがいましたが、1 人 1 人丁寧な対応をし

ていてとても良かったです。 
焼津市  田沼２丁目  男  ２０代  

サッカーチームの観戦券のプレゼントには驚きました。温

泉の利用券も嬉しいサービスです。職員の方の案内もと

ても丁寧でした。 

県外  前島１丁目  男  ４０代  

もう少し大きい声で呼んで欲しい 県外  青葉町１丁目  女  ２０代  

詳しい説明もなくたらいまわしでよくわからなかった。 焼津市  - 女  
７ ０代

以上  

結婚による氏名変更、住所変更で利用しました。案内し

てくれた人が親切に、丁寧に教えてくれて助かりました。

初めて藤枝市に住むため、今後は街のイベントやまちづ

くりについて興味をもっていきたいです。 

県内その他  高柳４丁目  女  ３０代  

まちづくりについては特になし。農地の一部を宅地にした

い時に、自分が所有する土地でも宅地化が非常に困難

である事がわかりました。その時の窓口対応に大いに不

満ありです。 

県外  田沼４丁目  男  ６０代  

転出した富士市では、受付カードを取ってあとは何も書

類を書くことなく窓口で対応してくれました。このような方

式にしていただけると助かります。 

駐輪場の無料化を期待します。 

県内その他  下青島  男  ４０代  

市役所が親切でびっくりしました。無料券もいろいろあり

がとうございます。 
静岡市  田沼３丁目  女  ２０代  

（19 情報発信） 

イベント情報をまとめて発信して欲しいです。 県外  水守  女  0 

市民に貢献したい人にアナウンスが欲しい。 浜松市  高洲  男  ４０代  

静岡県全体で言えると思いますが、観光等の PR が下手

な部分があります。（点と線の組み合わせ等） 
県外  音羽町６丁目  男  ４０代  

玉露生産農家の後継者育成と玉露イベント活性化（世

界へ発信） 
静岡市  本町３丁目  男  ６０代  

サッカーのまちとして、もっとＰＲ等力を入れてもらいた

い。 
県外  駅前１丁目  男  ４０代  

住所限定のコミュニケーションイベントとかご案内パンフと

かほしいなと思いました。 

病院とか医療の情報が慣れずに探すのにとても苦戦して

います。 

県外  天王町１丁目  男  １０代  
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空き家補助について、転入手続きで初めて知りました。

市内の金融機関等に情報が回っていると良かったです。 
県内その他  水守  男  ３０代  

子育て世帯以外にもなにかあったらと思う。これから子育

てを考える立場だと、どこから情報を得たらいいかもわか

らない所があるので広報などでコーナー等があるとうれし

い。 

焼津市  駿河台２丁目  女  ３０代  

ふじえ～だなどの広報誌を楽しみにしています。 静岡市  横内  女  ４０代  

シルバーの就職情報が知りたい。 県内その他  北方  男  ６０代  

全国的にも名をはせるような市となれるような取り組み。

（サッカーももっと力を入れて、それ以外での発信

を！！） 

県外  下藪田  男  ５０代  

（99 その他） 

２年後のオリンピックに向けて、皆様職員の方々より一層

のご邁進をお祈りします。 
県外  南駿河台５丁目  男  ３０代  

働き口の増加 県外  本郷  男  ２０代  

子育て世代が引越ししてくるともらえる給付金が今年度

も開始することが決まっているのに、引越し日が数日早

いだけでもらえないのはおかしいと思います。もう少し融

通きかせてほしい。 

静岡市  上当間  男  ２０代  

初めて藤枝に住みますが、蓮華寺池公園などとてもきれ

いな街だと思いました。 
県外  小石川町４丁目  男  ３０代  

高齢者の免許証返納を促せるような公共機関等のサー

ビスの充実。 
県外  兵太夫  女  ２０代  

国際交流や外国人の就労支援など 静岡市  前島１丁目  女  ３０代  

人口の維持に向けて、教育や子育て支援が充実した市

政運営をしていただきたい。 
県内その他  - 男  ３０代  

藤枝駅ロータリーに駐車場がほしい 県外  高柳３丁目  男  ３０代  

転居する際の補助金はとてもありがたかったです。 静岡市  下青島  男  ３０代  

老後も住みやすくなってほしい。 焼津市  高柳３丁目  女  ２０代  

入居初めですから・・・藤枝市の風記は分かりませんが、

住みよい街を感じる様に私も努力します。 
焼津市  大東町  男  ６０代  

水道料金をクレジットカードや他の銀行からでも払えるよ

うにして欲しい。 
牧之原市  田沼１丁目  男  ３０代  

夫婦のみの家庭にも支援が欲しい 県外  瀬古２丁目  男  ４０代  

大洲の栃山川にフェンスを付けてほしい。 島田市  大洲１丁目  男  ３０代  

お世話になります。 島田市  青南町１丁目  女  ２０代  

藤枝市歌は好きじゃないので夕方に流さないでほしい。 焼津市  築地  男  ２０代  

ガソリンスタンドやコンビニもほしい。 県外  本郷  女  ３０代  

キレイなお花を見るのが楽しみです。 県外  田沼３丁目  女  ２０代  

ゆらくの温泉８０歳以上を割引してほしい。 県外  瀬戸新屋  女  ３０代  
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子ども、老人に対しての見守り隊を御準備されるのも良

いのではと思います。 
県外  高岡３丁目  女  ６０代  

特に言うことはないので、現状維持で充分だと思います。 焼津市  忠兵衛  男  ２０代  

よろしくお願いします 焼津市  時ケ谷  男  ３０代  

対応に感謝です。特に無いです。 静岡市  青木  男  ５０代  

転入者への助成・補助強化  焼津市  茶町３丁目  男  ２０代  

職員・住民双方が楽になるように率先して電子化してほ

しい。 
県外  善左衛門３丁目  男  ３０代  

I ターンになりますが、住居に関するサポート等があるとい

いと思います。 
県外  立花１丁目  女  ６０代  

玄関にあじさいの大型鉢があり、季節感溢れるエントラン

スがとてもよい印象でした。 
県内その他  茶町１丁目  女  ４０代  

不妊治療の助成金をもう少し増額すると良いと思う。焼

津から出たくない理由の１つ。（焼津市の方が良い条件

だった為） 

焼津市  大新島  女  ３０代  

公共Ｗｉ-Hi 県外  南駿河台４丁目  男  ３０代  

子どもが遊べる施設を増やしてほしいです。 県外  瀬古  男  ３０代  

親切な方が多く藤枝が好きになりました。市役所と同じく

らい駅周辺なども藤の花のモチーフの物や藤色、お花が

多くなるとうれしいです。 

浜松市  高洲１丁目  女  ２０代  

１人暮しの安否確認  牧之原市  田沼４丁目  女  ６０代  

藤枝の若い世代に町おこしをがんばってもらいたいで

す。 
静岡市  田沼１丁目  女  ５０代  

期待を書いても改善なし 県内その他  水守  男  ３０代  

自転車通学の息子がいます。交通安全の面でも対策を

市政からもサポートを宜しくお願いします。 
県外  - 女  ５０代  

ボランティア活動に興味があります。気軽に参加出来るこ

とあったら是非参加したいと思っています。 
県外  - 女  ５０代  

自転車用のサイクリングコース等をつくって欲しい。 県外  駅前３丁目  男  ２０代  

静岡で入せきを届けたら、藤枝市の引越しの補助の対

象にならなかった。もう少しゆうづうきかせてほしい。 
静岡市  水守  女  ３０代  

今後もこれまで通りの優しさのある役所、生活環境であっ

てほしいと思います。 
県外  大東町  女  ３０代  

これからよろしくおねがいします。 静岡市  藤岡１丁目  男  ４０代  

これからお世話になります。 静岡市  時ケ谷  男  ２０代  

ＦＭ電波の入りが悪い 県外  本町１丁目  男  ５０代  

まだ、来て間もないため特にありませんが、何かあれば要

望等したいと思います。 
県外  高柳１丁目  女  ２０代  

下水、ガス整備  榛原郡  田沼１丁目  男  ４０代  

藤枝市では仕事があります。環境は良いと思います。 県外  田沼２丁目  女  ２０代  

競馬関係施設を作ってほしい。 県外  前島  女  ３０代  
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転入して１週間。右も左も良くわかりません。１年も住んで

みれば・・・。 
県内その他  駿河台５丁目  男  ６０代  

県外から来たばかりなのでわからない事の方が多いです

が、住みやすい環境なので今後も維持していただけた

ら。 

県外  音羽町５丁目  男  ３０代  

外国人むけの英語の説明をもっと大きく見やすい所には

るのと、中には英語がわからない人もいると思うので、翻

訳サービスできる言語の国名の所をその国のアルファベ

ットで書くといいと思います。 

県外  高岡１丁目  女  ３０代  

そのままで大丈夫です 県外  瀬戸ノ谷  女  ２０代  

人口をもっと増やしてほしい。 静岡市  岡部町玉取  男  ３０代  

住んでみないとわからない 県外  田沼１丁目  男  
７ ０代

以上  

良い所藤枝  県外  大西町３丁目  男  ２０代  

館内暖房ききすぎ。あついです。 島田市  駿河台５丁目  女  
７ ０代

以上  

良いまちだと思います。 県外  助宗  女  ４０代  

安心して暮していきたいです。 県内その他  藤岡１丁目  男  ３０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） 

駅前のキャバクラ、キャッチ等なくして欲しい。昔の方が

好きだった。 
五十海３丁目  静岡市  女  ３０代  

人口増加に日々にぎやかになる街がある一方で、藤枝

市の事件をニュースで見る事が多くなった。この事例は

めずらしいことではあるが、街人の日々の健康と安全のた

めに支援を求めたい。 

高岡３丁目  県外  女  ２０代  

街灯が少ない道が多いのでもっと増えると安心です。 稲川  県外  女  ２０代  

（03 交通） 

公共交通の悪さが気になります（バス） 田沼４丁目  県外  男  ５０代  

市役所に言うことではないかもしれませんが、交通（電

車）の便を良くしてくれるとより魅力的な町になると思いま

す。 

田沼１丁目  県外  男  ２０代  

私が免許を持っていないので市民バスの本数をふやして

ほしい。 
青南町５丁目  浜松市  女  ６０代  

小石川近辺にもバスを通していただけるとありがたいで

す。 

小石川町３丁

目  
県外  女  ２０代  

バスをもっと便利にしてほしい。 高洲  県内その他  女  ３０代  

JR の線路や瀬戸川をわたる道路がいつも混んでいるの

で、少しでも是正してほしい。 
田沼４丁目  県外  男  ３０代  

田沼街道と国一の渋滞がもう少しなくなると助かります。 高柳  静岡市  女  ３０代  

朝夕の道路渋滞がひどい場所がある 青葉町４丁目  県外  男  ２０代  

渋滞が多すぎます。 兵太夫  島田市  男  ４０代  

（04 道路） 

道がせまいところ多数  岡部町岡部  静岡市  女  ２０代  

国１バイパスを片側２車線にして静岡への利便性向上を

図ってもらいたい。 
東町  島田市  女  ３０代  

駅周辺の道に信号が多すぎる 田沼１丁目  県外  男  ３０代  

道路整備  - 県外  男  ５０代  

（05 公園） 

駐車場のある公園が増えてくれると良いです。 上青島  島田市  女  ３０代  

（06 福祉） 

一人住が今後増えると思うので、この点の施策は必要と

思います。 
郡１丁目  島田市  男  ６０代  

年寄りばかりになっていると感じることが多かった。彼らに

対しての策というものが本当に不足していると感じます。

交通便・買い物等。まあ日本はすべてこんなもんなんで

しょうが。 

高岡２丁目  県外  女  ５０代  
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（07 医療） 

医師の増加。総合病院の混雑緩和  高柳３丁目  県内その他  男  ２０代  

（08 子育て） 

子育て支援センター関係が充実していた。たいへんあり

がたかった。 
高柳  焼津市  女  ３０代  

子育て世代が暮らしやすい市にしてほしい。 高洲  県内その他  男  ２０代  

保育園が少ない 駅前１丁目  島田市  男  ３０代  

子育ての環境を充実させてください。 高岡３丁目  県外  男  ４０代  

学区編成を考え直してもらいたい。小さい子供を約１時

間かけて徒歩で通学させる事は大変心配である。 
時ケ谷  焼津市  男  ４０代  

小児科もたくさんあってスマイルホールや支援センターも

充実していて子育て中にはとても良かった。蓮華寺池公

園に子どもとよく行っていたが、不審な人がいる。 

時ケ谷  県内その他  男  ３０代  

（10 商業） 

駅近くにスーパー、ショッピングセンターが必要  駅前１丁目  浜松市  男  ５０代  

案内の人がとても丁寧で良かったです。おんぱくも良い

です。蓮華寺池やイベントも良いです。後、マルシェとか

盛んになればいいと思います。商店街がいまいち。 

藤岡１丁目  静岡市  女  ４０代  

若い人が買い物したり、あそべる場所がもっとあったらう

れしいです！ 
兵太夫  県外  女  ３０代  

駅周辺が色々できてきたのはいいが、お茶ができる場所

が少ないとよくみんなで言っています。 
前島１丁目  静岡市  女  ４０代  

住みやすいまちだと思います。もっと商業施設が増えた

ら、今よりもっと住みやすいまちだと思います。 
田沼１丁目  静岡市  女  ３０代  

ショッピングモールがあると良い。 小石川町４丁目  県外  男  ４０代  

藤枝駅前に店をたくさん作ってほしい。 平島  県外  男  ５０代  

都市計画、商業ビル等の施設が残念  郡  県外  男  ３０代  

駅周辺に活気が無いように感じます。マンションばかりで

なく、大型の商業施設があると良いと思います。 
大東町  焼津市  男  ３０代  

児童館など室内で遊べるスペースやショッピングセンター

の充実を望みます。 
前島１丁目  県外  男  ３０代  

スーパー以外の買物施設が増えるともっと良い。 高洲  県内その他  女  ３０代  

駅前にデパートが欲しい。スーパー併設。何かプレゼント

を買おうとなるとやっぱり静岡へ行こうとなるので。 
駅前２丁目  県外  女  ３０代  

（12 環境） 

ごみの分別がもっと簡易になれば良い。 志太５丁目  県内その他  男  ２０代  

（13 自然） 

藤枝市の自然、農業環境が保たれていくことを望みま

す。よろしくお願いします。 
助宗  県外  女  ３０代  

（14 文化） 

文化施設をもう少し良くしてほしい（コンサートができるよ

うな大きな施設） 
大東町  浜松市  女  

７ ０代

以上  
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コンサート、お芝居など、文化面で、外からもっと呼んで

欲しいと思います。焼津市は、そのあたりが豊かだと比べ

て思います。 

平島  県外  女  ３０代  

文化施設の充実（新しいホール）現在の市民会館は駐

車場が少なく座席数も少ない。コンサート等開催する際

には大多数の団体が市外施設を利用しています。 

与左衛門  焼津市  女  ５０代  

教育レベルが低い、文化程度も低いと感じました。、 音羽町１丁目  県外  男  - 

（15 スポーツ） 

藤枝に嫁に来てサッカーを始めました。30 年近く続ける

ことができ、健康をもらいました。健康づくりに力を入れる

ところ続けてください。 

新南新屋  島田市  女  ６０代  

サッカー以外のスポーツにもスポットライトをあびさせてほ

しいです。 
高柳  県外  女  ４０代  

藤枝 MYFC の観客が増えて欲しいです。 若王子  静岡市  女  ２０代  

サッカーイベントなど参加できるとうれしいです。 田沼１丁目  県外  女  ５０代  

サッカーを含めたスポーツ振興  高柳  県外  男  ５０代  

（16 まちづくり） 

とても住み良い街で離れるのが惜しいです。ただキャッチ

コピーの「ほどよく都会」は、ちょっと違うような・・・（笑）「サ

ッカーのまち藤枝」応援しています！高校選手権で藤枝

の名が見たいです！そして優勝してほしい！ 

前島１丁目  県外  女  ２０代  

自然を大切に、いつまでも穏やかな街であってほしいで

す。 
高洲  県外  女  ２０代  

もっともっと発展してください。いい街だと思います。 上青島  県外  男  ４０代  

駅前がいろいろありそうに見えて、実際あんまり何も無

い。 
高柳４丁目  県外  女  ２０代  

駅前の開発  駿河台５丁目  県内その他  男  ２０代  

大らかな感じの町作りをしてください。 高洲１丁目  焼津市  女  ６０代  

藤枝駅南地域の調整区域を早く解除して欲しい。より藤

枝に活気が出ます。 
水守  静岡市  男  ２０代  

どこも過密な状態を解消してほしい 青木  県外  男  ４０代  

サッカーのまちとしてさらなる発展に期待します。 下青島  焼津市  男  ２０代  

都会にそまらず、豊かで活気のある街並みにしていって

ください。 
大西町２丁目  県外  女  ２０代  

人口はそこそこあるが活気がないと思う。他の市や地域

の人が驚くような市民特典があれば良いとも思う。 
時ケ谷  静岡市  男  ４０代  

駅の近くは整備されていてとてもきれいだと思いますが、

遠い所は、まだまだ手を入れて欲しいと思います。 
大新島  焼津市  女  ５０代  

山間部ももっとキレイになるといいなと思う。放置してある

畑などの利用活用  
助宗  静岡市  女  ３０代  

全体的にインフラ整備が必要と感じます。 高岡１丁目  県外  男  ３０代  
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昔からやっていることが理由になるのではなく、本当に必

要かどうかで判断してほしい。町内会など地域では特

に。農家に優しいまちづくりをお願いしたい。 

下之郷  榛原郡  男  ４０代  

駅周辺 2km 圏内は、歩きタバコ、路上喫煙禁止にしてほ

しい。すぐ取り組んでほしい。新たに店舗を構える場合、

市民の意見を取り入れて欲しい。大人の事情もあるかも

ですが、魅力のない店ばかりでがっかりすること多い。駅

前の四つ（北口）は路上駐車が多く、キャバクラなど減ら

して普通の飲食店にしてほしい。治安が悪くなるし、けん

かも多い。車で主要道路に出る際看板が邪魔なことがあ

る。 

田沼３丁目  県内その他  女  ４０代  

同世代や若者が藤枝に残りたいと思う街になってほし

い。幼稚園や保育園、小中高の教育をもっとよくしてほし

い。 

光洋台  県外  男  １０代  

駅周辺の活性化に期待  田沼３丁目  県内その他  女  ５０代  

（17 税金） 

税金を適正に使ってください。   藤岡２丁目  県外  女  ３０代  

（18 窓口） 

いつも親切に案内してくださいます。 下之郷  県外  男  ３０代  

藤枝市役所が土日は休みなので平日有給休とって来た

事 
鬼島  榛原郡  女  ３０代  

もう少し笑顔で対応してほしいです。 天王町２丁目  島田市  男  ３０代  

窓口の人の対応がとても良かったです。 平島  島田市  女  ２０代  

手続きをネットでできるようにしてください。 田沼１丁目  焼津市  男  ３０代  

ホームページの転出の時に必要な書類の中にマイナン

バーカードがのっていなかった。 
高岡１丁目  県外  女  ４０代  

（19 情報発信） 

県外に暮していても藤枝といえばサッカーの町という認

知が高いと感じます。これからもサッカーの街としてＰＲし

て欲しいです。 

田沼３丁目  県外  女  ３０代  

近隣への情報の拡散が上手くできていない。（おまつりｅ

ｔｃ）こじんまりとしている。 
瀬戸新屋  県外  男  ６０代  

一人暮しで新聞もとっていないとイベントの情報がないの

で、ポスターなどでも良いのでもう少し情報があると良か

った。イベント→駅北でやっていることや駅南の小さいイ

ベント 

駅前１丁目  県外  女  ３０代  

行方不明者をお知らせする車が走るのが良いと思いまし

た。保護されたアナウンスもあり安心するので良いと思い

ます。 

南新屋  県外  女  ４０代  

藤枝市に限らず静岡県全体で観光に対するアピールが

下手だと思う。良い場所があるのでもったいない。 
音羽町６丁目  県外  男  ４０代  

イベントの宣伝が下手  駅前２丁目  県外  男  １０代  
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（99 その他） 

１人暮らしはいい経験になりました。ありがとうございまし

た。 
高洲１丁目  焼津市  女  ２０代  

とても住みやすい街でした。 志太２丁目  静岡市  女  ４０代  

今回残念ながら転出となりますが、藤枝は住みよい所だ

と思っているので、益々発展してほしいと思います。 
志太２丁目  島田市  男  ４０代  

転勤で全国行っているが今までで一番住みやすかった。 駅前２丁目  県外  女  ３０代  

とても住みやすかったです。 青葉町１丁目  焼津市  女  ３０代  

大きな不満はありません。 藤枝５丁目  県外  女  ２０代  

結婚を機に転出しますが、それがなければずっと住みた

いまちでした。 
音羽町３丁目  静岡市  女  ３０代  

イベントをたくさんやって盛り上げていけばいいと思う。 善左衛門３丁目  県外  女  ２０代  

市のキャラクターが怖い 若王子２丁目  県内その他  女  ２０代  

これからも頑張ってください。 鬼島  静岡市  女  ２０代  

今までありがとうございました。 田沼２丁目  県外  男  ３０代  

就職してたまたま藤枝に来て７年住んだ。特に不満はな

く、快適にすごせました。 
駿河台５丁目  県外  男  ３０代  

また藤枝に帰ってきます。 藤岡５丁目  静岡市  男  ２０代  

今後も市民サービスに努め、向上を期待してます。 音羽町５丁目  県外  男  
７ ０代

以上  

今までお世話になりました。 岡部町三輪  静岡市  女  ５０代  

ありがとうございました。 南駿河台６丁目  焼津市  女  ５０代  

藤枝で２年過ごしましたが、市役所の対応がとてもよく安

心できるところだと感じていました。 
築地１丁目  焼津市  男  ２０代  

若い世代が住みたい街であると思う。 駅前２丁目  焼津市  女  ３０代  

藤枝市で約 20 年過ごすことができ、良かったです。とて

も過ごしやすい環境でした。 
南駿河台４丁目  静岡市  女  ２０代  

県外出身者ですが、藤枝はとても素晴らしい街でした。

ありがとうございました！ 
高岡１丁目  県外  女  ３０代  

総合複合施設がない。楽しくない。 志太２丁目  県外  女  
７ ０代

以上  

地域の交流が活発でよい（ごみ収集所、小学生下校時

見守りなど）地域の祭りなども。 
高洲  県内その他  女  ３０代  

１年ほどしか住みませんでしたが、住みやすい街でした。 高岡２丁目  県外  女  ３０代  

お世話になり、ありがとうございました。 駅前１丁目  島田市  男  ４０代  

藤枝駅南図書館のパーキング１ｈ無料ですが、２ｈに延

ばして頂けると嬉しいです。 
高柳  県外  女  ４０代  

サッカーが好きなので楽しかったです。ラーメンもたくさん

あり、美味しかったです。 
青木２丁目  県外  男  ３０代  

生まれも育ちも藤枝市だったので、引っ越すのはさみし

いなと感じる住みやすい街でした。ありがとうございまし

た。 

田中１丁目  浜松市  女  ２０代  

 


