
すばらしさを表しているもの 良さ 第１回ふりえりシートより

自然 豊かな自然環境 大井川 水（大井川）と緑（お茶、山々に囲まれている）があり、きれいで美しい

大井川 ・  大井川という自然

文化遺産 ・  大井川の清水

蓬萊橋 緑 大井川と豊かな山森

河原町の番宿 穏やかな気候 気候が良く、産業もいろいろな物が出来る（特に第１次から第6次産業まで）

古い民家、城跡 ・  気候が穏やか

富士山が美しく見える 島田市の素 大井川 生活、産業、文化の土台となっている

北アルプスの玄関口 工場が大井川沿いに集中して立地しています。日本でも有名なネスレ、クノール、特殊東海、紀文など。とても流水のすばらしさと思います。

温泉

島田大祭

野守まつり 茶 お茶という社会資源が島田市を豊かにしている。

金谷茶まつり 島田の地を歩いているだけでお茶の香りがして人々に安らぎと癒しを与えてくれます。

大井川鉄道、ＳL 魅力 歴史的価値

文化

伝統 320年間続いている伝統は素晴らしい。高齢者の方々は３年後の開催を生き甲斐にしている。

スポーツイベント ・  蓬萊橋

独自性 観光になり得る自慢の橋、祭り、とても他県にはないと思っています。

観光になり得る自慢の食事（茶ですが）とても他県にはないと思っています。

スポーツ施設 日本三大奇祭である、全国に誇れるお祭りである

交通の利便性 島田市の観光地の一つとして、多くの方々を魅了し、感動を与えています。

新東名、島田金谷インター 情緒 川根地区の花火大会もある夏祭り。田舎の祭りであり、野守の池から打ち上がる花火は情緒もあり、観光資源としてすばらしい

東名高速にも近い イベント 帯祭りやマラソン等のイベント

国道１号線 点在する観光資源 観光資源が多い、点と線で結べば、素晴らしい地域にある。観光コース、種々を宣伝すればもっと良くなる

JR東海道線 ・  観光資源

静岡空港

お茶

スポーツイベント、施設

大井川河川敷、ローズアリーナを利用するスポーツ、イベント等は目を見張るものである。

観光ボランティアガイド 利便性 人やモノの往来 第二東名、東名、東海道、空港など、東へ西へ交通の便利性はきわめてよい。東京、名古屋、大阪の方々との交流も苦にならない。

シマアツ（島田がアツいプ

ロジェクト）

静岡空港が開港したことと新東名金谷インターが設置されたことによる金谷インター、牧之原インター、吉田インター、空港、御前崎港が結ば

れ、産業、観光のメリットは大きい（＋新幹線新駅？）

空港、高速道路、JR　ＳLもある（観光）

国道１号線、東名、新東名高速道路、東海道本線、静岡空港は市民の生活に多いに役立っている。しかし、将来にむけた活用プランはまだ不

十分である。

環境：交通の便が良く、人が集まりやすい、職業上にも流通にもよい、人々が通ることだけで良い（今後は一時停止を）

・  交通の便

・  東名、新東名、東海道線、国道１号線等主要交通機関がある

産業の充実 ・ 社会資源の多さ

・  大きな工場があること

・  農、工、商が揃った町

世界とのつながり

太平洋の向こうから島田のことを見つめている友だちがいるというメッセージをこめて創られた公園。世界に目を向けるだけでなく、世界から

観られる存在でもあることに気づかせてくれる。

市民の姿勢 文化、伝統を守る この地域にとってお茶がどれだけ大切なものか体現しているところ。地元の特産というだけでなく、お茶がもつ文化的なものが感じられる。

島田市の歴史、伝統を伝えている

文化や歴史、自然を大切にし、伝えていく姿勢が必要

観光客に島田の歴史や伝統を伝えている。

木材、木製品や世界に羽

ばたいている産業
大井川マラソン大会は、河川敷を利用したマラソン大会で、リバティーはマラソンランナーにとっては安心して走ることができるとともに、大井

川沿いの景色を観ながら走ることができる優れた場所であり、マラソン大会の時には大勢のボランティアの人々をはじめ市民との取り組みが

されている

リッチモンド市にある

SHIMADA PARK

普段はあまり水がながれていない大井川だけど、今の島田市があるのはやはり大井川のおかげだと思う。この大井川に関係した歴史的な成

り立ちはかけがえのないものであり、この大井川によって成り立っている工場をはじめとする産業も島田市らしいものであると思う。

帯まつり、髷祭り等歴史的価値が高い。これらの祭典は県内のみならず、県外に情報発信をしても大きな反響を得られる資質を持っている。

川越遺跡も全国に知られている。

しまだ大井川マラソン大会

・  町の祭り、スポーツイベント等、県、国にも知られているので、出来る限りPRにもなりますので、よい方法で継続してほしい

ものです。

お茶、みかん、梅などの栽

培

マラソン施設、陸上、野球、サッカー、ソフトボール、グラウンドゴルフ等交通の便の良い施設が多い。整備し、全国に向け、利用者拡大がは

かれる。市の活性化につなげられる資産である。



文化、伝統芸能、歴史につながる祭りの多い町である。絶えることなく伝承していこうとする市民風土がある。

老若男女が一丸となって真剣に伝統を継承しているところ。文化が生きている感じがする。

文化や歴史、自然を意識し、守りつたえていこうとする姿勢

・  文化や歴史、自然を大切にし、それを伝えていこうとする姿勢が良いと思います。

・  （伝統を重んじている）

ボランティア 全国的にも知られている大会。コース運営方法やボランティアスタッフの評判はとてもよい。

つながり行動する 島田市内を広域に商店主が連携して盛り上がっていこうという若手商業者の集まりは島田が誇れる素晴らしい点である。

コミュニケーションのよさ 地域内の人同士のコミュニケーションが豊か。

平和的な気質 ・  島田市の空気は実に平和的

協調性がある 町内会の会議等でも争いはあまりないように感じる

・  人と人とのつながりが持てるまち

・  協調性

仲良し 子どもから老人まで仲が良い。

気取らない 気取らない人たちが多いこと、島田弁が心地よい

・  気取らない人たちが多いこと。島田弁が心地よい。

温かい 人と人とがお互いに思いやりを持ち、交流することによって、優しさと温かさが生まれます。

小学生の登下校を見守る防犯パトロール（子どもたちは安心して通学できる）

・  あたたかさ

・  人の温かさ

・  人の温かさ

ふるさと愛 市の将来について一生懸命に考えている人の温かさを感じる

・  他の市とかに比べて、地元が好き、島田市を好きだという気持ちが多いのではないかと思います。

・  市の将来について、一生懸命に考えている人がいる

・  島田市民が市の将来について真剣に考え、活動していることがすばらしい

もてなしの心 おもてなしの心が豊かである。

住んでいる人の素直さ 決まったことは守る

・  全体的に島田市の市民が善良な人が多い

・  可能性を持っている



どんな人 どんなこと 困っていること よさ

コミュニティ

コミュニティ活動に関わっている人

地域で幅広く活動に関わっている。各部会

をもっての活動、ふれあい活動、環境活

動、防犯交通等

役員のなり手がいない。組織体制に問題が有る．運営

方法にも問題があるのでは。企画の方法が問題と思わ

れる。

問題意識があるものの、いろいろな形で参加してい

る。高齢になっても協力している。まさに奉仕の精神

です。新しい方の補充が必要でしょうか。

杉山

自治会活動に関わっている方

自治会活動に先頭になって事業に参加し

ている。地域の団体活動に参加する、他

団体の活動に参加している。市の団体活

動に参加している等、幅広く活動に参加し

ている

後継者がいない。忙しいばかりで引き受けてくれない。

自治会によっては、組織体制がはっきりしないため、忙

しいだけである。コミュニティ等各種団体との関わり方が

難しいし、それぞれの組織体制がはっきりしない。

ものごとに積極的に対応している。問題点を常に模

索している。前向きに考えて入る様子です。各種団

体との意見交換をしていけば、かいけつできることも

ある。各複数町内会はいいようですが、その他の地

区は後継者については苦労している様子です。

杉山

道悦島地区

地域の方々が町内会単位で身近で気軽に

参加できる居場所を提供している

スタッフの人材育成、実施場所の確保、実施に伴う財源

確保

自分たちの地域は自分たちでよくしようという地域の

方々の想いが素晴らしい．（一人暮らし高齢者の居

場所、地域の子どもの安心、安全の確保）

又平

第三小学校地区

地域の方々による第三小学校の下校時の

声かけ運動

スタッフの人材育成、地域の大人と子どもの世代間交

流（地域の人間関係の希薄化）

又平

南原の自治会長さん

楽しく明るい地域づくり（高齢者や子どもた

ちとの交流、地域の歴史や文化展をする）

会議が多く忙しい。参加へのよびかけ、参加してくれる

人が少ない（毎回同じ人になってしまう）

まとまりのあるまち（団地、農家の人々との交流がは

かられている）

大池

南原の自治会長さん

防災意識の向上（市行政との円滑な連

携、初倉地域における相互連絡）

災害に対するより充実した対応が求められている

地域におけるあいさつがみんなできている（高齢者

も子どもも元気がよい）

大池

抜里エコポリス島田市、旧川根町抜里

地区の住民のみなさま（参加団体＝抜

里町内会、抜里子供会育成会、川根町消

防団第３分団、抜里親和会、抜里花の会、

ＪＡ女性部、青年部など）

水路の草刈、花の栽培、ホタルの保護

住民の皆様の高齢化のため、用排水路、道路、農地な

ど保全管理が困難になってきている。イノシシ、ハクビシ

ン、タヌキ、キツネなどによる農作物の被害

年２回の河川美化活動には、抜里全世帯より１名参

加されて美化活動をしている。抜里地区住民の協調

性は義務感ではなく、積極的な努力感が感じられ

る。

小玉

川根の青年団 川根町駅伝大会（第４５回）

新入団員の加入に困っている。参加チーム数の減少

（子どもの減少）

地域の伝統行事を継続するために、打ち合わせた

運営に努力している姿

諸田

消防団員（25年間）

地域、若者の理解（団員の減少は、少子化はもちろん、

若者、地域、企業の理解、協力を行政サイドからも望ま

れている）

防災は地域の連携がなくては成り立たない。普段か

らの横のつながり、コミュニケーションがいざという時

に重要となる。

村松

市民団体

ＮＰＯ法人クロスメディアしまだ

ライフステージごとに島田を好きになっても

らうことをしている

島田のためになるＮＰＯや団体はやくさんあるが、つな

がっていない。つながればもっと島田はよくなる。

本格的なＮＰＯ。資金も自分たちで稼いでいる。いろ

いろな人をつなげている。ハブ的な働きができる。

大池

シマアツの商業者

異業種の商業者が町の活性化のためにイ

ベント等により活躍している

成果と継続

商店街はシャッター通りだが、シマアツのがんばりは

今後の発展を左右すると思う。

坂部

島田青年会議所（JC）

新米パパになった人たちを対象にカタカタ

製作を通し、自分たちの住み暮らす地域

の歴史を伝え、誇りを持ってもらう事業を

展開した

若年者のＵターンが少なく、少子高齢化が進行地域の

加速の解消策が見いだせない。

地域産業に興味を持って、かつ地域を愛してくれる

人の増加の一助となっている。

朝比奈

かわねkawaiiプロジェクト松島和徳さん

観光や川根のイベントを様々主催。川根

のコミュニティとして月１回のペースで「ご

えん会」を開催

河川の規制がされていないので、観光客が来るのはい

いが、キャンプやバーベキューをして帰っていくだけ。整

備をしてキャンプ場にするなど、対策をしなくてはゴミを

残すだけの観光客は問題だ。

地域の人や観光客に優しいまちづくりをしている。多

くの人が来るだけでなく、地域にお金が落ちる仕組

みづくりをしようとしている。

朝比奈

防災しまだ分科会

災害発生を想定した防災キャンプ、防災

フォーラムの開催

防災マップの作成

防災訓練だけでなく、災害発生時の生活を体験する

ことはとても役立つと思います

荒浪

国際交流協会リッチモンド友好委員会

（副委員長　田中さん　３８才男性）

若手スタッフが事業の中心になり、姉妹都

市交流の発展に努めている

都市交流に対する考え方の変化を身にしみている。今

や個人間での国際交流が容易になり、その分行政が担

うこと意味が薄れてきたよう。まちがサポートしてくれる

ことの必要性を再認識してほしい。

ボランティア活動だからこそお金に換算できない純

粋な想いに支えられている活動だと思った。そこを

底支えするというまちの役割が見えてきた。

森

KAWANE夏祭り＠BIG NATURE（14回

開催）実行委員メンバー

天王山公園や街ライブ

補助金が減りそう→観光や川根のPRの目的等もある

が、行政がわとの意識の一体感がまだまだイマイチ

20代の若者が頑張っている！県外からのリピーター

が増えている。今期で15年目となり、歴史もできてき

た。

諸田

公職

民生委員

一人住まいの家庭に定期訪問および集会

（お楽しみ会）

家のそうじ、かたづけが思うようにできなくなった。集会

場までの交通手段に苦労しています。

献身的な行動に頭が下がります。いつも明るく対応

している。

坂田

民生委員の方

各家庭を回り、話を聞いたり、手助けをし

たり、良く相談相手になって、地域の方か

ら喜ばれています。一人暮らしの方には、

毎月訪問し、生活状況や環境問題など、

問題点を恒美見いだしている。

地域割りについて（ひとりの持ち世帯がバラバラであり、

たいへんな方がいる）地区割りで異性間の問題がある

人もいる。買い物など、いろいろ手伝ってくれる人がいる

ようですが、その方がお金を貸して欲しいとか言われる

が、いいんとしてそこまでは関われないと思うし、どうす

ればいいの、市の方には伝えてあるが、その後の返事

はないようです。

はじめての方にお願いをして、役員になってもらって

いますが、役をしっかりやっていただいている様子が

わかりました。時々様子を伺ったほうが良いと感じま

した。

杉山

保護司（３８年目）

親の対応（自分のことで精一杯か、子どもは放任主義。

他人事と考えている親が多い。金でかいけつしようとす

る親も多い。親の再教育の必要性を感じている）

県保護司会長、全国の役員をして国全体としての組

織を理解している。目立たない地道な継続を知るこ

とができた

村松

産業

酒屋を経営している人

島田の街中に工場を立て直し、人を集め

る街にしたいと考えていました。

会社の工場を今ある場所に改修し、そのままのところで

作業をしていきたい。離れて郊外に移すと街中心の利

点がなくなり、さらに島田の中心の良さがなくなるので

は

島田の中心を発展させるにはどのように集客させる

かを考えていること、島田の観光名所を作ろうとして

いる

池内

竹中ストアー（大津通）のご主人 おいしいくだものの普及に努めている。

いちごのつぶつぶを取って食べようとする子どもや、き

んかんの皮をむいて与えようとする親がいること。本物

離れがすすんでいる。

自分の仕事に誇りと責任感を持っている感じがし

た．自分にあった方法でまち（地域）の人に貢献して

いるところ。

森

個人

交通誘導員の方々 交通整備をしていた

できるだけ渋滞や事故が生じないようにしているとのこ

と

交通整備の方々によって工事中の場所などでもス

ムーズに交通が進む

大柿

ゴミ捨て場の管理者の方 分別や管理をされていました 鳥などのゴミ荒らしがあるので、解決したいとのこと

ゴミの分別や運搬に手助けをしてくれたり、きれいに

することによって街の美化につながります

大柿

町内の中老の人 毎日、家の近所の道路のゴミ拾い

一度の多量の枯れ葉の処理はたいへん。ゴミ拾いの様

子を見ていた高校生（野球部）が学校の周辺のゴミ拾い

をやるようになった。

学生がおこないようになったのは私のちょっとしたア

ドバイスがきっかけであったと思った。

坂部

開発と自然の融合 島田市の自然や伝統、文化を大切にするところと商業施設などが融合することによって、より多くの方々に足を運んでいただけると思います。



どんな人

コミュニティ 市民団体 公職

コミュニティ活動に関わっている人 川根の青年団 民生委員

自治会活動に関わっている方 消防団員 保護司

道悦島地区 ＮＰＯ法人クロスメディアしまだ

第三小学校地区 シマアツの商業者 産業

南原の自治会長さん 島田青年会議所（JC）

南原の自治会長さん かわねkawaiiプロジェクト松島和徳さん

防災しまだ分科会 竹中ストアー（大津通）のご主人

個人

交通誘導員の方々が交通整備をしていた

ゴミ捨て場の管理者の方が分別や管理をされていました

町内の中老の人

よさ 困っていること

まちをよくしようという思いをもって活動している 高齢化による担い手不足 　　　具体策

地域が潤うしくみづくりを考えている 若者が減り、少子化が進んでいる 観光への施策不足

地域愛を育てようとしている 市民の（地域活動に対する）関心、理解不足 中心地の求心力低下

人と人をつなげようとしている 地域活動の担い手と資金不足 災害への備え

伝統を守る努力をしている 地域活動の組織体制が不明瞭 移動の不便さ

地域のなかの交流がある 市民間の連携不足 親の再教育

行政の役割、コミュニケーション不足 本物離れ

奉仕の精神がある 良好な生活環境維持のための負担

地道に、まちを俯瞰しつつ活動している 安全対策

責任感がある

誇りを持って地域に貢献している

酒屋を経営している人に島田の街中に工場を立て直し、人

を集める街にしたいと考えていました。

抜里エコポリス島田市、旧川根町抜里地区の住民のみなさま（参

加団体＝抜里町内会、抜里子供会育成会、川根町消防団第３分

団、抜里親和会、抜里花の会、ＪＡ女性部、青年部など）

国際交流協会リッチモンド友好委員会

（副委員長　田中さん　３８才男性）

KAWANE夏祭り＠BIG NATURE（14回開催）実行委員メン

バー（天王山公園や街ライブ）



困っていること

人

高齢化による担い手不足

住民の皆様の高齢化のため、用排水路、道路、農地など保全管理が困難になってきている。イノシ

シ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどによる農作物の被害

若者が減り、少子化が進んでいる 若年者のＵターンが少なく、少子高齢化が進行地域の加速の解消策が見いだせない。

新入団員の加入に困っている。参加チーム数の減少（子どもの減少）

市民の（地域活動に対する）関心、理解

不足

会議が多く忙しい。参加へのよびかけ、参加してくれる人が少ない（毎回同じ人になってしまう）

地域、若者の理解（団員の減少は、少子化はもちろん、若者、地域、企業の理解、協力を行政サイド

からも望まれている）

地域活動の担い手と資金不足 スタッフの人材育成、実施場所の確保、実施に伴う財源確保

地域活動の組織体制が不明瞭

役員のなり手がいない。組織体制に問題が有る．運営方法にも問題があるのでは。企画の方法が問

題と思われる。

後継者がいない。忙しいばかりで引き受けてくれない。自治会によっては、組織体制がはっきりしな

いため、忙しいだけである。コミュニティ等各種団体との関わり方が難しいし、それぞれの組織体制

がはっきりしない。

市民間の連携不足

島田のためになるＮＰＯや団体はやくさんあるが、つながっていない。つながればもっと島田はよくな

る。

スタッフの人材育成、地域の大人と子どもの世代間交流（地域の人間関係の希薄化）

行政の役割、コミュニケーション不足 都市交流に対する考え方の変化を身にしみている。今や個人間での国際交流が容易になり、その分

行政が担うこと意味が薄れてきたよう。まちがサポートしてくれることの必要性を再認識してほしい。

補助金が減りそう→観光や川根のPRの目的等もあるが、行政側との意識の一体感がまだまだイマ

イチ

地域割りについて（ひとりの持ち世帯がバラバラであり、たいへんな方がいる）地区割りで異性間の

問題がある人もいる。買い物など、いろいろ手伝ってくれる人がいるようですが、その方がお金を貸し

て欲しいとか言われるが、いいんとしてそこまでは関われないと思うし、どうすればいいの、市の方に

は伝えてあるが、その後の返事はないようです。

観光への施策不足

河川の規制がされていないので、観光客が来るのはいいが、キャンプやバーベキューをして帰って

いくだけ。整備をしてキャンプ場にするなど、対策をしなくてはゴミを残すだけの観光客は問題だ。

中心地の求心力低下

会社の工場を今ある場所に改修し、そのままのところで作業をしていきたい。離れて郊外に移すと街

中心の利点がなくなり、さらに島田の中心の良さがなくなるのでは

災害への備え 災害に対するより充実した対応が求められている

防災マップの作成

活動の結実 成果と継続

移動の不便さ 家のそうじ、かたづけが思うようにできなくなった。集会場までの交通手段に苦労しています。

親の再教育

親の対応（自分のことで精一杯か、子どもは放任主義。他人事と考えている親が多い。金で解決しよ

うとする親も多い。親の再教育の必要性を感じている）

本物離れ

いちごのつぶつぶを取って食べようとする子どもや、きんかんの皮をむいて与えようとする親がいる

こと。本物離れがすすんでいる。

良好な生活環境維持のための負担 鳥などのゴミ荒らしがあるので、解決したいとのこと

一度の多量の枯れ葉の処理はたいへん。ゴミ拾いの様子を見ていた高校生（野球部）が学校の周辺

のゴミ拾いをやるようになった。

安全対策 できるだけ渋滞や事故が生じないようにしているとのこと

具

体

策



よさ

まちをよくしようという思いを

もって活動している

自分たちの地域は自分たちでよくしようという地域の方々の想いが素晴らしい．（一人暮らし高齢者の居場所、地域

の子どもの安心、安全の確保）

島田の中心を発展させるにはどううように集客させるかを考えていること、島田の観光名所を作ろうとしている

商店街はシャッター通りだが、シマアツのがんばりは今後の発展を左右すると思う。

20代の若者が頑張っている！県外からのリピーターが増えている。今期で15年目となり、歴史もできてきた。

年２回の河川美化活動には、抜里全世帯より１名参加されて美化活動をしている。抜里地区住民の協調性は義務

感ではなく、積極的な努力感が感じられる。

ものごとに積極的に対応している。問題点を常に模索している。前向きに考えて入る様子です。各種団体との意見

交換をしていけば、解決できることもある。各複数町内会はいいようですが、その他の地区は後継者については苦

労している様子です。

ボランティア活動だからこそお金に換算できない純粋な想いに支えられている活動だと思った。そこを底支えすると

いうまちの役割が見えてきた。

地域が潤うしくみづくりを考え

ている

地域の人や観光客に優しいまちづくりをしている。多くの人が来るだけでなく、地域にお金が落ちる仕組みづくりを

しようとしている。

地域愛を育てようとしている 地域産業に興味を持って、かつ地域を愛してくれる人の増加の一助となっている。

人と人をつなげようとしている 本格的なＮＰＯ。資金も自分たちで稼いでいる。いろいろな人をつなげている。ハブ的な働きができる。

防災は地域の連携がなくては成り立たない。普段からの横のつながり、コミュニケーションがいざという時に重要と

なる。

伝統を守る努力をしている 地域の伝統行事を継続するために、打ち合わせや運営に努力している姿

地域のなかの交流がある まとまりのあるまち（団地、農家の人々との交流がはかられている）

地域におけるあいさつがみんなできている（高齢者も子どもも元気がよい）

奉仕の精神がある

問題意識があるものの、いろいろな形で参加している。高齢になっても協力している。まさに奉仕の精神です。新し

い方の補充が必要でしょうか。

献身的な行動に頭が下がります。いつも明るく対応している。

地道に、まちを俯瞰しつつ活

動している

県保護司会長、全国の役員をして国全体としての組織を理解している。目立たない地道な継続を知ることができた

責任感がある

はじめての方にお願いをして、役員になってもらっていますが、役をしっかりやっていただいている様子がわかりま

した。時々要すを伺ったほうが良いと感じました。

自分の仕事に誇りと責任感を持っている感じがした．自分にあった方法でまち（地域）の人に貢献しているところ。

交通整備の方々によって工事中の場所などでもスムーズに交通が進む

誇りを持って地域に貢献して

いる

ゴミの分別や運搬に手助けをしてくれたり、きれいにすることによって街の美化につながります

学生がおこなうようになったのは私のちょっとしたアドバイスがきっかけであったと思った。

防災訓練だけでなく、災害発生時の生活を体験することはとても役立つと思います


