
NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

1 市内で透析ができるように！！！

島田市⺠は、市外で透析をしています。駅
前のクリニックには60人程度しか⼊れな
いし、市⺠病院は市⺠は拒否されます。お
かしくありませんか？うちは焼津市まで
通っています。透析患者の家族はまともに
働けません。

島田市は、お茶や温泉があり、高齢者に優しい環境です。透析ス
テーション＆市⺠の憩いカフェ。リモートワークもできるよう
な、透析クリニックありの市⺠のスペースを作る。

50代 女性

2 保育園が充実すると良い
⼩規模園ばかり増えて年⻑さんまで保育し
てもらえず途中で転園しなければならなく
なるのが不安。

今よりも大きな園を作り職員の集約化を臨む。 30代 女性

3
障がいを抱える人や不登校の人が主体と
なって地元のお茶を販売する

どんな人も生まれてきたことを誇りに持つ
べきだし、地元のお茶をお客様に販売する
役割を担うことで地元(島田)をもっと好き
になれると思います。そしてすべての人が
主体的に生きられる社会を島田市から発信
したいです。

障がいを抱える人や不登校の人が地元のお茶屋さんから実際に茶
葉を仕⼊れる(自分たちでお茶資源をお茶屋さんから学ぶ目的で
す)
自分たちで調達した茶葉をお客様に販売する
→ビジネスの一環でお茶屋さんとお客様をつなぐ仕事の役割が理
解できる
→自分たちから主体的にお茶資源に関わることができる
私は藤枝市⺠ですが、もし本気で取り組める環境があるならば本
気で取り組みたいです

30代 男性

4
子供達が集まって勉強出来る施設があっ
たらいいな

前にSL公園にあったよう⼩さな児童館が
欲しい。机が並んでて、クーラーが効いて
て、分からない宿題とか聞ける場所が、な
かなか無いから。公園と児童館が一緒に
なってるのがいい。今の児童館は有料だ
し、堅苦しい気がしてて...素敵な場所なん
ですけど...。
公園にも不審者が居たりするので、子供同
⼠で遊ばせる時に、すぐ避難出来る場所と
しても必要だと感じたから。

またSL公園のプール跡地に、⼩さな児童館をつくる。地域の公⺠
館のような感じ。プチ図書室や冷水機があって、事務所に職員さ
んがいて、雨の日でも室内で遊べるものが少しある。
学童に行ってない子達が、気軽に集まって遊べる空間になれば。

30代 女性

5
ワクチン、マスクの同調圧力を無くしてほ
しい。特に元気な子ども達はマスクしない
よう呼びかけてほしいです。

幼稚園、⼩中高は特に。表情って大切で
す。外でもマクスしていたら走ろうともし
ません。未来を支える子ども達を酸欠にし
てはいけないと、私は思います。マスクを
して熱中症で倒れたら、亡くなったら、こ
の御時世だから仕方がないね。で終わるの
でしょうか。体力をつける大切な時期で
す。マスクしないと⼊らない商業施設は差
別だと思います。せめて、マスクしましょ
うのポスターは外してほしいです。

マスクは任意です。咳やくしゃみのエチケットをしましょう。マ
スクする人もしない人もどちらが正しいもありません。善悪つけ
れば争いが生まれます。

30代 女性
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6
駅前通りを料理通りを作ってほしい。
駅前の駐車も増やしたい

駅前は土地が高いから店がでない
学生も簡単に⼊れる店を市で増やして活性
化してほしい

学生も簡単に⼊れる店を 40代 男性

7
島田市⺠の⽼若男女の交流が盛んで、物の価
値観や将来に繋がる縁の構築。地元の逸品を
知り、地元を愛する人々の町にしたい。

若者の地元離れや子供達の教育、価値観の構
築には沢山の人に触れ、沢山の物を見る必要
がある為、何かしらの交流の機会を作る必要
があると思うからです。
（提案について）
 地産地消の推進。人々の交流。大人から子
供まで巻き込んだ経済効果も得られる企画だ
と思いますし、農業者が面に出られる機会や
農業の魅力を感じる機会になると思うからで
す。食は全員が共通して関われる物ですし、
参加者の幅が広がると思います。

島田市内の農家で作られた農作物を活用し、B級グルメ祭のような企画
や学生の料理研修があるといいなと思います。

20代 男性

8 キャンプ場ができるといいな キャンプがしたいから 川根地区の空き地をキャンプに転用する 20代 男性

9 イオンやコストコが出来たら良いな 近所には無いので 現在の広大な空き地を利用して店舗誘致してほしい 30代 女性

10
タータントラックの陸上競技場があると
嬉しいです

藤枝市や焼津市にくらべ施設に見劣りがし
ます。島高さんの活躍や、合宿の誘致を行
うにあたって魅力ある環境を整えたいで
す。

学区統合で廃校となった箇所に、地域防災の拠点となるようなも
のを備えつつグランドを400メートルトラックに改修してみては
どうかと思います。

40代 男性
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11 大型商業施設参⼊ 市⺠利便性、市収益 商店街再構築 60代 男性

12 キャンプ場が近くに出来ると嬉しい
今は市外や川根の奥まで行かなければいけ
ないから

阿知ヶ谷や、大津などにつくる！ 20代 男性

13 市⺠がみんないい人になるといいな。

みんながお互いギスギスしないで、にこや
かに過ごすことが出来たら、きっといい街
にになると思います。コロナで閉塞感があ
る中、お互い協力し気持ち良く生きていき
たいです。

まず、自分が変わるという意識が必要なので、変わるための啓発
事業を行う。

50代 男性

14 蓬莱橋の近くに足湯があったらいいな
川根温泉の足湯、温泉後に温まって帰って
ますが、コロナ禍で行くのを我慢していま
す。

やくなし茶屋の所で、お茶を飲んだり、景観を楽しみながら、夜
ならライトアップを楽しみながら浸かれたらいいなぁと思います

30代 女性

15 児童手当増やして欲しい
育休中、お金が気がかりで育児に専念出来
ない

児童手当1ヶ月5万円 30代 女性
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16
あらゆる競技が出来るパークが出来たら
良いです。

運動、体を動かしたくてもなかなかする場
所がなかったり、屋内はローズアリーナが
ありますが屋外の施設が少なく感じるた
め。

現在横井の球場北側が大きな空き地となっているため、総合ス
ポーツパークみたいにサッカーやフットサル、バスケ、テニス等
屋外で行うスポーツ施設を作ってもらえたらありがたいです。

40代 男性

17 道路が広くなって欲しい

道が狭く、すれ違いが大変な道が多過ぎ
る。行き止まりの細い道も多い。⼩学生の
登校、犬の散歩、車の運転、全て気が重く
なるので、改善して欲しい。

アンケート、区画整理 40代 女性

18 日本で一番有名な市になって欲しい
多くの人が住んで、訪れて、関わってくれ
ることが、今後も島田市であり続けるため
に必要なことだと思ったため

島田出身の有名人に依頼してステルスマーケティングをする。有
名になりそうな漫画等のコンテンツに、お金を払ってでも島田市
を舞台として出してもらう。

30代 男性

19
島田球場前の空き地を有効活用してほし
い。

せっかくあんなに広い更地があるのにもっ
たいない！

土地を売りに出して住宅地にする・コストコを作る・ニトリを作
る・スシローを作る・(昔商店街にあったみのる座のような)映画
館を作る・島田が活性化しそうな商業施設(アピタが潰れないよう
にアピタとは少し違った)を作る

20代 女性

20
金谷駅前や周辺が千頭駅周辺みたいに賑
やかになるといいな

金谷駅から新金谷駅まで歩く人やハイキン
グに来た人たちからどこか食事できたり休
憩できる場所はないですか？とよく聞かれ
る
今のままではお店は減っていくばかり
何か助成なり支援なりしてもらえればいい
なぁ

空き家の活用
駐車場の確保
移住者支援
などなど

50代 男性
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21
初倉にも子供も大人も安心して遊びに行
ける公園ができたらいいな！

道などは良くなっていく一方、公園などが
なく安心して遊べる場所がなく、車で遠く
の公園まで行かなくてはいけない。コロナ
禍で、体力低下も心配になるので、広くて
安心して遊べる場所が欲しいからです。

遊具だけでなく、広場がある公園作り。
ボールや⼩さい子が出ていってしまわないようにフェンスの設
置。周りからも中の様子が分かる、死角のない作り。

30代 女性

22
明石市のように子供世代にもっと力を⼊
れてほしい。

ニュースや明石市在住の友人から話を聞い
て羨ましいと思うことばかり。

せめて医療費無料にしてほしい。花畑作るなんて例ださないで。
もっと必要なことあるでしょ？このご時世に市⺠同⼠でやりたい
ことって、増えてきているコロナ感染者をさらに増やすの？何で
このタイミングでこの様な提案がでるのか理解できない。日々は
もっと切迫していて、今月のお給料さえ厳しくなってきているの
に。市⺠同⼠の交流より、子育て世代に力を⼊れてよ。これから
の島田を担う子供を大切にしないでどうするの？

30代 男性

23
⼩さい子供が遊べるところ増やして欲し
い

遠出できないからなるべく身近で遊べるか
ら

室内の公園つくる 20代 女性

24 駅前に書店があったらいいな
電車通勤で駅を出たとき買いたい本を思い
出してもすぐに買うことができない

空いているビルの一階を書店にする
50代 男性

25
島田市がもっと賑やかな町になるといい
な

他市で買い物したり、遊ぶことが多いから
公園に遊具を新しく⼊れる、フリーマーケットを定期的に開催、
駅に市⺠ピアノを置く、コストコなどを誘致……など

40代 女性
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26 助け合えたらいい

障がいの持つ人も健常の人も助け合えたら
笑顔が増える。
障がいの持つ人達が制作した物や食料を販
売できたら

もっと共生社会になるように、障がいの持つ人たちの制作した物
や食事を販売を役所の空いてるｽﾍﾟｰｽで販売する

30代 女性

27
元北中学校の通りが広くなったらいい
な。

土日が特にそうですが、道路に自転車が前
を走り、車はノロノロになってしまう。

大井川側を1m広く、広げる。
50代 男性

28
島田駅ロータリーに花??を植え癒しにな
れば

電車から降りて殺風景 藤枝駅のように少しでも花があれば気持ちが明るくなる。 50代 女性

29

大井川土手沿い（蓬莱橋、緑地公園周
辺）にグラウンドではなく親水公園や
キャンプ、BBQなどを出来る施設が欲し
い

身近にあればいつでも遊べに行ける
空いてる土地の有効的に活用する。商業施設が少ないから誘致す
るとか

40代 男性

30 通学路の整備をして欲しい

通学路での車と子供(歩行者)とのすれ違い
の際、どちらかが未整備の側溝に落ちそう
になったり、歩行者が他人の敷地に避けな
ければならない。

通学路の総点検をして、整備を早急に行う。 50代 女性
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31 お茶の商品を扱う店ができたらいいな
もっと島田のお茶をいろんな人に知っても
らいたいから

お茶ランドを作る 10代 女性

32

藤枝蓮華寺見たく、皆んなが車でも気軽
にきて散歩コースできるとか、それには
スタバとか大きなパン屋さんとか有れば
良いと思う。
せっかくの場所が台無しだし綺麗にして
島田から藤枝に行く様に、皆さんにもし
まだにきて欲しい。金谷にあるけど、物
足りない

綺麗な街を作りたいし、なんか閑散として
いる

やはり若者にはスタバ、家族連れには大きなピーターパンみたい
なパン屋さん
そして高齢者には、散歩。ワンちゃんの散歩コース

50代 女性

33 ばらの丘周辺の整備
市⺠が集まるアリーナや市の花のバラ園な
どある地域ですが寂れています

アリーナや公園など地元⺠が利用するお店がない コンビニがほし
い
道の整備が悪く また バイパスのトンネルが暗いため 明るくして
絵を描いてもらう
島田2中裏の竹やぶがあれ放題なのできれいにして中学生が安全
にと通れる道を作る
公園の池が外来魚だらけ かいぼりをして昔ながらの生物を守り育
てる
アリーナ周辺に花をいっぱい植える

30代 男性

34
河原町にある公園（朝顔の松）公園に遊
具ができたらいいな。

公園に遊具がないから、人が集まらない。
土地が無駄になっていると思うから。

魅力ある公園にすれば、河原町に人が集まるのでは？ 30代 男性

35
駅前周辺の商店街が活性化すると、いい
かなって思いますよ。

駅前が賑やかな町は、どこも活気があって
人が集まってくるから。

現在シャッターの下りている空き店舗を改装して、レンタルルー
ムにしたり、お店を出したい人の支援のお手伝いをしたり、とに
かく
空き状態を無くすことを考えたい。

60代 男性
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36
道路脇に低い樹木や、花々を植えて欲しい。
島田の街はきれいで、気持ちがいいと思っても
らいたいし、自慢したい。

毎年、大井川マラソンで、全国から沢山のラン
ナーが来て下さいます。何も特徴のない街です
が、島田市は通りが明るくスッキリきれいに
整って気持ちがいいな。と思ってもらいたい。
造園、園芸のスペシャリストも職員に採用して
いただきたいし、しっかり予算を取っていただ
きたい。
草が生え放題の通りが多く、不愉快に思う時が
あります。
大井川マラソンの時だけ、きれいにするのでは
なく、一年中きれいな街であって欲しい。

ヨーロッパの街並みの様な、木々や花に彩られた景色になったら嬉しいで
す。 60代 女性

37
買い物をするのに他の市に行かなくて良
いみたいに大型ショッピングモールの誘
致を

他の市町より人が来る仕事の場所が増え
る?

学校跡地 の有効利用空港との利便性があるので
60代 男性

38 組⻑とか副組⻑とかが無い市 皆嫌がってるのに何故やらせるのか 順番にやるのでは無く立候補制 50代 その他

39 巨大なテーマパーク
市⺠みんなでおもてなしの心で、外から来
た人に対応すると、島田も潤うから

市⺠みんなで統一のテーマで、おもてなしする 50代 男性

40 きれいな町
普段ウォーキングをしていて思うのです
が、ゴミが沢山落ちていて不快に思う。草
も生え放題だし。

それぞれが ゴミを外に捨てない取り組みや、ゴミ広いポイント
など 楽しく取り組める制度があればいいかな！

40代 女性
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41 猫が安心して地域猫として暮らせる町
この問題に対する市役所の支援がほぼない
に等しいから。死んだら死体を引き取りま
す？考えられない対応??

少なくとも、市⻑の退職金の予算の半分をこの問題に使います。 60代 男性

42
旧金谷町を良くしてもらいたい 初倉
島田に比べかなりの差がありすぎる 商店街がシャッター街になってしまった 大型施設例えば イオンモールみたいなものを作る 50代 男性

43 近所に大きな公園ができるといいな

子供達の遊ぶ場所や安全な散歩コース
木や花が沢山植えられて
木陰で涼んだりぼーっとしたり
お花にいやされたりする場所があまりない
から

木や花を沢山植えて
遊具など設置する
散歩コースを作る

40代 女性

44 近所に気軽に行ける公園があったらよい

大きな公園は混んでしまったり、行くのに
車が必要。⼩さくて良いのでママと子ども
が気軽にお散歩出来る様な、シャボン玉や
ボール遊びの出来る公園があったら良いと
思う。

毎日のお散歩習慣とシャボン玉等の屋外遊びで大人も子どもも健
康的な生活してをしたい！

20代 女性

45 税金がやすくなったら良いな 生活も心も豊かになる。人口も増える。 頑張って働きます 40代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

46
認知症の人が、生き生きする。
完治しないまでも、重症化を遅らせる。

⺟が、認知症です。一緒にやれば、
まだまだ動けます。役に立つ自信を持って
生き生きして欲しい。施設だけに閉じ込め
たくない。

オオルリなど、人が多く来る施設で
認知症専門家の指導、運営のもと
カフェを開く。ウエイトレスをして
訪れた人々にサービスし、話す。

50代 女性

47
新東名金谷インターの周辺にショッピン
グモールなどの複合施設ができればいい

東⻄から新東名、バイパスを通ってのアク
セスも良く、人流を呼び込むのに適してい
る。また、就労にもつながる。

大型店舗は無理だとしても、フランチャイズのレストランなどは
作る。最低でもスターバックスは誘致する。
現在ある、門出大井川は、インターから一度降りなくてもアクセ
スできるように整備する。
又、大井川鉄道のSLは、千頭から新金谷方面のみ停車できるよう
に門出駅のホームを広げ、観光客が帰りに門出大井川で買い物で
きるようにする。

30代 女性

48
とにかく、「どこに住んでる？島田?いい
とこに住んでるねー」と言われたい

今の島田は駅前や本通りなど、悲しくなる
くらい「寂れている」のが現状。少し恥ず
かしい位。

特に、本通りを変えたい。帯通りみたいに一つのテーマに沿って
リニューアルしたり、環境(自然 緑)を重視。あとは、⼩さな子
供からお年寄りまで全ての人がのんびり過ごせるようなスペース
を設置。

50代 男性

49

①川根まで一本でいける橋
②焼津まで一本でいける道
③島田市のアプリを活用した、独身男女
の出会い系アプリ(安心 安全)
④島田博物館から本通りまでを改修工事
し
江⼾初期を彷彿させる島田宿を再現す
る。
最強の茶所の創造。

人口を増やす
島田以外からの人を呼ぶインフラ整備
ただお茶を押すのではなく、飲む環境作り

政令都市に負けない、
志太榛原のインフラ整備

40代 男性

50
ローズアリーナの⼩さいバージョンが初
倉に欲しい

健康維持のために毎日短時間やりたくても
ローズアリーナは遠い クララに作る 60代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

51
外国人と交流でき、その国の料理が食べ
たいな

島田市は外国人が多く住んでると聞いたか
ら
あと、コロナで海外に行けないから
行かなくても異国気分を味わえるから

日本語を教えたり、逆に料理や言葉を教えてもらえるイベントや
教室

30代 女性

52

地元の観光資源である帯祭り、大井川マ
ラソン、花火大会、河川敷の緑地公園、
蓬莱橋、川根温泉、グランドゴルフ、門
出大井川、SL列車、お茶畑、大井川にか
かる数々の橋などは、もっとPRしてお客
さんを呼び込めると思います。

ウチの妻は県東部の出身ですが、帯祭りや
花火大会など、東部だったらもっと広告や
PRをやるのに、勿体ないと言ってます。
特に帯祭りは、こんなに特色や文化が詰
まっていて、初めて見た時は感動してまし
た。

帯祭りは担い手も減少で大変だったり、祭りの実行委員会と島田
市の関係もあるそうですが、TV取材などの積極的な対応や広告な
どで島田市と委員会たが協力して、対応したらいいと感じます。

60代 男性

53 消防団が無くなったら良い
こんなコロナ禍でも火事等有事が有れば出
動しなければならないので

全てを消防署に任せれば良い 40代 男性

54
映画館が欲しい、コーヒー屋さんが欲し
い

島田で映画を見たいので。コーヒーチェー
ン店が全くないから欲しいです。

島田駅前か、アピタの最上階に映画館を作る。スターバックスか
ドトールコーヒー、コメダコーヒーを駅前か国道沿いに作る。

30代 女性

55 商業施設を充実させたい。 人の流れ、行き行きが栄える。 色々な商業施設、娯楽施設、等々の集合型大規模施設を提案 50代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

56

ヒマで行く所が無い人たちの場所や受け
⼊れスペースが出来たら無料であると嬉
しい。無料の駐車場があれば尚 有難い
です。

自分が そういうときがあるから
フリードリンクサービス、クッションやソファ、ローテーブル、
いろいろな種類の雑誌等を置く。TVや映画を自由に観れるスペー
スを作る。

50代 女性

57
子供医療費公費５００円を焼津市のよう
に０円にして欲しいです。

『ひとりじゃないでね』というスローガン
がある島田市。子育てに関してとても手厚
く守ってくれる街だと思います。ですが、
子供の医療費用に関しては０円でないの
で、やはり子供は病院にかかることが多い
ので毎回５００円だと家計にも影響あると
思いました。

公費を０円にして、シングルマザーや事情のある家庭でも負担を
減らす。

20代 女性

58
耕作放棄地で野菜、果物作り教室が開か
れたらいいな

放棄地も荒れないし、野菜果物作りをして
みたい人の需要は多いと思うので

袋井にあるみどり塾みたいな感じ 40代 男性

59 緑や水場を増やす(並木や、噴水など)

直射日光ではなく光が適度に⼊る
水と空気の流れがある綺麗な空間があると
人が好んで集まると思う
脳科学的にも
人は光が揺れるとか、風の変化とかのゆらぎを好
むそうです

こうして欲しい！提案
役所など組織大きいと1人1人の責任なすりあいになり
話しがたらい回しされることを私も経験あるし、よく聞きます
時代も人も
変化してくのだから
前例ないからって
考える事やめるのやめてほしい
毎度やってる事は今度も必要か考えてほしい
毎度やってると主旨を忘れがち、融通効かなすぎ
常により良く、迅速に変化して欲しいです
何かが形になってくのは
どんな事にも「あり方」が重要になると思うので

40代 女性

60

駅南の開発。
駅付近に 喫茶店がない。
駅〜アピタに行くまでの間に カフェ
があったら 空き家(横井町)利用の 古⺠
家風な、お店があれば。
地域の人 市外の人が楽しめる施設が、
球場近くにあれば、いいな。

市の活性化
球場〜蓬莱橋 マラソンコース沿道 雑草雑林整備し、
球場付近の空き地 多目的施設ができれば、市外からの観光客の
流れが 蓬莱橋まで楽に。

60代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

61 駄菓子屋さんを増やしたい！
子供も大人も少ないおこづかいで 買い物
できるし、お金の計算力が身に付くから。

最近は近所付き合いも薄くなりつつあり、同じ地域なのに知らな
い人々がたくさん居ます。なので、個人経営ではなく、自治体経
営で、店番はボランティアを募集したらどうでしょうか？お休み
の人や 地域の高齢者などに手伝ってもらってもいいかも。親子
で店番なんかも 面白そう！
子供やその親御さんの顔も覚えるので、防犯対策や災害時 協力
しやすくなるのではないかなと思う。

40代 女性

62
各地のアンテナショップモールができた
らいいな。

空港を使って、各地の特産物などの販売を
してくれたら県内の観光客が増えると思
う。

アンテナショップが集まる広い敷地。
空港近くの中学校跡地に作って欲しい！
アンテナショップのモールなんて聞いたことないから話題性があ
るし、空港近くと人が来やすい場所でもある。

40代 女性

63 「みんなの居場所」が増えたらいいな

高齢者のためのデイサービス、障がい者のための作業
所、子どもたちのたいの放課後児童クラブはあるけれ
ど、みんなのための「みんなの居場所」が少ないので
す。高齢者は高齢者、障がい者は障がい者、子どもは子
どもと分断されてしまっています。しかし、なぜそれが
一か所ではいけないのでしょうか？
高齢者が昼間の時間に集まって、軽い運動や趣味、会話
を楽しむことができ、障がい者が作業をしたり食事をし
たりして過ごし、そこに学校を終えた子どもたちが帰っ
てくる「みんなの居場所」子どもたちが宿題をするのを
高齢者が見守り、障がい者が作業を終えた後に、高齢者
や子どもたちとふれあう。そういう場所を増やしたいと
考えています。

金谷夢づくり会館の⻄隣、障がい者のためのグループホーム陽だまり内のひだまりカ
フェさんと協力して、みんなの居場所づくりを進めています。「放課後ひだまり教室」
という、子どもの居場所作りと学習支援を行っています。今は、コロナ対策で障がい者
の⼊居者さんとの接触を控えていますが、コロナ流行前には、子どもたちと障がい者の
⼊居者さんとの間の心温まる交流ができていました。時々、地域のお年寄りが来てくだ
さって、子どもたちにお手玉作りを教えてくださったり、将棋を教えてくださったこと
もありました。
コロナが収まったら、もっとたくさんの地域の高齢者の方に来ていただき、放課後の子
どもたちの見守りに加わっていただきたいと思っています。それが、高齢者も障がい者
も子どもたちも一緒に過ごせる「みんなの居場所」になると思うのです。それが地域の
人たちの絆を醸成し、高齢者は生きがいをもち、障がい者は地域で認められ、子どもた
ちはあたたかなふれあいの中で成⻑できる、素敵な地域づくりになると思うのです。

40代 男性

64
ドッグランやドッグカフェなどのわん
ちゃんと一緒に出掛けられる場所が増え
たらいいな

わんちゃんと出掛けらる場所が少ないから
河川敷などにドッグランを作る
コロナが落ち着いたらわんちゃん参加OKのイベントを駅前などで
開催する

30代 女性

65 ショッピングモールが欲しい
近い所で静岡市か磐田までいかないと無い
ため

お茶畑の空き地の区画を使う 30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

66
マラソンコースの整備

全国からおもてなしか認められ、観客数も
増えていたので、観光資源や商業活性化に
繋がる。毎日土手を通るたび、草だらけで
残念な気持ちになります。

一年通して、毎年咲く花を植え付ければ、観光名所に役立ちま
す。秋ならコスモスか秋名菊がいいと思います。ダリアも毎年咲
きます。きれいな景観を作ってみたいです。

40代 女性

67
蓬莱橋を渡った先が賑やかになるといい
な

蓬莱橋を渡った先に何も無く、せめて休憩
出来るベンチや、自動販売機などがある広
場を作って欲しいと思いました。

せっかく遠方から蓬莱橋に来てくれた方々に休憩場所を兼ねたお
茶カフェのスペースやお土産物などの売店があればいいな、と思
いました。

50代 女性

68 殺処分ゼロの街 動物はものじゃない。命だから 保健所による譲渡会の開催 60代 女性

69

助け合い！
空いた時間（期間限定やリアルタイムで
も）でボランティア活動出来る環境作
り！

市の掲示場とかで募集とか出来れば良いと
思います。
協力しあい美化出来れば思います。
防犯にも！
登録制にすればなお安心ですね！
（市内在住と会社が市内の人とか）

空いた時間に市のホームページとか見て人の役にたてれば良いと
思います。（ゴミ拾いや防犯見周り）

40代 男性

70 もっと市政に市⺠が関われたらいいな。
NPOやNGOの活動やボランティアを、一
般市⺠が知る機会が少ないため、市政に携
われることがほぼないと思うから。

上記の活動を、もっと大々的に発信するべきだと思います。メー
ルやLINEだけでなく、高齢者のかたも携われるように回覧板を利
用してもいいと思います。

30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

71
各家庭昼間太陽光自家発電、農地に太陽
光発電、学校に太陽光パネル

・災害時のインフラにもなる
・火力発電量を削減、それにより島田市を
エコな自給自足都市にできる
・エアコンの使いしぶりによる熱中症の予
防
・夏の猛暑日に農地に日陰を作り、作業の
効率化

公共施設の太陽光発電で得た電力を電気自動車充電に無料提供
し、それによるエコカー販売促進。

30代 女性

72 農業をやれる人が増えればいいな

高齢化、採算があわないなどで手放す田ん
ぼや畑、山のようになった茶畑。
放置されて可愛そう。
農家をやってみたい人がいるのだろうに
売り買いできない法律。  なんか変。

農業経験者じゃなくても特例で格安で農地の販売やレンタル。
農業指導はＪＡはもちろん 地元の農家さんは指導や お手伝い
代として市から給料支給。でも 新しい農家する人は無料で指導
が受けれる。農機具は格安で借りられる、資金援助してもらえる
とか だったらいいのに。

農家のわたしは考えました。あと数年で我が家も手放すしかない
んだろうなぁ

50代 女性

73

リバティでロードバイクレースを開催い
ただきたいです。
島田マラソンはかなり有名なイベントに
なりました。リバティを含め、金谷地
区、川根地区の公道も使い、全国的にも
有名なロードバイク大会開催を願いま
す。

全国から沢山の方にきていただき、宿泊
業、飲食店なども潤う機会を作っていただ
きたい。

全国の大学陸上部などの合宿地にはなってきていると思います
が、自転車も含め、いろんな学校の合宿地にもしていきたい。

40代 男性

74
粗大ゴミ 土曜日の自己搬⼊日 増やし
て欲しいです

島田市の美観向上したい 土曜日の稼働増やします 40代 男性

75
遠方から来た人をもてなせる場所が増え
たらいいなと思います。

遠方から来た方に静岡っぽいところに連れ
て行ってあげたいけど、藤枝のななやぐら
いしか思い当たらないため。

お茶を推しているので、茶畑に囲まれたお茶が飲めるおしゃれス
ペースを作りたい！

20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

76
インスタ映えする様な主に家族で楽しめ
る大規模な施設・カフェなどがほしい

島田市に蓬莱橋などあるが、それ以外行く
所がなく結局はおしゃれなお店や商業施設
がある静岡市へ行くという人が私を含め多
い

・保護犬や保護猫を集めたおしゃれなカフェ
・室内アトラクション遊園地
・お茶を使ったおしゃれなカフェ
・グランピングやドッグランがある大型施設
・昭和をイメージした街並みの施設
(そこには駄菓子屋やおでん屋、昭和を若い世代も楽しめるインス
タ映えを意識したお店がたくさん並んでいる等)

30代 女性

77 童子沢親水公園が自然とふれあえる魅力的な公園になってほしい

童子沢親水公園は、都市公園でありながら、キャンプができ、水深の浅い童子
沢川で水遊びができ、童子の森という混合林があります。自然とふれあえる潜
在的な魅力をもった公園です。しかし、そこを積極的に管理して、自然とのふ
れあいを導いてくれるガイドがいないので、残念ながら魅力を生かし切れてい
ません。

童子沢親水公園を舞台に、「キャンプ体験教室」や「童子沢川探検〜川の最初の一滴を探しに行こう！」などのイベントを
実施しています。
童子沢川は川に沿って２時間くらい沢歩きをすると、川の始まりの最初の一滴を見ることができます。「川の始まりってど
うなっているのか？」そんな好奇心をもつ人と一緒に歩いたら、とても楽しいと思うのです。
童子の森は植林された針葉樹林ではありません。広葉樹も混じった混合林が残された場所です。かつては薪炭林だった場所
です。そういう意味では、自然のままに近い植生が残された場所です。いったいどんな木が生えているのかを調査すること
で、この金谷地区の特性がわかってきます。また、この「童子の森を魅力的な森にしよう！」などというテーマを掲げて参
加者を募って森林保全活動を行ったら楽しいと思うのです。「もっとカブトムシやクワガタがいる森にしたい」などという
願いをもったら、「カブトムシやクワガタはどんな木に集まるのか？童子の森にはその木は生えているのか？」。「かわい
い野鳥がたくさん来るといいな」という願いをもったら、「野鳥がたくさん集まるにはどうしたらいいのだろう？野鳥が好
む木の実を付ける木はなんだろう？野鳥のための巣箱を設置したら、野鳥が卵を産まないかな？」などと、森林に愛着を持
つことができると思うのです。
童子沢には蛍が出ます。その保護活動をやることもできると思います。童子沢川のヨシノボリ(ハゼ)を増やして、ハゼ釣り
が楽しめるスポットにしたら楽しいと思っています。
まずは、今は使われていない売店の建物を貸してもらって、売店営業をしつつ、自然体験イベントを開催する拠点としたい
と考えています。

40代 男性

78

コロナデルタ株が最多となりました不要
不急を！自宅待機でみんなで感染防止を
徹底しよう。陽性者全員治療ができるよ
うに島田市も取り組みましょう?

こんな時期だから！
陽性者全員治療ができるように、そして命の大切さをもっと考え
てください。市⻑へ！

70代 男性

79 駅前か河川敷にBMX スノボーパークを作る

・駅前が賑わう
・BMXオリンピック大池選手に感化されて
・子どもたちの遊び場提供
・子どもが通いやすい立地
・施設設営にかなりの費用がかかるので公共
事業で建設してほしい
・藤枝駅前は飲み屋街の大人の街、なので、
島田市駅前はスポーツの若者の街としてのイ
メージを
・音がうるさいので、やれる場所が限られる

放課後の子どもたちが気軽に通えるシステム作りを考える。ボードや自
転車をマイカーリース的な形にして初期投資がかかりにくいようにした
い。

30代 女性

80
藤枝にある大久保キャンプ場のような
キャンプ場が近くにあるといい。

いつも大久保に家族でいきます。島田にも
あれば利用したい。コロナにより生活様式
がかわり自然との関わりを見直してる人達
が増えている。

神座周辺かいたわりのゆ近辺に検討する。川と山など自然を活用
する。交通のべんもよく県外からも集まりやすい。

60代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

81 動物愛護都市
動物ボランティアさんの負担が大きいと
思ったから

親に許可をもらって許可証(パスポート)のようなものを子どもに
持たせ、施設に出⼊りさせてお世話の手助けやペットの飼えない
お宅の子どもたちにふれあいの場を設け、思いやりのこころや動
物愛護の精神を養いたい。

30代 女性

82
島田に住んでみたい！行ってみたい！島
田って良いよね！って言われる町

意外に知られていないけど
ステキな空間やお店がたくさんあります。
そして島田のために頑張っているお店がた
くさんあるんです。

とにかく宣伝したい！何をしたらいいかわかりませんが…お手伝
いします！

40代 女性

83
川根町に川根温泉の他に遊べる施設が
あったらいいです

外で遊んで温泉やプールを利用すれば1日
楽しめる観光スポットになるから

川根町に大人も楽しめるアスレチック施設を作る 40代 女性

84
駅前だけでなく地域ごとに盛り上がれる
拠点がもっとできるといいな

六合地区に賑わいが欲しいから

地元企業と連携して駐車場など広い場所を確保して

・バザーやフリマなど賑わいの場を定期的に開催
・既存の人気イベント開催を招致

30代 女性

85
初倉にファミリーレストランが出来ると
いいな

ママ友、地域の交流などで利用出来る気軽
に⼊れるお店がないから。（店じまいが早
い（＾−＾；）

市内にあるファミリーレストラン等に出店依頼をする 50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

86
旧金谷中学跡地に、コストコを誘致出来
たら良いなと思っております。

人がたくさん、集まり続ける事ができる店
舗だと思うし、島田市にも税金としての収
⼊が見込めるから。

谷口原のお茶畑などの土地を水素を作る会社などに貸し出した
り、誘致できる様な体制を作る。新しい雇用も期待出来るし、お
茶農家も安心して土地を貸すなりできる。

40代 男性

87 市立病院待ち時間短縮
子供の体調不良で病院に連れて行っても待
ち時間が⻑すぎる

お年寄りの方が多く見えるので年齢別で診察等できれば良いなと
思います

20代 男性

88 ご近所さんと世代を越えて仲の良い街 地域の絆が薄いと感じる
畑を貸し出し家庭菜園
例えば希望するこどもに一区画与え、参加してくれる地域の方に
一緒にやってもらうなどサポートをしてもらう

30代 女性

89
松村北斗が観光大使になって盛り上げて
欲しい

地元から有名人が出ていて素晴らしいと思
うし観光大使になってもらって島田市を共
に盛り上げて欲しい

門出大井川などで若い人でも参加しやすいようなイベントを行い
イベントに参加してくれたら参加賞みたいなのを渡す

10代 女性

90
空き地を地域の庭に
（耕作放棄地がお花畑に…の例を見て「我が意を得た
り！」と…）

高齢化？農業人口の減少？のためか、あちこちで荒れた
耕作放棄地を目にする。土地がもったいないし、見栄え
も良くないし…

土地所有者から「提供してもイイよ」と意思表示をしてもらう。（なんらかのメリッ
ト、ベネフィットが必要かも…）
その土地を管理（公園として整備するなど公益に資するような形で）してくれる人（団
体？）を募集する。会社等を退職後、地域に貢献したい人や、土地は持っていないけれ
どちょっと花を育てたりしてみたい…というような人は、結構いるのではないかと…。
市として、仲介、契約、トラブルの対処等に関わってもらえれば、貸す方も借りる方も
安心できる。
実はこれ、千葉県柏市で実施している「カシニワ制度」のパクリですが、柏市では結構
あちこちにそういう緑地があったので、意外にうまくいくのではないかと…。
参考: カシニワ制度
https://www.mlit.go.jp/common/001216492.pdf

60代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

91 旧金谷中学校跡地で「SDGs村をつくろうプロジェクト」を実施

旧金谷中学校跡地トライアル・サウンディングで「学びの丘キャンプ場」を
やってみましたが、キャンプ場として経営するにはかなりの初期投資が必要だ
ということがわかりました。一番は浄化槽設備がないということです。浄化槽
設備がないので、トイレが設置できません。水道管は敷地内まで来ています
が、水場を作っても排水を受ける場がないのでそれも設置できません。浄化槽
を設置するには、この敷地規模から推定して1,000万円はかかるのではないかと
左官さんが言っていました。
しかし、旧金谷中学校跡地がこのまま放置されてしまっては大変もったいない
と思っています。

そこで考え付いたのが「SDGs村を作ろうプロジェクト」です。これなら初期投資が少なくても実施できるのではないかと
思ったからです。キャンプ場なら「トイレがあって当然」「水場があって当然」「草がしっかり刈られてきれいになってい
て当然」ですが、そのためにはたくさんの資金が必要です。しかし、「村づくり」なら、「トイレがない。どうしよう？」
「水場がない。どうしよう？」は村の課題となり、それを解決していくこと自体がアクティビティになると思うのです。
「何もない平坦な土地にSDGs村を作ろう」を目標に、「トイレがない問題」について、SNS等で解決策を募り、村議会を
開催して方針を決定し、それを実行していく。「穴を掘って昔ながらのぼっとん便所にしたらどうか」「バイオマストイレ
を導⼊して、微生物分解したらどうか」「資金をためて浄化槽を設置して、水洗トイレを整備した方がよい」など、観客参
加型の村づくりをしたらどうだろうと思っています。「水がない問題」も「雨水をためて、ろ過して煮沸して飲み水を確保
したらよい」や「村に来る人が一人2Lの水を持参することを義務付ける」などのアイディアもあるかもしれません。「雑
草が生える問題」も「雑草刈りコンテストを実施して、刈った重さに対して商品を出したり、村だけで使える通貨を渡した
りする」などのアイディアも面白いと思います。「村の予算がない問題」も「イベントを開いて、⼊場料を徴収する」や
「村でサツマイモを栽培して、焼いも大会を開催して、収益を得る」などを実施してはどうでしょう。「村の寄り合い場所
を作りたい問題」には「無料で廃材を提供してくれる人を探そう」や「廃材を運ぶトラックを提供してくれる人を募ろう」
など、ネットワークを生かして、なるべく⼩資本でできる村づくりをしていったら、旧金谷中学校跡地が、みんなが関心を
もって寄り集まってくる交流拠点になるのではないかと思っています。

40代 男性

92 子供の通院費無料化 他の市は出来ている所も有るから こどもの通院費無料化 20代 男性

93
リバティ蓬莱橋近くで沢山の花が観れた
ら嬉しい(陸上競技場近くには場所が無い
かな)

マラソン(ジョギング)で走っていて花が咲
いているのを見ると元気になります

市内各町内別にエリアを指定し維持管理をしてもらい各賞をあげ
たらどうでしょう

60代 男性

94
徒歩圏内にスーパーマーケットがあった
らいいなぁ

車が無いと買い物に行けないから。
⼩学校や保育園のすぐ近く（隣とか）にスーパーやドラッグスト
アを。お迎えのついでににサッと寄れる。子どもにお使いを頼め
る。

40代 女性

95
アピタ以外にも大きな商業施設ができる
といいな。また児童館が増えるといい
な。

買い物の幅ができるし、行動意欲が湧く。
また近辺の開拓にも繋がる。 幼稚園に通
う息子もいけるような屋内施設が近所には
無い。支援センターは未就園児が対象であ
るし、⼩学生になっても集る屋内施設があ
ると嬉しい。

六合地域に住んでいるのでそのあたりで商業施設を作る！同じく
六合地域に児童館を作る！

20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

96 島田市のご当地ポケモンの実装！
ご当地ポケモンは市区町村単位では珍しい
と思います。絶対に注目されるはず！

島田に似てる「シママ」なんかどうかな？ 40代 男性

97

公園に日陰が、あったら良いな。
例えば、あずま屋とか
 ・空き店舗に、市⺠の手作り品販売と絵
画の展示を、したりコロナ後は市⺠が交
流出来るように、なると良いな。

高齢者の生き甲斐に人とふれあう楽しみに
コロナ後は、少しでも町の活性化に、なる
と良いな。

公園に木も植えて、でも⼩さな子供の高さ位は見通し良く 60代 女性

98
島田球場の建て替え！管理体制の見直
し！

島田駅から徒歩で行ける。
広大な駐車場が確保出来る。
しかしながら、球場は⽼朽化
グランド状態は最悪！
雨が降れば、田んぼ状態
高校野球の試合は激減

災害時の避難所機能を備える球場に
野球以外のスポーツでも、利用可能な設備
県内に誇れる野球の聖地に

50代 男性

99
お茶だけじゃなく健康寿命でも
有名な島田市になったらいいなぁ。

川根温泉のプールが⽼朽化ということで
現在休業中です。
年配の方がプールで健康作りをされてる姿
を良く拝見していたので残念です。
もっともっと
健康作りに力を⼊れていただけたらいい
なぁと思います。

ワンコインとか安価で体操学級を実施したい。 50代 女性

100 大井川橋の渋滞が緩和されたらいいな

金谷から島田に向かうのに時間がかかる。
特に夕方は混んでいる。バイパスや新東名
で事故があると、金谷の町中まで大渋滞し
ている。

片側2車線道路にする。
静岡の駿河大橋のように時間帯で車線が変わるようにする。

50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

101 ボウリング場ができたら嬉しいです。

ボウリングが好きなのですが、車で行かな
いといけない距離にあるため。
お年寄りでもプレイが可能です。
家族で楽しめると思います。

島田市で大会が開催されたら参加したいです。 30代 その他

102 駅前など商店街があると良い 寂しすぎるから 若い人たちも行きやすいお店を出店する 30代 女性

103 「交通」の情報発信拠点

日本各地に交通をテーマとした博物館があり
(大宮や京都の鉄道博物館など)その集客力は知
られている。
島田市は古くから川越遺跡や蓬莱橋などに見
られる様に、独自の交通文化の発展がある地
域であるため、そういったテーマパークの立
地としては適性がある。
また、現代においては空港も出来ているため
「島田市と交通」というテーマにおいて昔〜
今に至るまで広く共感性がある。

・交通文化をテーマとした博物館などの展示施設建設と運営
川越遺跡だけに焦点を当てず、広く「交通」をテーマとし、鉄道(SL、
在来線、新幹線、特急)・飛行機・船など、陸海空を問わずに歴史や展
示物を見せる。
またVR技術などによる体験型アトラクションを設置する(VRであればア
トラクションとしては省スペースで済む)。

40代 男性

104 大井川沿岸が賑わうといいな
島田のシンボルである大井川が賑わえば
認知度向上、観光客増加などが見込めると
思う

京都の鴨川を参考にする 20代 男性

105
農家がもっと農業に専念しやすい支援が
あるといいな

農家自体が今減って来ている中年齢が行っ
ていても頑張ってる農家があります。
その中でもお茶農家が多い島田でもこれ以
上続けても赤字になるだけと諦めている人
達が多いです。お茶のアピールが出来てい
てもそれは末端である実際年中無休で茶畑
をつくり育てて狩り工場まで持って行く農
家には微々たるものにしかならないので
す。

植物を育てるのには意外と肥料、農薬、水を与えると言う大変な
作業があります。
島田は山間にお茶畑を持っている農家が多いので道の設備や以前
の様にシルバー派遣でお茶狩りを手伝って頂ける、一番茶での収
⼊が前回より減少した場合、肥料、農薬購⼊に何%かの援助など
があると助かります。
そうすればお茶畑を後を継ごうと思える若者も増えるのではない
かと思います。

40代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

106 伊久美⼩学校を「自然学校」に

令和6年3月をもって廃校になる伊久美⼩学校を
「自然学校」にできないかと考えています。隣に
伊久美川が流れ、周辺山地にウォーキングコース
が作れ、畑地として借りられる場所が隣にあり、
校舎ないに暖炉がある伊久美⼩学校は自然学校と
して最適です。
⻑野県泰⾩村という人口1,500人の村にある自然学
校は年間1億円の売り上げを達成しているそうで
す。それらの事例を参考に、収益の上がる自然学
校運営をすることができれば、地域の雇用も生み
出すことができると思うのです。

伊久美⼩学校を「自然学校」として整備します。週末や⻑期休みはキャンプ場
として貸し出します。平日も⼩規模学校の自然体験施設として、学校の先生方
が利用しやすい活動を揃えておきます。さらに、高齢者の生きがい作りとし
て、「山歩き講座」「山野草講座」「野鳥講座」「釣り講座」などを開催し
て、平日利用を促進します。また、地域の高齢者の憩いの施設として開放する
とともに、食事のできるスペースも設けます。そして、不登校の子どもたちの
居場所として開放し、学校に行けない子どもたちを伊久美⼩学校で預かり、地
域の人が見守る中で、自然体験や工作、手芸、調理、自主勉強などができるよ
うにします。インターネット環境も充実させて、オンライン学習もできるよう
にします。いずれは、オルタナティブスクールとして、いわゆる普通の学校で
はなく、自然の中で子どもたちを育てたいと願う保護者の要望にも応えられる
ようにしていきます。

40代 男性

107
空き家になった古⺠家を活かしてほしい
です

由緒ある、秋野家が壊されてしまったとき
は、本当にもったいなく感じました。
新しく、建てようとしても、たてれません
し、街並み、今後のニーズとしても、活か
すべきかと思います。

イベント貸し出し、お店、借家、維持費を補助、古⺠家再生費を
補助、など

40代 男性

108
放置されている茶畑の活用ができるとい
いな

お茶を作らなくなって放置され、林みたい
になっていく畑を以前のように何か作った
り、他の目的で活用できれば荒れていく山
間地が元気になると思う。

茶の木はほっておくと大きくなってしまうからまず抜いて更地に
して耕作できる作物を作ったり、スケボー場やクライミング場な
どの施設などをつくりたい。

50代 女性

109 リバーカヤックスクールができたらいいな

大井川を利用したリバーカヤックスクールが
できたらよいと思います。大井川は⻑島ダム
によって水量が調整されている川です。渇水
期でも一定量の水量が確保されています。そ
ういう意味ではリバーカヤックスクールに最
適です。⻑島ダムの接岨湖ではレイクカヤッ
クスクールがエコティかわねによっておこな
われています。そこでカヤックの基礎を学ん
だ人が、さらにリバーカヤックに挑戦できた
らよいと思うのです。

春野町でリバーカヤックを行っているクリークサウンドの寺田氏による
と、こもれび(川根本町地名)から⼊水して、川根温泉のところで上陸す
るコースがよいとのことでした。川根高校のカヌー部などの経験者と募
り、先行事例として春野町でリバーカヤックを行っている事業者クリー
クサウンドの指導を受けながら、リバーカヤックスクールを作ることが
できたらよいなと思っています。

40代 男性

110 大きなショッピングモールがほしい！
洋服を買うのに2.3隣の市や御殿場まで行
かないと買えないので近くに欲しい

帰り道が混まないようにしたい 20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

111
きももの街島田が着物の人達でいぱっぱ
いになれば良いなぁ???

帯祭りや髷祭りがあるのに着物姿が無くて
寂しい。

島田の街中の料理屋さん、居酒屋さんなどのお店の女将さんに着
物で接客してもらう！

70代 男性

112
スタバやタリーズ等カフェができるとい
いです

蓮花寺公園のスタバがいつも賑わっていて
いいなあと思ったので

公園に併設じゃなくても、ドライブスルー付の店舗があったらい
いなと思います

30代 女性

113
わたしは、⼩学校合併するなら空いてる
学校をもっと有効活用したらどうです
か？

今のご時世(コロナ禍)でよけいひとが密集
してしまいますし、先生も1人1人にめが
いきとどかないきがします。

わたしなら学区ごとで⼩学校をきめたりしないで、幼稚園をえら
ぶように、自分たちでどこの⼩学校に通わせたいかなどにしたり
体験してみて決めたりしてもよい気がしますよ。

40代 女性

114
アウトドアで遊ぶ街、定住してくれる街
づくり

市の収⼊基盤強化、観光業強化(市内にお
金が流れるように)

企業誘致、キャンプ等アウトドア総合テーマパークの新設、定住
促進のための補助金等

30代 男性

115 芸術の街になったらいいな

島田といえばというものがないのかな？と
思うので現代的な、素敵な芸術の街になっ
たら素敵だと思う。絵だって、音楽だっ
て、色んなものが芸術になるから世界が広
がると思う。

駅なども周りに絵が飾ってあったり、作家さんやアーティストさ
んなどの作品があったり、色んな人がコラボする舞台があったり
イベントがあったりしたらいいなと思う。

20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

116 わつぱ沢を綺麗にしてほしい

地元の人ももちろんですが、遠くからもわ
ざわざ来てくれる人がいるのに遊具もあま
りないし、橋などは腐っていたりしてい
る。
駐車場から奥のバーベキューの出来るとこ
ろまで歩くと遠いし、車で行っても止める
ところがない。奥のところまで行く道路も
狭い。(路駐も多いのですれ違いが怖い)

奥のバーベキューの出来るところにも駐車場を作ったりそこに行
くまでの道路を広げる。
今ある駐車場から歩いて行く通路も整備して歩いて行っても苦痛
にならないようにする。

40代 女性

117

島田の前に金谷の発展、金谷駅前に映画
館、
いずれ金谷の有名人になる僕への厚い支
援（子供の夢のサポート）、全国に劣ら
ない有名スポットの建設、アウトレット
のリベンジ

島田の魅力を全国に拡散する
いずれ市⻑になって、もっといいまちづくりをする。町を散歩し
市⺠と交流を深め確かな支持を確保する。年寄りだけでなく若者
の声を聞く

10代 男性

118

地域型コンパクトシティになればGoodで
す。etc：六合北部 六合南部 市内 初
倉東部 初倉南部とか、コミュニティが
取れて、生活基盤が確保出来ればと。

少子高齢化が進むので。 上記コミュニティが取れるような「街」「町」「村」作り 70代 男性

119
こども館の⼊館料、Pファイブの⼊場料、子ど
も館⼊館と図書館利用の際の併設の駐車場が
時間制限なしで無料になったらいいな。

有料だと躊躇してしまう。⼩さい子ども連れ
だと駐車場は近い方がありがたい。

おおるりに図書館があった時は、敷地内に駐車場があり、利用しやす
かったです。
現在の図書館は、併設の駐車場は30分無料になりますが、⼩さい子ども
連れで行くと30分以上かかってしまいます。
無料駐車場に止めると、暑い季節や寒い季節は、子どもたちを歩かせる
には心配です。
また、ご年配の方や、身体の不自由な方ものんびり図書館で過ごしてい
ただくには、併設の駐車場が30分以上無料であることが望ましいと考え
ます。
そこで、図書館がおおるりにあった時のように無料になりませんか。

30代 女性

120 スタバが出来たらいいな
子供とのお散歩やちょっとホッと一息つき
たい時に行けるから

駅前にスタバを作って仕事の行き帰りにふらっと立ち寄れるよう
にする

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

121 ドッグランを増やして欲しい

バラの丘のドッグランも愛用させてもらってますが、河
川敷や、休耕田なのでもいいので、増えると嬉しいで
す！
バラの丘の有料化もいいと思いました！
市外からの方も多いし、マナー面を考えても有料でも仕
方ないと思います（でも市⺠なら割引されるとかあると
もっと嬉しい??）
大型犬と、⼩型犬を分けるくらいの広さがあると嬉しい
なぁ！
あと、飼い主が涼める屋根（日除け程度でOK）と、水道
があればもっと集客も見込めるかとおもいます！
ペットブームですので、是非考えて頂けるとありがたい
です！！

一応監視役（マナー悪い人に注意してほしい！）みたいな方がいてくださるともっと安
心！ 50代 女性

122

大きめのイオンモールやアウトレットが
出来たら嬉しいです。
(経済活性化や雇用促進にもなって一石二
鳥！)

アウトレットが出来るのをすごく楽しみに
していたのに中止になってしまいとても残
念だったから。

子育て世代から高齢世帯まで気軽に立ち寄れる(バリアフリー)
モールを交通の便が良い場所に建設。
もしくは駅からの無料シャトルバスを1時間に1本走らせて郊外に
建設するのもアリかなと思います。

30代 女性

123
島田市が緑茶化計画の中で、無農薬化を
推進して欲しいです。

ネオニコチノイド系農薬の害が次第に明ら
かになり、脳に蓄積され分解されにくいこ
とがわかってきました。日本の農薬基準は
緩いので、お茶を含む日本の農産物は、諸
外国からも危険視されているそうです。発
達障害増加の一因の疑いもあるようです。

単なる緑茶のまちでなく、行政主導で補助金、奨励金を出すこと
で、無農薬茶のまちにしたいです。学校の蛇口から子どもに農薬
だらけのお茶を飲ませるのはやめて欲しいです。まずそこから手
をつけたいと思います。

60代 男性

124 もっとゴミのない町になったらいいな
過ごしやすい。街中にゴミが落ちてると拾
いはしないもののいい気分にはならないか
ら

駅前通りに何ヶ所かゴミ箱設置とか？ 10代 女性

125
放課後子どもたちの習い事のためのくる
りんバス

放課後の子どもたちの習い事は、親が送迎
できるかどうかで制約されています。送迎
ができないために習い事ができない子がい
るのです。

学校から習い事まで送迎してくれる、町の中をくるくる回ってく
れるバスがあったらいいなと思います。保護者が送迎費を出し合
い、子どもたちの習い事の時間や場所をＡＩで判断して最適ルー
トを通って送迎してくれる仕組みが作れたら、子どもたちの放課
後の習い事が充実して、ゲームばかりやる子が減るのではないか
と思います。

40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

126 大型ショッピングモールがあったら…

衣類や雑貨はいつも市外へ買いに行きま
す。お店がないからです。島田市には唯一
アピタがありますが、結局欲しいものはア
ピタにはありません。

島田市は土地も安く、広大な土地もあると思います。コロナで白
紙になったショッピングモールの計画をもう一度考えて頂きたい
です。

30代 女性

127 子どもと親が安心して未来をつくれる町

子ども達の習い事とショッピングモールが
くっついた施設があればいいなと思う。子
どもがいろんな習い事が選べて、親も待っ
てるのに苦にならないような、子どもと親
が楽しめる場所があればいいと思います。

習い事とショッピングモールを一つにする！ 30代 女性

128

子どもたちがのびのびと遊べる公園がた
くさん増えて欲しい。広い芝生スペース
や乳幼児が安全に遊べる複合遊具、水遊
びスペース、自転車コース、道路や線路
を縮⼩した交通公園のようなスペースな
ど。

島田市内、特に初倉地区は公園があまりな
くて遠くまででかけないといけない。今の
ご時世、子どもたちがのびのびと遊べる場
所がほしいです。

もし新しい公園を作る計画があるならば、たくさんの子育て世代
のパパママ、子どもたちからどんな公園が欲しいかアイディアを
募集する。公園の名前も場所してみんなの夢がたくさん詰まった
公園づくりを目指す。

30代 女性

129

東京や静岡市や藤枝市などに行かずに、
島田市内から出なくても、買い物や遊
び、学び、癒し、を選択できる島田に
なったらいいな。

島田には、以前までは合った映画館が無
い。藤枝や静岡に行かなくてならない。島
田には、大学が無い。島田を離れたく無い
のに、離れなくてはならない。島田には、
スターバックスやユニクロが無い。藤枝に
行かなくてならない。島田には、若い人が
働きたくなる大手企業が無い、少ない。

とにかく、若い世代、子育て世代を土地建物付き住宅の補助、隣
接都市以上の補助、土地の無償提供や出産に係るすべての費用の
補助など、市税が高くなっても良いので、税金をしっかり投⼊し
てほしい。

30代 男性

130

お茶農家なお茶畑を所有している人が元気になるプロ
ジェクト！
・お茶畑を果物や花畑にする?
 紫陽花、向日葵、コスモスなど。
・お茶農家をやりたい方や若者。外国人の方などを募集
し、管理または譲り受けて、畑を活性化させる。
・土地改良を行い、使いやすい面積にしたり道路を作
る。企業が買取り、お茶ビジネスを行う。

私自身、親から相続した畑の管理に困っています。お茶
農家の方、高齢者、畑の所有者などお茶の管理で困って
いる方はたくさんいます。
島田市の緑豊かな自然はこのままでは、耕作放棄地だら
けになってしまいます。
島田市にはKADODE大井川という人気のスポットがあ
り、お茶が盛んな地域として印象を持たれていますが、
その裏には、お茶農家が苦しみ、耕作放棄された畑が広
がりつつある現状があっていいのでしょうか。
農家個人では、前に進めません。
お茶所としての島田市の農業が活性化し、島田市でお茶
そして農業を営みたいという人材が集まる島田市として
の政策を作ってほしいです。

個人では出来ないこと。
畑の譲渡について、国や県の規約などもっと緩めてほしいです。
お茶畑一体をひとつにして、企業として、お茶農業を行う。島田市が企業と連携し、農
家の方を雇い、農家の方をサラリーマン化する。
お茶にかかわるものをもっと商品化し、輸出していく。
 お茶への意識を高めるために、金谷の茶祭りは、島田市⺠の自分事の祭りに意識改⾰す
る。

50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

131
環境美化運動は年一度のイベントに終わ
らずに住⺠同⼠で綺麗な村創りが出来た
らいいな

道路清掃・街路樹の剪定、草刈り・河川の
土手の草刈り・生活道路の整備など行政で
は手が廻ら無い箇所は住⺠が作業を行うよ
うな郷土愛の醸成と市の助成

村人に呼びかけて、市も抱き込む 60代 男性

132 子供たちが遊ぶ場所が沢山あればいいな

子育ては自然の中でできるのでいい感じは
しますが学校に通えてない子供達や学校終
わりで遊び足りない子供たちがいてゲーム
やテレビばかりになってしまってる気がし
ます。

公園を増やす、遊具を増やす。 20代 女性

133 地域型クラブ活動

中学校や高等学校のクラブ活動を学校の先生が担
うのではなく、地域の人材に担ってもらったらど
うかという考えが進行しています。また、少子化
によって、一つの学校で作れるクラブ活動の数が
減ってしまい、子どもがやりたいクラブ活動がな
いという状況も生まれています。それらを解消す
るために、地域を広くとらえたクラブを結成でき
ないかと思っています。しかも、中学生や高校生
に限定するのではなく、幼稚園・保育園生や⼩学
生、中高生や大人まで一緒になって活動できるク
ラブを作れたら、同好の人たちで集まって交流す
ることもできると思うです。

地域の公⺠館や公会堂、公園やグラウンド、河川敷等を会場に、サッカーや野
球、バスケット、バレーボール、テニスだけでなく、将棋、囲碁、お茶、お
花、プログラミング、英語、絵画、アート、木工、手芸、クラフト、歴史、読
書、テレビゲーム、スケートボード、自転車、釣り、吹奏楽、軽音楽、ギ
ター、ダンス、バレエ、ヨガ、登山、園芸、料理、スイーツ、外遊び、ブッ
シュクラフトなどのクラブを作り、参加者を募ります。くるりんバスなど、そ
こへの移動手段も作ります。あるいは、オンラインでのクラブ活動が可能な
ら、それも作ります。
クラブ会費を徴収することで、講師や管理者の生計が成り立つようにできたら
よいなと思っています。

40代 男性

134 初倉をもう少し賑やかにしてほしい。

吉田ICや富⼠山静岡空港が近くにあるのにスーパーなどしか特
にない。公園もない。国際向けにやっていくはずなのに橋を渡
るとこんなにも差がある。
この差はなんでなんですか？という方がいました。ただ田舎だ
から静かだから学校や幼稚園 介護の環境にいいよねというかた
もいます。
少子高齢化というのもあるので公園も大事かと思いますし、お
じいさんおばあさんがひとりにならないように休憩できる場所
を(憩いの場所を)つくるのも大事かと思います。
申し訳ないのですが、いろいろと島田市についてここはどうな
のか、あぁしたらいいのでは？という意見が自分のなかで多い
のでまとまらないのでここらへんにします、すみません。
こどもにとっていい環境
おとなにとってもいい環境
平和で賑やかな島田市が有名になりますように。

施設を増やす
交通網？交通手段を増やす
農家が多いのなら体験を増やす
(農家体験など)

20代 女性

135 有名な観光地
空港があるのに皆知らない。来ない。目玉
がない。

空港の近くに子供や大人が体験できる施設や物産展、イベント、
花火大会など、バーベキュー、灯籠、キャンプ、ロープウェイ、
陶芸、色々あるけど、⼩さくバラバラだから、１ヶ所にまとめ
て、ここに来れば色々と楽しめる場所を作る。

70代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

136 歩道の段差がなくなったらいいな
ベビーカーで散歩すると、歩道の段差が多
くて大変なので。

車椅子もスムーズに通れるように歩道を広くそしてフラットにし
たい！

30代 女性

137
耕作放棄地が太陽光発電施設に転換でき
たらいいね！

これからは、炭素ガス軽減の為自然エネル
ギーを増やした方がいい。

耕作放棄地の一部を太陽光発電施設にしたい。 60代 男性

138 ⼩さい公園にも水道があったらいいな

歩いて行ける範囲の⼩さな公園に水道がな
く、遊んだあとやそこでおやつを食べる前
後に手を洗いたいが洗えなくて困ったの
で。

日中の時間のみだけ出るような工夫された水道があったらつけた
い！

30代 女性

139 耕作放棄農地で子どもたちの農業体験

子どもたちの生活は消費がほとんどを占め
ています。生産に携わることがほとんどな
いのです。そんな中で、給食の時間に
「作ってくれた人に感謝していただきます
をしましょう」と言っても、作った人の思
いも苦労も知らないままのお題目を唱えて
いるだけになっています。
耕作放棄農地で子どもたちに農作業体験を
する機会が提供できたらよいなと思いま
す。

耕作放棄農地の田でどろんこ遊びやお米の手植え体験会、稲刈り
体験会を開催し、参加者を募る。畑でエダマメやトウモロコシ、
サツマイモなどの植え付け体験会や収穫体験会を開催して参加者
を募る。
農作業に興味をもった子は、自分の区画を借りて、自分で計画し
て年間通して野菜を栽培することができるようにしたい。
それぞれの畑には、アドバイスをしてくれる管理人さんがおり、
わからないことが気軽に聞けるとよいと思います。

40代 男性

140 初倉に大きな公園があったらいいな

初倉には何にもない感じがする。気軽に散
歩したりジョギングしたり、お弁当を持っ
てのんびり1日過ごせるような所が出来た
ら利用したいと思ったので。

みどり幼稚園の跡地に子供が遊べる公園を、アウトレット予定地
だった所に大人がくつろげる緑豊かな公園を作りたい。

50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

141 ⻑泉町を見習ったら？
住みやすい環境と町の取り組み。
焦って気を衒う必要は全く無いと思いま
す。

住みやすい環境と町の取り組み。
焦って気を衒う必要は全く無いと思います。

70代 男性

142
島田市内に駐車場が広くいろんな方々が
くつろげるスターバックスがあったらい
いなぁ

遅い時間でも、のんびりと大好きなコー
ヒーを飲める場所が欲しい

島田はバイパス、東名と大きな道路がある事から、駐車場が広く
とれて大型車も何台か停める事もできる休憩スペース、また近所
の方々の憩いの場所と多目的に使える場所としてぜひスタバを誘
致したい

50代 女性

143
無駄な公共事業をしないで市⺠に還元す
る町

あまり必要性のない綺麗ない道路にも舗装
工事とかしてますが、その分は市⺠に還元
してください。ローズの教室値上がりして
ます。

要望や連絡がある道の工事は仕方がないけど
そうでない道路の工事は交通も不便になるし無駄な税金を使い市
⺠には二重苦。
子育てや年寄りばかりでなく、そうでない人達への恩恵があるよ
うにしたい。

60代 女性

144 道路の隅のドブ川全てに蓋をして欲しい
川ざらいをしなくて済むからと、夜道川に
落ちそうで危険。実際子供が自転車では
まったことがある。

すぐやります 50代 女性

145 花畑を作る。 明るい雰囲気になるし、観光客も増える。 インターチェンジ付近に季節ごと楽しめる広い花畑を作る。 10代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

146 街全体が明るくなったらいいな
駅前にはイルミネーションがあるけど少し
街を歩くと真っ暗なところが多い

住宅もあるため時間を区切ってイルミネーションを置く。ただの
イルミネーションではなくここにはこういう店や名物があるよと
いう目印になるようなイルミネーションがいいかなと思う

30代 男性

147
近所の人ともっと知り合いになれたらい
いな

他地域から引っ越して来たので知り合いが
少ない
さまざま年代の人と知り合う機会がない

参加しやすいサークル活動やイベントなどをつくる。
どこでどんな人たちが活動しているのかわかりやすく広報する。

30代 女性

148 医療、商店の業務提携の充実
コロナ禍の⼊院先たらい回しの減少。
商店の密や集客の分散で事業所の利益を守
る為。

医療提携する事によって、病院のたらい回しをなくす。普段の薬
だけの受診で病院をハシゴする人の為にボランティアや送迎車を
増やす。
⻑時間の待ち時間を軽減する為に商店情報を幅広く宣伝してテイ
クアウトを増やす。
パンフレットやネットで、混雑情報や営業日や店舗の場所を共有
して、密や各事業の利益を分散化して共存させる。

40代 女性

149
島田市に本格的なサウナができて欲し
い。

サウナしきじまで行くのは遠く県外から来
て混むから、サウナしきじのような本格的
なサウナ施設を作って欲しい。

伊太わりの湯みたいな島田市が⺠営化で本格的なサウナ施設を作
る事業者をして欲しい。

30代 女性

150 金谷地区にもっと公園ができたらいいな

公園が少ない、遊具も少ない！
コロナの影響で、室内遊びができないけど
公園でドッヂボールや縄跳びなど
密にならない遊びならいいよ。というお宅
も多い。
でも、場所はいつも同じところしかなくて
中学生がボール投げをしていると
⼩学生、幼稚園児は怖くて遊べない。

誰か先に使っていたら、近くにある別の公園に行ってみよう。
と、みんながそれぞれに遊べるように、
⼩さい公園がいろんな所にあるといいな。
と思います。

40代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

151 室内テニスコートが出来るといいなと思います。

公共の市のテニスコートは学生さんの大会でも使
われ、土日のローズアリーナの利用は古く、昔か
らの第三日曜の抽選会。なかなか当選も大変です
が、密にならないように参加しなくては始まりま
せんし。
トランポウォークは島田市、定着し、色々な場所
で可能、でもテニスはコートが無くては高齢者も
⽼若男女も学生さんもやれません。
雨でも出来る天候に左右されないテニスコートが
出来たら、心身の健康の為に年齢関係無く、生涯
スポーツにテニスは良いと思います。

ローズアリーナの体育館、子供プール横に室内テニスコートを作る。
又は、大井川河川敷の何処の場所に室内テニスコートを作るはどうでしょう
か?

60代 女性

152
素晴らしいウォーキングコースがもっと
充実したら良いな

島田、特に川根のウォーキングが好きでよ
くウォーキングさせてもらっています。
せっかく景色が良くて素晴らしい道がある
ので、もっと滝の⼩径紹介とか見どころ
マップがあったら良いなと思います。

見どころマップを作る。
地場の野菜や果物をウォーキングコース終点付近で売って欲し
い。
夏はアイスクリームや飲み物を秋はクレープや焼き芋を冬はおで
んやカレーを春は抹茶ラテや抹茶生クリーム大福をリーズナブル
な値段て提供して欲しい。

50代 女性

153 下水設備の充実
川ざらいに参加する人の高齢化に伴い、負
担を軽減してほしい

市で使っている無駄なお金を下水処理の拡充は回す 30代 男性

154 水遊びができる場所がほしい！

カバさんプールもあるけどおむつしてる子
は⼊れないし、⼩さな兄弟抱えてるお家は
お外で安全に水遊びできる場所がなかなか
ないので...。

じゃぶじゃぶ池、それも噴水で水が出てくるような場所にする！ 30代 女性

155 賃貸物件がもっと増えるといいな
実家が島田でとても住みやすいので、結婚
後も島田に住みたかったのですが、物件が
少なくてやむなく他市に住んでいるため。

使われていない空き地に若い人向けの新しいアパートを建てる 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

156
高齢者、生活応援隊が、あったら良い
な。

安心して歳を重ねて生きて生ける地域に。 ゴミ出しや、ちょっとしたお手伝い 60代 女性

157
飲食店の川を挟んだ井口の方に誘致、ピ
ザなど宅配店舗の拡大

宅配を頼む店がない、駅前との差が大きい
空き地への店舗誘致、娯楽施設のある商業施設つくる 月替わり
で変わる物産展などができる平屋

30代 男性

158 ROUND1が欲しいー！ 栄えるから！ 大きなゲームセンターが欲しい 10代 男性

159
ゆめみらいパークに日陰で休憩できるス
ペースがあるといい。

とてもいい公園なんですが休憩スペースが
ないのが残念だと思っていたため。

日陰、ベンチやテーブルなどを作る！！ 30代 女性

160
六合の踏切が渋滞して旧国1との距離がな
いので、島田駅の東  降下橋と同じものを
作って欲しい

駅のすぐ近くで、踏切がよく閉まる 島田駅東の降下橋を造る 60代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

161

家の裏の土地が、誰の土地か分からない
ないが、何年も手⼊れされず草が生い
茂って引っ越してきた時にはなかったの
に、草だけでなく木が生えてきました。
ヘビがいたりアシナガバチがいたり害虫
もいて危ないので、手⼊れしてほしい。
公園になったら嬉しい。

コロナで、習い事もできず家で暇をもて余
しているので、子供たちが近くに公園が
あったらいいなと言っていたので

真ん中に大きな木を設置しその周りにベンチに配置する 30代 女性

162 日本で一番美人が市⻑さんの市 言えません！ 市⻑改選 50代 男性

163 KALDIが出来ると良いなぁ。
静岡市には３店舗あるのに島田には…。好
きだからこそ思う事ですね。

資格は持ってないのですが、コロナがあけたらデコパージュの教
室を開いてみんなでワイワイしながら製作をしたい。

40代 女性

164
コストコかイケアを作ってほしい（アウ
トレット予定地だったあたりに）

雇用も生まれるし、絶対に近隣から人が来
るから
県中部にはコストコないので…
アウトレット期待していたのでとても残念
です

気軽に立ち寄れるお店が駅前になさすぎるので、店舗を時間帯や
曜日別で期間限定で安く貸して、お店をやりたい人を誘致する
その後お店を市内でやるなら支援する
（三角公園でおこなっているようなものをもっと広いお店でや
る）
おしゃれなお店や珍しいお店があれば遠くても人が来るはず

40代 女性

165 六合駅前にカフェが欲しいな

六合駅前ロータリーが綺麗になり、雨にも
濡れなくて済むし嬉しい。あとはカフェだ
な?。島田駅前のサンカク公園みたいなの
でも良いな?。

子供はもう公園が必要な年齢ではないが、気軽に行ける地元の安
全な公園がないから、
必要だと思う。あとは せっかく中学校にエアコン設置をしても
らったけど、どんなに暑くても開始日が来ないと稼働させずに、
クタクタ…。マスク生活の間だけでも、なんとかしていただけた
ら。

40代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

166

・金谷駅の前の通りがもっと賑やかになってほし
い。
・アウトレットが出来るつもりでいたので、島田
に大型のショッピングモールが欲しい。
・多くの人が訪れる場所になってほしい。

空き家や空き地が多く、もっと土地や建物を有効
活用していったらいいのにと思ったから。
街を活性化させることで、観光客が増えたり、地
元の人が利用したりすると思うし、将来的に島田
市から出て行く人が減ると思うから。

・商店街を活性化させるために、通りを歩行者天国にしたりもう閉店して空い
ている店を利用したりして、フリーマーケットをしたり、期間を区切って店を
出したい人に建物を貸したりする。
華やかに見せるために、店のシャッターにスプレーアートを施したりする。
(地元の学校の美術部などの作品)
・子供たちが楽しんで遊べるように、室内の公園を作る。公園と同じ仕組みで
無料で自分で遊び道具を持って行くなどする(夏は暑くて外に出られないから)
・島田市はドラマやアニメの舞台にもなっているので、聖地巡礼をするファン
のためのバスツアーを開催する。聖地巡礼用のパンフレットなどの作成を行
う。(舞台になるのは凄いことなのに、あまりPRをしていないのがひっかかっ
ていた)

10代 その他

167
駅前にカフェorおしゃれなランチができる
店がほしい

以前、朝から夕方まで用事があり島田駅付
近でお昼ご飯を食べようとしたが店がなく
困ってしまったため。また、カフェなどが
あれば島田駅に寄りたいと思うようになる
から。

スタバやドトールなどのチェーンを呼び込むorカフェを出したい
と思っている人を応募して開店をサポートする。

20代 女性

168
子供だけでも行ける、新しい公園が欲し
い（第一⼩学校エリア）

近くの公園が不衛生で、不審者が出たこと
もあり、心配なため。

新しくできた公園には、あずま屋がちゃんとあり、防犯カメラも
設置する。

10代 女性

169
農業法人が土地を借りやすくなればいい
な

耕作放棄地が増えてきたので島田市が地域
の手本になればいいな

市が法人と所有者の橋渡しを積極的におこなうような部署を作る 60代 男性

170
若い人たちが、島田なら助け合いながら楽し
く暮らせるよ！…と様々な所から集まっ来て
くれる町。

北部地区へ引っ越し田舎暮しをしています
が、地元の方は便利な町の暮らしがいいよう
です。
確かに年寄りには生活は大変になってきま
す。
ですが、自然豊かな山の暮らしは、便利な町
の生活には変えがたいものがあります。
田舎暮しを年寄りだけでなく、若者にもお願
いしたいです。
共に生活する事で、お互いが助け合えたら幸
せかと。

⼩学校が生徒数の減少で、各地統廃合されますね。
学校の後利用を、アート活動をしている若者の生活の場所にしたら…
と。
ヨーロッパのアート作家の集合住宅のような。
生活の苦しい若者を皆で応援する島田市なんて、素敵です。

60代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

171
⼩さい子どもが遊ぶのに『ちょうどいい公園』が各地域
にあるといいな

中央公園やゆめみらいパークなど大きな公園が市内にあ
るのは嬉しいけど、自分にとってそれらは休日にたくさ
んの荷物とベビーカーを持って車で行く場所。行くまで
に労力がかかり、思い止んでしまう。平日に、お散歩が
てら気軽に寄れる公園がなかなか近くにない。幼稚園や
⼩学校から帰って来た子どもが夕飯までちょっと遊ぶと
か、休日にワンオペで遠くまで出かけられない親が手ぶ
らで歩いて行って、お昼になったらすぐ帰って来られる
ような距離に公園があればいいなと思う。大きな遊具は
なくとも、滑り台とブランコ、砂場くらいあれば子ども
は満足する。距離的も広さも『ちょうどいい公園』が欲
しい。

どの地域にどのくらい子育て世帯がいるのか調査して、地域の実情に合わせて公園の広
さ、数を決める。どの地域からも歩いて行ける距離に公園があるというようになるよう
に造成する。

30代 女性

172 初倉に遊具のある公園が欲しい

初倉には遊具のある公園がないので橋を渡
るか吉田の方の公園に行くしかないので
夢みらいパークのような親子共々楽しめる
公園が出来れば有り難いです

初倉に公園を作り若い家族を呼び込みたい 30代 女性

173
猫カフェなどの動物カフェがあったらい
いな

なかなか家では動物が飼えないけど癒され
たい。子どもの生命を大事にする気持ちも
育てる事が出来る。

駅前に作って外からも動物カフェがある事をアピールできるよう
に作る。駅前が賑わうと思う。

30代 女性

174 個々のお店の宣伝が出来ればいいな。

公共の施設にお金を掛ければ、それが税金になるし、今までの例で、成果がほぼな
い、無駄遣いで意味がない。
例としてもいくつもありますか、消防署の近くの、オブジェは何か分かりますか、説
明を受けなければ分からないようなもの、幼稚園児でも、見てわかるような、島田市
のシンボルではない、全く無駄遣いで、センスがないです。
個々の、大型店ではなく、昔から営業している商店、こだわりのある商店、面白い商
店、ちょっと変な商店、建物が変わってる商店。あんな店、こんな店と全国に発信で
きないような企画を??
個人商店は大型店にはない魅力がいっぱいあるんです。
個人商店は、宣伝が下手なだけで、
島田市の個人商店は素敵な商店がいっぱいあるんだと、見直してもらい、その手助け
をしてもらえば、島田市は発展します。
大型店や全国ネットのチェーン店だけが目立つのは、個性のない島田市を作っている
のだと感じます、発展的な、島田市職員さんか、いらっしゃればいいのですが！
以前にも意見をしたことがありましたが、やる気のある方ご連絡下さいとしました
か、残念ながら、返答はあるませんでしたので、あまり期待してませんが、このアン
ケートは、パホーマンスにならければいいのですが。

上記と同じラジオ、TVの取材に務める。
雑誌、広報は今の時代あまり効果がない。
あなたは、主な情報げんは何処からですか？一番は、TVではないですか？

60代 男性

175
島田駅の改札出口から北のエスカレー
ター前のスペースにストリートピアノ(電
子ピアノ可)とかあったらいいな。

コロナでなんとなく沈んだ気持ちが音楽で
少し前向きになったり、少し気分が晴れた
りしたら素敵だなって思うから。

ときどきでも島田出身の人たちでチャリティーコンサートとか
やって、コロナで大変な業種の方に何かの形でお金が渡せるよう
な仕組みを作ってみたい

40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

176 コストコができるといいな 最寄りが浜松で遠いし県中部にないから 初倉などの街から若干外れたところにつくる 30代 男性

177
東光寺が上下線に流出⼊可能になったら
いいな

便利 できるようにする 30代 男性

178
駅から本通りの商店街まで雨や直射日光
が避けられる屋根をつけて、駅近くの駐
車場も拡充されたらいいな

商店街の元気を取り戻して欲しい
大型商業施設を⼊れるのではなく、地域性を活かしつつ、利便性
も高める仕組みを作ってみたい

40代 男性

179 花火大会が有名になったらいいなぁ
1年に一度の花火大会！特に想いでに残る
から

SL花火とか あったら面白い 40代 女性

180 毎週マルシェで賑わうといいな クラフト展や市場が好きだからです！
クラフト展、骨董市、フリマなどイベントをたくさん企画したい
です！

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

181
観光客が宿泊したくなる街になるといい
な。

活気溢れ、経済的にも潤う。

島田は東京や名古屋から来やすい距離にある。蓬莱橋や温泉やSL
等、他には無いものがあるのに、宿泊したいレベルでは無い。
「SLに乗ってテーマパークに行く」や「空港をガンダム空港にし
て、世界中からの集客」など、ワクワクするものが無いから誰も
来ない。
門出もそうだが、位置がバラバラ。
宿泊したくなるような、観光を考えてみたい。
市⺠が暮らしやすい事、市⺠が楽しむ事など、自分達が良い事ば
かりやってては、いづれさらに若者も減り、企業も減るのではと
心配です。

50代 男性

182
同性愛結婚が出来るようになったら良い
な。

自分がXジェンダーでパートナーが同性な
ので。

同性愛結婚を実現させて性差別や偏見をなくしたい。 30代 その他

183
駅前と本通商店街がもっと賑わってほし
い。

駅前に若者がいないと過疎地感がすごい。
平日も土日も若者は藤枝静岡に遊びに行っ
てるのかな。寂しいです。

若者やこども連れが気楽に⼊れるお店を駅前に誘致したい。 50代 女性

184 マルシェで賑わう町になってほしい。
キッチンカーや、手芸などでお店を出して
見たい方がいっぱいいるのに、他市までい
かないと出すとこがないと聞きます。

ゆめみらいパークへ人を呼ぶために、出店できる方を集めて賑わ
せたい。そのためには市内の人には出店料を無料とし、他市から
の人は5パーセントくらいの設定にしたら集まると思います。
せっかく楽しい場所なのに食事できるとこがないからです。

40代 女性

185

島田にドッグランがもう少しあったら嬉しい
です。バラの丘にもありますが山を登って行
かないとでなかなか歳をとると不便です。
河川敷など広い場所にお願いしたいです。今
このご時世 動物と共存する事で人間も心癒
される安らぎを感じます。
そんな犬達にも思いっきり遊べら場所を提供
してあげられたらいいなぁーって思います??
河川敷はサッカー 野球 ゲートボール だ
けではなく犬にも提供してほしいです。

みんなが行けるドッグランがない 河川敷に大型犬 ⼩型犬用のドッグランをつくる。 50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

186 町内会が無くなるといい。
若い家庭には負担が大きい。昔のまま、や
り過ぎ町内会を引きずりすぎ。

都会には随分昔から町内会が無いようです。昔と違い、子供に付
き添うような習い事が多くあり、今の親は忙しい。
必ずしも土日休みの方ばかりではない。
このデジタル時代に連絡網とかあり得ない。
島田市も活用しているLINE等で、連絡などはデジタル化にする。
地域の草刈りは業者にお願いする。（危険だし、出席しないと陰
口言われる）
今の子供達に、背負わせたくないから、引越す方もいて、空き家
問題や放置農地にもつながっている。

50代 男性

187
大井川河川敷にある、マラソンコース。
ここを活用したスポーツイベントがいつ
も開催されたらいいなと思います。

大井川は地域の資源と思います。今ある資
源を最大限活用することが街の活性化につ
ながると思います。

スポーツイベントが全国的なものになれば、全国から人が集まり
ます。古来街道として発達した島田宿ですから、外から来られる
方へのおもてなしの心はあると信じます。

70代 男性

188

古⺠家や古い街並みを大切にしたり、和菓子や着
物を大事にできる文化が育つといいなぁ。緑茶化
計画も更に盛り上がるといいなぁ。市⺠が島田市
を誇りに思ってもらえるまちになったらいい
なぁ。

島田って何にもないって市⺠が言うのが残念。ユ
ニクロがない、スタバがないって。全国からお客
さんが来てくれる蓬莱橋も諏訪原城もSLもあるの
に市⺠が魅力を知ろうとしないのがもったいない
です。

博物館の常設展示リニューアル。
川越街道案内人をおいて、おもてなしするなど滞在時間を伸ばす。
博物館や蓬莱橋の市⺠割引を導⼊し、市⺠へのお得感を出す。
東海パルプの殺風景な塀を大学生やデザイン事務所の協力をいただきオシャレ
にする。
島田蓬莱座を川越街道沿いにもってきて江⼾時代の芝居⼩屋みたいな人流をつ
くる。
お子さんが10歳の誕生記念に家山までのSLの親子ペア片道乗車券をプレゼン
トして乗ってもらう。(もちろん、追加料金で他の家族や千頭までの乗車も可
能)

募集の趣旨とは違うなぁって思いました。
ごめんなさい。

40代 女性

189 スポーツの街島田。 自慢できるリバティがある。

陸上競技場を建設し、全国の大会誘致。
また、高校、大学、社会人の陸上界が練習キャンプに来れば、島
田市にとって集客になる。
リバティ近くに建設すれば、競技場が予約で使用できない時間が
あっても、リバティを活用出来るので、人気になると思う。
島田球場を草薙球場レベルにし、プロ野球に誘致する。
草薙球場のデメリットは、駐車場が少ない事。電車で行くしかな
い上に駅からそこそこ歩く。
駅からも近く、河川敷を駐車場にすれば、
高校野球の開会式や決勝戦が島田になる可能性は高い。

50代 男性

190

車を気にせず子供がのびのびと遊べる広
場や公園みたいなところがあって平日に
はママさんたちが雑談したり、週末にな
ると親子連れが楽しんだり、そこにキッ
チンカーも出店してるような生活の豊か
さのある風景がある街がいいです。

お⺟さん達はどうしても育児の中で孤独を
感じてしまうのでこういう場所があれば悩
みも喜びも共有できるしいいなと思いまし
た。

提案ってよくわからないんですが、私ならこういう場所ができた
ら頻繁に活用したいです。

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

191 駅前の駐車場が格安になったらいいな

昔の七丁目は駅前に自転車で難なく行ける
距離だったのですが、市外に嫁ぎ、車での
移動が主になったら駐車場料金が気になっ
て駅前に行かなくなりました。

10分まで無料のスペースを設ける(たしか焼津駅前がそんな感じ
でした)

40代 女性

192 島田市のメルカリみたいな仕組み
一人っ子でまだ綺麗な物や使える物が勿体
ない。でもあげるところもない。捨てるの
も勿体ない。ってことがよくあります。

メルカリはめんどくさくてやってないけど、もっと簡単な何か取
引ができれば。フリマやママフェスはありますがもっと簡単に個
人でやり取りできれば。

40代 女性

193 ゴミの分別をして欲しい 他の市ではきちんと分別しているから 燃えるゴミと燃えないゴミくらい分けたい 30代 女性

194
一般不妊治療も所得制限なしにしてもら
えたら嬉しいです。

一般不妊治療も続ければ出費が重なりま
す。仕事も休まなければならないので、欠
勤等になるとお給料が減ってしまいます。
補助金をいただけるのであれば、負担が減
ります。

不妊治療全般に補助金制度（所得制限なし） 30代 女性

195 市⺠のみんなが好きになるような町
私自身、島田市が好きじゃないし、だから
こそ島田市を出たいとおもってるから。

色々スポットはあるけど、整備が行き届いてないから、そういう
ところを綺麗にしたい

10代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

196 中学生までの給食費の無償化
就学援助という制度がありますが、認定さ
れなくても苦しい家庭は多いと思います。

⼩、中学生の給食費を無償化します 50代 女性

197
もっと駅周辺、本通が賑やかになるとい
いな

人通りが少なく、賑やかさがないです。帯
通りも寂しい。

土日は帯通りを解放して、誰でもキッチンカーやハンドメイドの
お店、野菜販売、いろんな店が出店できるように、すれば良いと
思う。元気市がなかなかコロナで開催されないので、楽しみにし
ている市⺠もいると思う。帯通りの北側南側の両方を使って店舗
の距離を空ければ、開催できるのではないでしょうか？飲食店も
参加して、テイクアウトを販売できるようにしては？

40代 女性

198
島田市Tea計画が進んでお茶の町がもっと
活性化してたらいいな。 地元住⺠としてお茶は誇れる名産品だから

全てが緑色の町。
お茶の蛇口

10代 男性

199 島田市の河川敷で自慢のペット集会
現在家族の一員になっているペットと共に
参加し、市⺠交流をはかる

年1回10月に河川敷で集まりをする 50代 男性

200

緑茶化計画を歌っているのであるなら、
もっとお茶に関してツイートして欲し
い。
そしてコロナが終息したら茶ービスエリ
アを復活する事。

県内で最もお茶に積極的だろうと思ったの
にそうでも無いと感じたから。

私が島田に引っ越してお茶の発信をする！ 40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

201 ショッピング施設が欲しい。
大井川鐵道の影響もあり、最近は観光客が
増えたため

門出には島田市の美味しいグルメがあるので、御殿場アウトレッ
トのようなショッピング施設が欲しい。島田市をもっと人に訪れ
る場所にしたい。

30代 女性

202
駅前のイルミネーションが大規模になっ
たらいいな

これからの季節、駅前が明るくなることで
島田駅を利用する人々の気分も明るくなる
といいと考えたため。

ついつい写真を撮りたくなるような、カラフルなイルミネーショ
ン

10代 女性

203
美味しいお茶やお酒を通して"Shimada"の
名が世界に広がったらいいな。

島田には美味しい物がたくさんあるので、
日本だけでなく世界にもその美味しさを伝
えていけたらいいと思うので。

YouTubeで島田チャンネルを作り島田を発信していく。 20代 女性

204 大学があったらいい 若者が集まって街が賑わうと思うから 屋内で子供が遊べる施設をつくる 20代 女性

205 金谷地区に屋内型の遊び場がほしい
島田駅近くにはこども館があるけれど、金
谷にはないから。

旧金谷庁舎の場所にこども館のようなものが出来たら、目の前に
公⺠館(図書館)もあって雨の日の楽しみ方が広がると思う。

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

206
本通りがシャッター街からちゃんとした
商店街になるといいな

歩きたくなるアーケードがあれば住⺠が魅
力的に感じてくれると思うから

本通り周辺の区画整理 20代 男性

207
島田駅前が人が集まる場所になってほし
い

駅前が閑散としている、本通の商店街が
シャッター街になっているなど元気がな
く、賑わいがあると良いです。

空き店舗をシェアスペースにする
島田の観光スポットへのパークアンドライドが容易にできるよう
駐車場にカーシェアを設ける
レンタサイクルを使えるようにする

40代 男性

208 蓬莱橋を渡った先の観光を充実させる。

蓬来橋を渡る観光客が増えていると感じて
いる地元住人です。
渡った先には少しづつ観光スポットは増え
ていますが、もっと充実させて蓬莱橋を
渡った先にステイする時間が増えればいい
のでは？

蓬来七福神をスタンプラリー化して、中條さんの石像まで足を運
ばせる。そこから見える景色は素晴らしいんです。茶畑と富⼠
山、南アルプス深南部の山々を眺めて、スタンプが７つ揃えば景
品を??。

60代 女性

209
歩行者、車椅子、自転車の方達が移動し
やすい町になってほしい

駅前のほんの少しの限られた場所だけ歩道
が広く段差も少なくなっているが、他の殆
どの場所は車道が優先的な造りになってい
る。もっと段差を無くし、雨の日の車道の
水がかからないくらいの広さが欲しいし、
水捌け優先し過ぎの歩道の傾斜もどうにか
してほしい。賑わいとか商業施設とかより
も、そういう物を整備してほしい。

例えば、駅から川越遺跡や蓬莱橋に楽しく歩いて行けるように案
内や誘導をする。蓬莱橋においては宝の持ち腐れなので、もっと
ベンチを置いて休憩場所を設ける。

40代 女性

210
河川敷に犬のリードを離して運動させられる
柵で囲われたドッグランが出来るといいな！

地域の方の憩いの場になってる河川敷。
犬のノーリードでのお散歩も目立っていま
す。

怖がる人や、犬の逃走などの危険もあると思
います。ですが、それだけ犬連れの方も多く
います。ただただノーリード禁止の看板を増
やすより、安全で遊べる場所を作るのも一つ
の手ではないでしょうか。
せっかくの広い河川敷なので、こうなったら
嬉しいな！

ジャブジャブ池などもあれば、夏場も楽しく遊べそう！犬のイベントな
ども開催会場になればいいな！

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

211
島田宿をもっと観光できるような場所に
したらいいと思う。

いまの感じだと人が来なそう。せっかく素
敵な場所なのにもったいない。

古⺠家カフェやお洒落なお菓子屋さん、地元のお土産屋、島田の
お茶やアイスん売る

30代 女性

212
もっと気軽にあそべる公園が増えたらい
いな

ゆめみらいパークができてあそびに行くと
ころができたけれども場所も遠くて、いつ
も人が多いので⼩さくてもいいから気軽に
子どもとあそびに行ける公園がほしいで
す！特に初倉地区には児童センターはある
けれど公園がないので是非つくってほしい
です。

規模はそんなに大きくなくていいから島田市の木を使った遊具が
あったら素敵！

30代 女性

213 綺麗な公園が沢山あるといい 島田の公園は暗いイメージ 蓮華寺公園みたいな明るく、散歩ができる公園があるといい 30代 女性

214
産後ケアの補助金をもっと使えるように
なったらいいな

申請通らないので...精神的に困っていない
と通らないみたいで...

藤枝市は申請すれば、いただけるみたいなので、、島田もそうし
てほしいです。
申請する人は困っているので、、、
⺟乳に関しては、急いでいるし、困っているので待っていられま
せん...

30代 女性

215
スーパーのレジ袋を指定のゴミ袋にする
【スーパー田子重さんみたいに】

活用できるので、助かる レジ袋を指定のゴミ袋にする 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

216 リゾート地
宿泊施設が伊豆や浜松はあるのに中部（静
岡市除く）には泊まりにきたいと思える高
級旅館やホテルがない

一棟貸しの旅館や、伊豆の高級旅館みたいなわざわざ来たいと思
える宿泊施設があると良いと思う。

あとは、新天地開闢集団ジグザグというバンドが島田という曲を
歌ってるので誘致して欲しいです。

30代 女性

217 宅配サービスの充実

「飲食店に行きたい、あのお店のメニュー
が食べたい」とは思うものの、このコロナ
禍でなかなか行けないという市⺠も多いは
ずです。
静岡では一部にウーバーイーツ等が導⼊さ
れていますが、こちらにはありません。
飲食店のためにも、市⺠のためにも、宅配
サービスでコロナ禍を乗りきれると良いな
と思います。

・島田市は広く、端から端まで距離もあるため、よりスームズに
宅配&受け取りができるよう、完全予約制。(例/前日の○時まで
に)
・金銭の受け取りをなるべくなくすため、事前決済かPaypay等の
非接触決済に限定する。

20代 女性

218
スーパーのお惣菜コーナーに、飲食店の
食べ物を置く

飲食店に行かなくても、買い物のついでに
そのお店の味が楽しめるから。

事前にお知らせしてしまうと、お客さんが集中してしまう可能性
があるので告知はせず、いつ、どの飲食店の食べ物が並ぶかは分
からないようにする。
なるべく多くのスーパーに置き、1つのスーパーにお客さんが集
中しないようにする。

20代 女性

219
初倉にも「ばらの丘公園」のような場所
が欲しい

初倉も島田市なのに(島田市だよね??)…何
もない。街灯もほとんどない。
大きな公園、スポーツ施設、お洒落なカ
フェ・・
せっかく空港があるので、人が集まる場所
を作って、地域を活性化して欲しい

島田大橋近く(敬満神社の⻄側あたり??)に、北に大井川を見下ろ
す&南に空港の飛行機?が見える大きな公園・プール等もある複合
施設を作る。窓から大井川&富⼠山が見えるお洒落なカフェも併
設しちゃう??

50代 女性

220 娯楽施設がもっと欲しい 友達と遊びたい！ 自然を利用したテーマパーク作り 10代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

221
①もう少しリバティやバラの丘公園の利
用方法がたくさんあった方が良いな。
②キャンプが出来る場所の設置

①凄く良いコースだけど、もっと色んな練
習方法が出来るコースになれば利用価値が
上がると思う。他県他市からの利用者が増
えると思う。マラソン練習だけでなく、高
齢の方、リハビリの方の利用など
②災害の時に体育館、公⺠館だけだと場所
が少ないと思う。コロナ禍でもあるので一
つの場所の人数を減らした方が良いと思
う。

①平なコースの他、隣にトレイルランコース、足ツボ的な場所を
作る
②災害の時も利用出来るようにしておく
ただ台風や大雨の時被害が予測されるので
使用できる日は限られるかもしれない。
何十年か前の台風のように河川敷だと全てが水に埋まってしまう
可能性がある。

50代 女性

222 映画館など娯楽施設が欲しいです！
遊べる場所が限られているため、若い層は
市街へ遊びに行くと思います。どこか遊べ
る施設が増えたら嬉しいです！

駅近くに映画館 20代 女性

223
以前計画があったアウトレットが復活し
たらいいな。

すごく楽しみにしていたアウトレットだっ
たため計画が中止された時はとっても残念
でした。

トーマスが人気なのでアウトレットと併設してトーマスランドを
作ったら良いと思う。

60代 女性

224 キャンプ場ができたらいいな 素敵な景色や自然が豊かだから
⼩規模でもいいので温泉施設も兼ねたキャンプ場！！レンタル用
品で手ぶらで利用できてゴミを出さない、エコできる事は工夫し
て、日本一エコで綺麗なキャンプ場に憧れます?

20代 女性

225

元東海パルプの横井工場の跡地がスポー
ツ広場になれば良いなあっておもいま
す。
駅南に市営球場、陸上競技場、サッカー
場、リバティ、グランドゴルフ場
本来なら体育館が出来ればと思っていま
したが…

駅にも近い、東名、バイパスにも近く便利
本来なら体育館が出来ればと思っていました。 60代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

226
歴史的ある建造物を今の技術でもっと魅
力的に

島田市にはいろいろと歴史的なものがたく
さんあるので、今の技術で魅力的に見てみ
たい。

宿場町の竹ライトによるライトアップ。
新茶の時期にお茶畑をライトにアップ。
島田駅の大銀杏（紅葉時期）にライトアップ
「島田市観光ライトアップ大作戦」

30代 男性

227
島田駅前にもう一棟、分譲マンションが
欲しい

交通の利便性、病院、スーパーがあるか
ら。

⼊居を検討したいです。(金額により) 30代 その他

228
誰もが安心して道を歩けるよう整備され
てるといいな

現状、車椅子で歩ける所は少なすぎるし
視覚障害者も安心して歩けるところはあま
りない  今後高齢化が進めば重要になると
思う

自分は今、障害者でないので漠然と将来の不安での提案です  ま
ずは障害者の声を聞いてその視点で改善策を考えてもらいたい

60代 男性

229
スタバやコメダ等のチェーン店のカフェが近くに
あるといいと思います。

若い人を呼び込みたい割に⽼人ホーム等の施設し
かないので、呼び込みたいのであればちゃんとそ
ういったお店を⼊れるべきであると思います。
そうしないから隣の市に人が流れていってしまう
のではないでしょうか？
潰れてしまうから作れないという考えを捨てた方
が良い。
最初からそんな事ばかり考えていたら何も出来な
いのではないでしょうか？
アウトレット等の大きい施設を作る前にそういっ
た⼩規模な事からやっていかなければ意味などな
いと思わないのでしょうか？

スタバ、コメダを1店舗でいいので人が⼊りやすい所に建設計画企てる。 20代 女性

230 スターバックスができるといいな 飲みたいから 東町に作る 20代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

231
フードフォレストができたら面白いなと
思います

https://greenz.jp/2021/08/27/food_fores
t/のフードフォレストを見て、あったらい
いなと思ったから

農園をやってる人たちのロスになっている作物を生かす。 20代 女性

232
マルシェが色んなところで開催されたら
いいなと思います！

コロナによって地域の人や日本事態が自分
の生き方を再認識していると思います。
今までより、自分のしたいこと、発信した
いことを溜め込んでる人がいるのではない
かと思い、そのような人が気軽に自分を発
信する場所があると面白いなと思っていま
す。

駅前や、大型ショッピングモール近くでマルシェを開く。 20代 男性

233
駅前に買い物できるお店や昼間居られる
お店(喫茶店やランチができる飲食店)がほ
しい

20年前はドーナツショップやCDショッ
プ、雑貨屋さんなどがあり、友達同⼠や⺟
娘で買い物したりできたが、いまは居酒屋
ばかりという印象なので。(今はコロナ禍
で難しいけど)他県や他市に住んでいる友
達を招きたいけど島田駅周辺は昼間閑散と
している

時々駅前でやっているマルシェを毎月開いたり、期間限定ショッ
プやレンタルスペースなどがあるといいかも

30代 女性

234
一人でも⼊りやすいカフェとかがあると
良いな

気分転換したり、一休みしたり…一人での
んびりコーヒーとかを飲みたいから

タリーズコーヒーとかスターバックスとかを呼んで下さい！ 50代 女性

235 インターナショナルな学園都市

今アメリカのとある田舎町に住んでいて、
人口は島田より少ないが、大学があって、
海外からの留学生が多く、非常に活気があ
り、優秀な人材が豊富。地元の島田市を海
外を身近に感じる事ができて、教育におい
て日本の最先端を行く町にしたい。

大学を誘致する。海外の有名大学の分校ができれば、一番理想
的。

30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

236 SNS映えする街 若年者の集客を増やすことによる活性化
①SNS映えするスポットの紹介
②飲食店のSNS映えメニュー開発

50代 男性

237

安心安全な島田市実現のため、コロナ感
染の検査が気軽にできるよう静岡や浜松
にあるような検査センターを島田市に
作ってほしいです。高齢者や障害者な
ど、移動困難者の場合は自宅で検査を受
けれるようにしてほしいです。

追跡調査をしない現状のなか、自分判断で
検査を受ける場合、手間がかかると検査を
受けることを止めてしまう可能性があり、
知らず知らずに感染拡大する恐れがあると
思います。

空いている建物・土地等を利用して検査センターやドライブス
ルーを作りたい。

50代 女性

238 駅前の活性化
特に南口の活性化
北口スペースの有効利用

①駅前をストリートミュージシャン、ストリートダンサーに解放
②南口に飲食店誘致

50代 男性

239 島田市に賑わいを！ 廃れていく駅前、商店街が寂しい 駅前、蓬莱橋にスタバを誘致 40代 男性

240 駅前ビルの建設 島田駅前の活性化 首都圏企業本社、支社の誘致 40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

241 コロナウイルスを早く対応できる島田市
現在、コロナワクチンの接種が、1番働き
盛りの⻘年がまだ接種できていない現在、
家庭内感染が多くなって来ている。

プラザオオルリ、ローズアリーナ、など大きな会場でならべく早
く市⺠に接種を終わらせたい、医師、看護師には負担と迷惑をか
けますが、コロナに限らず、この様な事態の時に早くてをうて
る、体制を構築したい。

60代 男性

242
図書館をもっと気軽に利用できるように
なったらいいな。

駐車料を気にせず、駐車場も十分な広さや
数があったらもっと図書館を利用できるの
に。ついでに行ってみようと気軽に立ち寄
れる場所に設置してほしい。

ローズアリーナや島田市総合医療センターの最寄りに設置された
ら、スポーツ、健康、文化学術がもっと身近な街になる。

40代 女性

243
田んぼの水路にいた生き物が戻ってきた
らいいな

地元のお年寄りに聞くと「子供の頃にはそ
の辺の水路にコイとかフナとかが居たもん
だが…」とのこと。島田市は昭和中期に農
業用の水路が行き届き、水が豊富なイメー
ジですが、コンクリート製の直線的な水路
は流速も速く、さらには止水されることも
しばしばで、昔は棲んでいたであろう田園
地帯の生き物たちの姿を見ることができま
せん。

農業用水路の機能が損なわれないように配慮しながら、流速が遅
くて深さがあり、コンクリート製ではない自然な流れの区間を作
り出せないでしょうか。排水側の水門で排水量を調節し、護岸に
少し手を加えれば可能なのではないでしょうか。
または、耕作放棄地等を活用してビオトープのようなものを作っ
ていく方法も考えられると思います。

60代 男性

244 大きなコンサートホールがあったらいいな

昔は市⺠会館にアーティストを呼んでライブなど、賑わっていました。おおるりです
と、客席の大きさやステージの設備が限られていますから、大きなコンサートは難し
い…。島田高校の吹奏楽部など、集客がある公演も2回に分けないとできない…。市
歌にあるように、文化がきらめく島田市であり続けて欲しい。プロ、アマを問わず
色々な人、団体が思う存分パフォーマンスができて、文化的に賑わう島田市を復活さ
せて欲しいです。旧市⺠会館に負けない、立派なホールを作ってください！お願いし
ます！

私だったら、とのことですので、素人の考えを、予算等の市の実情は無視して書かせて頂きます。ご容赦ください。
 立地は、旧市⺠会館跡地を想定しています？客席数1500程度で、客席を二層式にします。
 キャパシティについては、旧市⺠会館を参考に1500程度が良いと思いますが、立地が旧市⺠会館跡地なら、もっと増やしても良
いと思います。参考までに、収容人数が旧市⺠会館では約1500人、焼津文化センター大ホールが約1300人、藤枝市⺠会館が約800
人ですが、旧市⺠会館は、アクセス面で他市のホールと比較にならないほど優位に立っています。ですから、地域の文化の拠点とし
て、地域最大規模のホールを作っても良いのではないかと考えました。
 また、客席を二層にすることも強く求めます。旧市⺠会館では客席が一層であったにもかかわらず1500人の客席を有していたた
め、舞台後方が狭く、設備が限られていました。二層式にする事で、同じキャパシティでも舞台裏のスペースを確保し、設備を充実
させ、どんなコンサートにも対応できるホールを建設したいです。
 さらに付け加えて、島田市では林業が盛んだと言う授業を、市内⼩学校の社会科で扱ったと言う話を耳にしました。しかしその中
で、林業が衰退しつつあると言う話も聞きました。島田は林業が盛んだと言うことをもっと地元の方や近隣市町の人に広めるため
に、市内の木材を積極的に使ってホールを作ってはいかがでしょう。
 以上、市役所新庁舎建て替えの都合などを一切無視して意見を書かせて頂きました。拙い意見で申し訳ありませんが、ぜひ前向き
に検討頂けると大変嬉しく思います。

20代 男性

245
教育センターを18歳まで利用できたり、保護者が気軽に
利用できるようになるとといいな

現在、教育センターは⼩中学生の子どもが対象で、義務教育終
了後の不登校や困難さを抱える子が通えたり、家族のサポート
をしたりする施設が島田市にはありません。
また、近年は高校進学後の不登校が増えている一方で、学校以
外の相談できる場所が少ないという現状もあります。
義務教育終了後の数年間は、その子がどう社会に出ていくのか
に関わる重要な時期でもあります。
引きこもり対策の一環としても、教育センターの機能を拡充
し、18歳（成人）までは教育センターが利用できるようになる
といいなと思います。
また、子どもを支える家族をサポートする活動がもっと盛んに
行われるようになるといいなと思います。

☆18歳くらいまでは、教育センターの教育相談を利用できるようにする。
☆義務教育終了後もチャレンジ教室を利用できるようにする。（義務教育終了後でも利
用できる居場所を作る）
☆教育センターの中に保護者の活動室を作り、不登校新聞や子どもとの関わりに関する
本を置いたり、通信制の高校などの資料を置いたりして、保護者がいつでも気軽に教育
センターを利用できるようにする。

50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

246 歩道が広く平らな道になってほしいな。
道がかなりナナメでベビーカーが押しづら
い。特に旧国１沿い。現実はすれ違いもで
きないほど狭い。

歩道の整備 30代 女性

247
市の土地で空き家になってるところは平
地にして欲しい。平地になっている所も
草木の手⼊れをこまめにしてほしい。

⽼朽化が気になる。草や木がぼうぼうで虫
も多い。

家屋の解体、整備。
こまめな見回りと除草。

30代 女性

248

横井の東海パルプ跡地に広大な土地があ
るので、フードコートのような屋台村と
アウトレットモールの複合村があればい
いと思う。駐車スペースもたくさんあ
り、大きな木があるので、冬になったら
クリスマスツリーのライトアップをして
出店で賑わえばいいと思う。

アピタのフードコートがなくなってしま
い、1箇所でいろいろ選べる店がなくなっ
た。食事の目的だけでなくアウトレット
モールもあればたくさん集客ができると思
う。

ライトアップ等もして、若い世代も集まるデートスポットにして
みたい。

50代 男性

249 誰もが生活しやすい市

パラリンピックが盛り上がっているが、ま
だ障がい者と健常者の溝はあると思う。
車椅子の人が、歩道に上がるのに少し苦労
してるのを見かけたので、歩道の整備も必
要だと思った。

パラスポーツを体験できるイベントがあってもいいと思う。共存
のための一歩として、一緒に楽しむことから始めてもいいと思っ
たから。
障がい者がスポーツを楽しむ場を設ける。

30代 女性

250 活気ある街
人と人とのつながりや かかわりが 少なく
なって さみしく思います。

高齢者〜幼児まで 関わり合えるような場所が 有ったら 良いな と
思います。
例えば、閉校になった建物を 使い 階ごとに、高齢者の施設 幼稚
園と保育所 １階を みんなが利用出来る施設(お店・習い物・学び
の部屋・マッサージ・自由部屋など) が有ったら良いかも…なん
て 思ってます。

60代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

251 本通りが賑わうといいな
シャッター通りになってしまっているのが
寂しい

専門店街が無理ならオフィスなどにして、人が増えるといいなぁ
と思う。

30代 女性

252 市内の交通網を充実させたい
交通網を充実させて多くの人を島田市に呼
び込む

コミュニティバスを増やす 20代 男性

253
結婚式の時に文金高島田を無料で地毛で
結えるといいな。

せっかくの島田由来の文化を残していきた
いですし、市街県外の方にもアピール出来
ると思います。
結婚式までに髪の毛を伸ばして結えるよう
にと楽しみになりますし、
地毛で結える美容師さんの育成にも繋がる
と思うからです。

市内で結える美容師さん、カメラマンさんに協力して頂いて、
蓬莱橋で写真も無料で撮れたら良いです。

40代 女性

254
学校がより子供達の居場所となり、不登
校の生徒が減少する

不登校の子供が増えていたり自殺年齢が低
年齢化している現代の社会の中で学校生活
が豊かになれば良いと思うから

30人ほどの生徒に対して先生一人では目の行き届かないところも
ある。先生の負担も多いので、支援員の方や研修を終了したボラ
ンティアの方などが人クラスに何人かいるような環境にしたい。

30代 女性

255 山間地の荒れた茶園を無くしたい
景観が悪く、獣の住処になり、雑草や害虫
を周りに広めている

耕作放棄地を更地にし、茶草場として利用する農家に補助金を出
してほしい

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

256
近所付き合いが薄くなると良いなと思
う。

月に１回の集まりとかこのコロナ禍で必要
なのかと思ってしまう。

毎回集まらなくても毎回対して話す内容ないから2ヶ月に１回な
どでも良いと思う

30代 女性

257 スタバ等飲食店を誘致して増やす
藤枝が先行していて、わざわざ行く事に
なってるから

元島田か中河町のはなみずき通り沿いに誘致 50代 男性

258
路地裏の隠れた名店(飲食店など)をもっと
探しやすく、情報を得やすくなると良
い。

たまにいつもと違った道を歩いていると、
知らなかったお店、新しく出来たお店など
を見つけることがある。
こういったお店がもっと多くの人に知って
もらえると良いと思ったから。
また、新しいお店を見つけても、どんなお
店かわからないと、⼊りにくいお店も多い
ため、そのお店がどんな感じなのかを知れ
るともっと良いと思う。

島田駅を出たところに、駅前のこういったお店を紹介する、検索
出来るようなタッチモニタを設置する。
同様な機能をスマホでも見れるようにする。

スタンプラリーのようにして、それをきっかけに⼊ったお店で別
のお店の情報を教えて貰うためのコミュニケーションツールにす
る。

各お店に露店を出してもらうような、イベントを開催する。

30代 男性

259
バスの本数が増えたり、土日も少しでも
走ってくれると嬉しい

学校帰りにバスがなくて家まで40分以上
歩いて帰らないといけない時があって、バ
スが増えるとすごく助かるなと思ったから

土日を1時間に1本とかにして、平日は最低1時間に2本走らせる 10代 女性

260
島田駅の北口のファンタジーの横あたり
にコンビニを作って欲しい

職場が駅前だけどコンビニがミニストップ
かセブンイレブンまで行かなきゃなくて、
近くにコンビニが欲しい

ファンタジーの横はしばらくの間空き店舗になっててすごくもっ
たいない！

20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

261 ○人目出産から島田市からお祝い金 出産しても何もなかったから
○人目出産した家庭には30万円!!もしくは家族全員川根温泉ホテ
ル無料宿泊

30代 女性

262

東京の自由が丘や代官山などのように、
街中におしゃれなカフェや雑貨屋やイン
テリアショップなどが立ち並び、他の街
からわざわざ電車に乗って遊びに来ても
らえるような街になるといいなと思いま
す。

島田の駅周辺は平地で道もごちゃごちゃし
ていなくて、静かで落ち着いた雰囲気なの
で、
おしゃれなそこにしかない路面店のカフェ
や雑貨屋やインテリアショップや子供向け
のお店などが所々に沢山あったら人気の街
になれるのではと思ったから。

空き店舗などを安く借りたい人に貸せるように、
市で補助金を出したり、マッチング支援をしたりする。全国の自
分の店を持ちたいけど資金やノウハウがないという若い人を取り
込むような事業を行う。そういう人達のコミュニティを作り、継
続して支援していけるようにする。

40代 女性

263 市街化調整区域が外れるといいな。
そうすれば、いろいろな土地活用ができ
る。

今、⻘地で縛られているけど、外れれば、花畑にしたり、遊び場
やいろいろな物をつくったりして、みんなが楽しめる場を提供で
きるのに。放棄地も随分減ると思う。

60代 男性

264
朝早くからやっているゴルフ練習場あっ
たら良いな

朝早くからやっている練習場が少ない 試しに既存の練習場を早い時間の営業に切り替え検証してみる 40代 男性

265
駐車場付きの公園がいろんなとこにでき
たらいいな。（遊具も昔の様な鉄の造り
でない物）

自分が今、子育てをしててちょっと公園に
行きたくても車を停めれる公園が他の市に
比べて少ない。夢みらいもできたがあそこ
まで行かなくても近場でぱっと行って遊べ
るとこが欲しい。

とりあえず今の公園を少しづつ改良してく。まずは、遊具をかえ
る。（耐久も含めて）

40代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

266
子ども同⼠が遊べる場所が増えたらいい
な

なかなか子どもたちが遊ぶ場所がなく、機
会も少ないと感じるから

気軽に遊べるイベントをやりたい 30代 女性

267
焼津にも藤枝にも有る、ジョリーパスタ
や、乃がみ、スタバ、スシローが出来る
といいなと思います。

どんな年代の人でも行きたいのでは？と思
います。

お茶を売りにした施設が出来ていますが、共存出来たら良いと思
います。

50代 女性

268

商店街がもっと賑やかくなるといいな
定期的なイベントがたくさんあるといい
な
子供マーケットとかあったらいいな（子
供達が大人の支援を受けながら屋台やお
店を開く）

現在、シャッター街になってしまっている
商店街に活気を取り戻して欲しい。登下校
でよく活用していましたが、帰りに寄って
いくところもなく少し寂しかったです。市
⺠全体の交流ができる場として賑わい創出
の場になればいいなと思いました。

商店街を全部建て替えて、賃貸物件にする。全て繋がっているの
で、1店舗建て替えができないと聞きました。出店者を募り、短
期契約を重ね、風通しの良い商店街にしてみたい！です。

10代 女性

269 島田に大学があったらいいな
地元島田で学び、大学まで卒業できたら嬉
しいから！

島田で就職することまでを見越して、島田の活力となれる専門科
目を特色とした学校を作ります！特に農学部、医学部、あったら
いいな。地元出身の学生は授業料を割引したり、将来島田で就職
した学生には特典をつけます！！

30代 女性

270
公園のトイレが綺麗かつ洋式になったら
ありがたい

⼩さい子どもがいるので 募金を集め洋式化 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

271
放棄されている畑や家が無くなればいいな。
商店街が利用しやすくなるといいな。

放棄は無駄に感じる。権利関係で難しいのは
分かるがやはり何とか活用して欲しい。あと
は単純に荒れた田畑を見るのが切ないという
のもある。
子どもの頃は商店街には歩いていくもの、お
祭りと言うイメージがあった。大人になり自
転車や車を利用するようになって普段商店街
はそのツールを使いにくい場所であると実感
している。歩かねば利用しにくい場所に行こ
うとは思えない。

田畑を⼩中学生が管理して各学校で田んぼアートをする、或いは自然に
触れる、生産者から消費者までの流れを知る等の活動をしても良いので
はないかと思う。
商店街はそも空いている店舗もあったりまばらな活気にも問題があると
は思うが、車に焦点を当てるなら利用客層的にも道幅を広くしてタク
シーなどが一時的に店舗前に直接駐車出来るスペースを確保したい。

30代 女性

272 オーガニックになるといいな

身体は食べたものから作られるので、食べ
るものはもちろん肌に触れるもの身につけ
るもの、身体にいいものが増えてほしいか
ら。

農家さんと飲食店が協力して、オーガニックなお野菜を生産して
もらい、地産地消で提供していく

30代 女性

273 温泉施設や宿泊施設を増やして欲しい。
温泉施設や宿泊施設が少なくて、焼津や藤
枝方面に宿泊する事が多い為。

インターの近くに宿泊施設を増やし、飲食店も勧誘し、観光客が
島田市内に泊まるようにする。

30代 男性

274 まちなかにサウナが欲しい サウナが好きだから！
大村屋さんの綺麗な水を使ったらしきじに次ぐ素敵な水風呂がで
きるかも！

20代 男性

275 元気街

今は、全国的に沈んだ街並みばかりです
が、コロナが何とかなった その時に 笑顔
いっぱいの街に なっていたら 元気になれ
る??

島田市と言ったら、山と茶畑と大井川 です。が、悲しいかなお茶
は辞める人ばかりです。茶畑面積はダントツ1位なのに…。後継
ぎがいない。高齢者には キツすぎる。など…。
茶畑を やってみようと言う人、あるいは会社で お茶産業をやっ
てみようとか 言う会社など募集してみる  など出来ないもので
しょうか？

60代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

276 皆が 引き付けられる街 活気ある街になるため島田市は

島田市は 東海道線新幹線、東名高速、新東名、国道、静岡空港
ととても 交通手段には 全国的に見ても 優れている場所です。こ
の事を多いに活用して、会社や 大学  専門学校などの誘致は 出来
ないのでしょうか？

60代 女性

277 スタバかコメダ欲しい

島田に観光客が増えているのに気軽に立ち
寄れるお店が少ない（ドライブスルーと
か）
若者が行きたいと思うお店が欲しい

島田に観光客が増えているのに気軽に立ち寄れるお店が少ない
（ドライブスルーとか）
若者が行きたいと思うお店が欲しい

10代 女性

278
若者が移住したくなるようなまち、足を
運びたくなるようなまち

少子高齢化が進むなか、街に活気がなく子
供も減っていき将来が不安。大学進学を気
に市外、県外に流出してしまう。また島田
に戻ってきたいと思うような魅力あるまち
に。

・買い物目的で足を運べるように駅周辺に商業施設を作り、気軽
に島田に足を運べるようにし駅周辺を活気づける。商業施設を作
ることによって働き口も増やす。静岡や浜松に行かなくてもいい
ようなまちづくり。

・どかこの大学を誘致して若者を増やす。

30代 女性

279
道路の白線や路面の標識が見える安全な
道路

中央線、外側線、停止線、路面の標識が消
えていて見えない場所が多すぎて安全に運
転できないため

白線や路面の標識をひきなおす（出身地の札幌では「毎年」春に
「必ず」ひきなおしてます、全国、同額の自動車税を払っている
のに静岡の道路事情は史上最低！！守るべき交通ルールの「白線
や停止線、その他の路面の標識」が見えないなんて、最低だと思
います。）

30代 男性

280 若者が歩く街
仕方ないことだが、高齢者しか散歩してい
ない。

島田高校を駅のそばに移転して欲しい。 60代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

281
旧金谷中跡地にららぽーとができたら嬉
しいです

アウトレットも頓挫しましたが、もともと
商業施設のほうが良かったため
エアポートの横にららぽーと

牧之原市より先に開業させる 50代 男性

282
旧金中跡地利用にBMX自転車会場やボル
ダリング会場などの活用なんかどうで
しょう。 スケートボードでもいいい。

おばちゃんですけど、若者たちが島田にい
て楽しくなるような気がします。

空港も近くにあるので将来、大会なども出来るよ。
静波にサーフィン会場が出来たので、島田市もがんばってほし
い。
立地は決して悪くない。

50代 女性

283

島田駅前に、スターバックスやドトール
などのカフェが欲しいです。駅前に喫茶
店があるのは知ってますが中が見えず⼊
りにくいです。気軽にテイクアウトでき
たり、息抜きに店内でコーヒーが飲める
大手チェーンのカフェが欲しいです。

育児の息抜きに、ゆったりと店内でコー
ヒーを飲みたいと思う時がありますが、気
軽に⼊れる店がなく不自由をいつも感じて
います。大手チェーンのお店だったら安心
して⼊れるので是非誘致していただけると
嬉しいです。

島田駅周辺、コーヒーマップみたいなのを作ってみても面白いか
なと思います。子連れokかも書いてあると嬉しいですね。

30代 女性

284 皆が楽しめるイベントをやってほしい

プラザおおるりでのお弁当販売ですが、販売
時間の11:30に行ったら殆ど売り切れていまし
た。聞くと行列が凄くて急遽11:00販売開始に
して、15分で売り切れました、とのこと。販
売時間が早まる可能性ありとは書かれていま
したが、30分は早まりすぎだし、本来1時間あ
るイベントが開始予定時間よりも前にほぼ終
わってたなんておかしな話です。
このような早く並んだ者勝ち、やめてほしい
です。もう少し皆が共有できるイベント作り
してほしいです。

行列は間隔を開けるようにテープ等で誘導。参加店には、足りなくなっ
たらなるべく追加補充出来るように対応依頼。せめて本来のイベント時
間の半分の12時までは販売を維持できるようにしていきたい。

40代 女性

285 スーパーを増やして欲しい。 大型スーパーが少なくて、不便である。 大型スーパーを作り、暮らしやすい島田市にする。 30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

286 立派な音楽ホールのある街になったらいいな

島田市は、吹奏楽でも合唱でも全国大会で優勝し
ている街です。でも、市⺠会館がなくなってもう
何年も経ちます。島田にあるホールは、おおる
り、夢づくり会館、チャリム21。どれも⼩さな
ホールで、フルサイズのオーケストラや吹奏楽の
コンサートは難しいです。N響も、佼成ウィンド
オーケストラも、美空ひばりも、山口百恵も、ド
リフの8時だよ全員集合も来た島田市。客席数
1000席以上の音楽ホールがないのは、とても寂し
いことですし、近隣の街と比べても恥ずかしい気
持ちでいっぱいになります。

1000人以上収容でき、劇団四季のミュージカルもできるような設備を備えた
音楽ホールを、旧金谷中学校跡地に建てる。 60代 男性

287
横井人工芝??付近のスポーツ施設の拡大
とスターバックスなど軽食ショップの充
実

子供のスポーツに熱心な人たちが多く充実
させれば、活性化すると思います。

横井東海パルプ跡地に出来れば。 40代 男性

288
住宅街に、幼児向けの公園があったらい
いな

田んぼや畑が無くなり、住宅街が
増えます??またコロナで親との同居も増
えています。
広い公園だと、人がたくさんでコロナ感染
が心配なので、昔みたいな⼩さな公園が
あったらいいな。

地域ごとに⼩さな公園があったら、ご近所づきあいもでき、防犯
や地域の子育て協力などに役立てたい。

60代 女性

289
保育園の募集状況（空き状況）、申込者
数のホームページ掲載

保育園を検討するにあたって市の公開情報
が少なく、結果を聞くまで情報が分からな
いので不便に感じます。

市ホームページに施設⼊園申し込み状況を掲載する。（浜松市や
静岡市のホームページが参考になります。）

30代 女性

290

(募集の趣旨と違ったらごめんなさい)県庁
舎の⽼朽化に伴い、分散化を含め次世代
庁舎の検討に着手するようなので、旧金
谷中跡地にその一部を誘致したらどうで
しょう。

実現の可否はともかく、旧金谷中跡地を
時代の変化に常に対応する議題のなかに取
り込み、忘れられない存在であってほし
い。

静岡浜松の中央にあって、空港も近く災害時にもフットワークよ
く対応できそうな県庁分館ができたら、人が増え街も活気づき、
交通アクセスも更に向上させたいです。

50代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

291

初倉、みどり幼稚園跡地がずっと放置さ
れている。その土地を夏場にも賑わえる
ような噴水や水辺で遊べるような場所に
して欲しい。

現在、草まみれになっているが大きな土地
を無駄にしている事がは勿体ない。

浅い水を張った衛生的な公園。 40代 女性

292
井口には公園らしい公園がない。保育園
も近くにあるので新しい公園を作って欲
しい。

スーパーやホテル等々が出来、発展してい
る土地には家族が増える。公園を利用した
い人が増えるのでは？と思います。

大きな道は危ないので田んぼ道のあるような少しでも空気の良い
場所に公園を作りたい。

40代 女性

293
初倉には大人の楽しめる場所(チェーン店
の飲食店等)の場所が少ないので賑わって
欲しい。

チェーン店の居酒屋や、ファミレスがない
のが辛い。

吉田インターから空港までの道のりに家族にも優しいリーズナブ
ルなチェーン店を増やしたい。

40代 女性

294
もっと公園があったらいいな。屋内、屋
外遊べるとこがもっとほしい！！

子供をどこか連れて遊びに行きたい。でも
ほとんどの公園、駐車場が無いとこが多
い。

空き家、空き地などを活用して、
遊びスペースや、憩いの場所、駐車場にする。

30代 女性

295 活気のある地方都市 第二の故郷だから テレワーク拠点や週末住居の整備 40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

296
もうすぐ閉校になるわが⺟校。跡地を有
効利用してくれるといいな。

⼩学校がなくなると、地域の活気がなく
なってしまうのが心配。

校舎を利用してミニ水族館、校庭を利用してミニ動物園。 40代 女性

297
もうすぐ閉校になるわが⺟校。跡地を有
効利用してくれるといいな。

⼩学校がなくなると、地域の活気がなくな
るから。

相賀を大学の駅伝チームが練習で走っているので、校舎を合宿施
設にしてみるとか？

40代 女性

298
大井川鉄道ととことんタイアップして売
り出す。

SLや、トーマスなどよそにない魅力が
いっぱい。

大井川鉄道にブルートレインを走らせる。南海、近鉄のみなら
ず、旧車両を走らせる。食堂車を走らせる。SLよりもノスタル
ジーを感じる近昭和を実現させる。また自転車搭載車両を連結
し、サイクリストや自転車通勤通学者の利便性をはかる。

50代 男性

299 路線バスの充実

車を運転できない人にとって交通手段がない
のは不便過ぎる。
だから高齢になっても通院や買い物など不便
で免許を返すことができないのだと思う。
高齢化社会で高齢者が増え、デイサービスな
どはあるが元気な高齢者が住める高齢者向け
マンションがあるといいなと思う。高齢者に
なると賃貸物件も限られてしまうのが現状。
一人暮らしの高齢者が安心して住める場所が
できることを願っています。

はばたき橋を通る藤枝駅から島田方面のバスの開通。 40代 女性

300 医療が充実している町 病院が少ないと感じるから 医者を増やす。特に産科をお願いします。 20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

301
島田の駅前に、市⺠企画のコミュニティ
ルームがあったらいいな

自宅から歩いていけるところが一番良いだ
ろうけれども、多くの場所に作ることにな
るので、公共交通機関が一番集まっている
駅前が良いと思う。車を持たない人も利用
できる。

島田市の道路・歩道は、歩行者に優しくない。歩く人が増えれ
ば、市役所も考えてくれると思う。駅前をもっと活発にし、自家
用車に頼らなくても動ける都市になって欲しい。駅前の駐車場の
上を利用して、何か作れないだろうか。屋根付きにすれば、少し
の利用料金なら駐車場利用者も増えるだろうし、駅近くにすれ
ば、歩きでも利用しやすいと思う。

60代 女性

302
金谷駅ロータリーが送り迎えしやすくな
ると嬉しい

タクシーがなぜかはみ出して停まってい
て、せっかく3台分しかない一般車駐車場
に停めると、とても出辛く苦労します。

市内にＪＲ駅も3つあり、その利便性を生かして、駅発?駅着のマ
ルシェ

40代 女性

303
もっと別角度の魅力が生まれたり、発信
できたら嬉しい

市内の人でも市外の人でも島田市を楽しめ
たり、住んでて便利だと思えるほうがいい
と思ったから

金谷の夜景をアピールしたほうがいい、キレイ。お花がキレイに
咲いた広い公園があったら楽しい。産婦人科があったほうが若い
世代も安心して住めると思う。遠くから通う生徒がいる割に島田
第一中学校周りの道路が危ないからシンプルに改善したい。（休
日の部活動に行くときはバスが出ないと思うので）金谷に行く道
がもう少しあったらいいなとも思います。⼩中高生を対象に市や
学校の方に協力していただいて一つのお店や行事をやってみても
良いかなと思います。
島田市がいまよりさらに素敵な街になりますように。

10代 女性

304
毎年、ばらの丘の薔薇を楽しませていた
だいてますが、園内でゆっくりできるス
ペースが欲しいです

園内の上の方から全体を眺めるのが好きな
のですが、5月6月は日差しが強く炎天下
のベンチでは⻑く楽しめません。園内で飲
み物を購⼊できないので、結局早めに出
て、向かい側のお店で買うしかありませ
ん。

温室の一部をティールームにして、紅茶とスコーンで優雅に過ご
したい。薔薇の時期だけなのでそこまでの改装が無理なら、ワゴ
ン販売とおしゃれは日除け付きのテラスでもいいと思います。
せっかくの施設なので、中でお金を使ってもらうべきだと思いま
す

40代 女性

305

島田市役所に珍しい桜の木があると聞き
ました。それを接ぎ木で増やして、ロー
ズアリーナとかに植えたらいいと思いま
す

河津桜のように、市外からの観光客が増え
ると思います

ソメイヨシノより早めの花見を楽しみたい 40代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

306
蓬莱橋を渡る人がその先で楽しめるもの
が欲しい

ただ、橋を渡るだけにしては⻑すぎる。
渡ったら戻らなければいけないのも大変

渡った先に美味しいお茶スイーツが楽しめるとか、天気が良けれ
ば富⼠山が見えるテラスがあるとか。

40代 女性

307
マラソン大会をもっと盛り上がるものに
してほしい

コースのほとんどが河川敷でなので、染み
んの目に触れず、応援もない。稲取のキン
メマラソンみたいに、みんなが応援してく
れる大会の方が走る人も楽しい。

コースを変えられないなら、せめて折り返し地点とかいくつかの
ポイントに人が集まる仕組みがほしい。
ゴールにしかない出店を各ポイントにも置くとか、

40代 女性

308 歩いて楽しめる街

車で ある地点までは行くことになるので
駐車場の確保は必要だが、一定の地域を歩
いて散策及び買物をすることは地域の文化
を作ることに繋がる。

まるで新しい街を想像することは不可能であるので、どこの街を
お手本にするかが重要である。 そこで、見つけたのはバリ島の
ウヴドが参考になると思う。中心部の街、周りの田園風景、寺院
の多さなど素晴らしい。街の中を歩いて散策するとマーケット、
ショッピング街という集合もあるが、道路に沿ってお店がずっと
続いている。ローマやパリがどんなに素晴らしくても真似出来な
いが、ウヴドなら真似出来るしその魅力は世界中の人々が認めて
いる。

60代 女性

309 子どもが遊べる公園があちこちに欲しい
近所に子どもの遊ぶ場所がほっっとんどな
いから！！！

駐車場はなくていいから各自治区にひとつずつ公園を設ける 20代 女性

310
仕事と家以外の第3の居場所の選択肢がた
くさんあるまち。

私がUターンで就職した時、島田は高校ま
で過ごした地元だけど、仕事は市外だし、
市内で一緒に遊ぶひとは居ないしで、島田
はただ寝に帰る、単に大切な家族がいると
いうだけのまちでした。それではただ住ん
でいるだけで暮らしているとはほど遠いな
と思ったからです。

新しくここへやって来た人達がお客さんではなく、仲間になれる
よう、私自身がまちの人をよく知り、繋げ、一歩内側に⼊るため
の⼩さな窓となれるよう、これからも活動していきたいと思いま
す。

20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

311 インスタ映えのカフェができたらいいな
カフェをきっかけにその周辺が栄えると思
うので

中央公園とか蓬莱橋とかＳＬが見える場所とか、人の集まる場所
に人気のカフェをつくる

30代 女性

312
かわいいいろんなお店が増えたらいい
な！

地元が賑わって楽しそう！
昔からあるお店は残しつつ、雑貨屋さんとか、緑茶のカフェとか
⼩さなお店をたくさん集めた商店街

40代 女性

313 金谷にも商業施設があるといいな
新東名があるのに門出だけでは盛り上がら
ない

イオンやららぽーとみたいな商業施設があれば嬉しい 30代 女性

314
アピタ以外に買い物ができるところがほ
しい

アピタがいつも混むのと結局ネットや市外
で買い物することになるのが大変だから。

駅前商店街の繁栄化やイオンなどのショッピングモールを作る 20代 女性

315
地域の公⺠館などにも居場所があったら
いいな。居場所づくり。

コロナ禍ですごもりしている人がふえてい
ます。そして、それが普通になり、心身の
健康がさがっているように思います。自分
では遠くに外出しにくくなっている人達が
地域なら、またひとりで歩いいていける
所、そして顔見知りの方々とおしゃべりし
たり、趣味などやったり、情報交換した
り。元気をもらったり、、とそんな所があ
るといいなと思いました。

公⺠館などの場所で、定期的にだれでも、いくことが出来る場所
があるといいな。

70代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

316
初倉地区に大きめの公園ができたらいい
な

吉田、金谷、島田には大きめの公園がある
が、初倉地区からはちょっと遠いので、車
で5分くらいで行ける公園がほしいです。
駐車場あり、遊具あり、おむつ替えできる
トイレあり、水遊びできる場所もあれば最
高です。

スーパービッグがあった空き地はどうでしょうか？ 30代 女性

317 空き家を撤去してほしい
古いボロボロの家があると、防犯上、防災
上良くないのではないかと思います。

空き家をリノベーションして、新しい人にすんでもらう。カフェ
などに生まれ変わらせる。

30代 女性

318
駅前に無料駐車場ができるといいです
整備されてなくてもいいし、路駐OK、気
軽に停められる場所があれば。

個人のお店やオシャレなお店に行きたくて
も、駐車場代はプラスされるし、だったら
アピタへ行っちゃうかと思ってしまう

土地のない駅前活性化を考えるより、気軽に停められる駐車場の
あるところを拠点に開発していけるように考えます。

40代 女性

319 駅近がもっとわかりやすくなればいいな

個人店が多いのも島田駅近の魅力だがどこ
になんの店があるかわからず結局藤枝や静
岡のチェーンに行くことが多い。そもそも
知らないから島田駅という選択肢すらな
い。

居酒屋や飲食店等のマップをつくりグルメツアーやお菓子巡りの
パンフをつくる。

20代 男性

320 若い人が遊ぶところを作って欲しい。
いつも友達と、することないねってなるか
ら。

温泉や、ショッピングモールなど娯楽をもっと増やす。 20代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

321

お茶や木材自然水等、島田にあるものを対象
とした研究都市。既存の資源から今までにな
い利用価値を熱狂的に研究してイノベーショ
ンを生み出す機関と、興味を持って勉強して
いきたい研究員を育てる学校、いろいろな価
値観を認め会う行政や農家や商業者、それら
に関わる人たちが⼩規模でも結びつきの強い
コミュニティを作る。まわりを気にしないで
わか道を作れる、それこそが発展するために
必要なことではないかな。

日本全国今までの価値観では行き詰まってい
ると思う。今までの価値観がだめではないに
しろ色々な価値観をみとめる雰囲気が感じら
れない。熱狂的にバカと思われるくらいモノ
ゴトを突き詰めることが必要だし、そういう
場所が何かを生み出すのではないかなと思
う。

熱狂的なバカと思われている人たちの考え方を知りたい。考えが感染し
ていけば、町だってできるはず！

30代 男性

322
市内循環バスや公的タクシーが商店街、図書
館、保健センターや役所などを回るように
なったら、街に人が増える

市内循環バスがご⽼人やお子さんのいる家庭
のママさんなどが気楽に使え、スーパーや図
書館、保健センターや役所などを回るように
なったら、街に人が増えると思う。街中の駐
車場はお金がかかるし少ないし、買い物は大
規模業施設が１度にいろいろ購⼊できちゃう
から楽だからそちらに行っちゃう。
バスをお安く気軽に使って子育てmamaやご⽼
人、反れにつられてみんながむかしながらの
⼩売店を巡ったりできるといいとおもう。

タクシー会社の協力を得て、30分に１度にの巡回バスや大型タクシーを
バス停を増やして運行します。

30代 女性

323 蓬莱橋周辺に写真の撮影スポットを作る SNS映えする写真スポットが欲しい

蓬莱橋周辺の土手斜面を赤い彼岸花の絨毯にし、藤枝市白ふじの
里に負けないくらいの撮影スポットにする
更に別の箇所に水仙の絨毯を作り下田市に負けないスポットを作
る
モミジも魅力的だが恐らく風が強く適さない

40代 男性

324

公園では車椅子でも遊べる遊具が設置さ
れ、そこで障害児、健常児がワイワイ遊
び。
そして医療的ケアが必要な重度障害児が
生まれた地域の学校で友達と一緒に学ん
でいる。
そんな事は当たり前の島田市にしたいと
思っています??

車椅子でも遊べる遊具、ブランコなどが設
置してある公園がないから。

車椅子でも安心して楽しめる遊具の開発と設置。 50代 男性

325
不妊治療をしている女性が気にせず働け
る職場を増やしてほしい

職場に休みをもらいにくい 上司に治療していることを話しやすくしたい 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

326 ①映画館の復活、②公園の整備、活用

①以前はたくさんあったのに藤枝に行かな
いと見られないから
②歩け歩けをやる人が多いが暗いし、蓮華
池公園のように景色を楽しみながら歩くと
ころがない。

蓬莱橋、嶋田宿、カドデなど、その道の間にも楽しめるものがあ
れば良い。駅前も飲み屋ばかりで（今は辞めてるところがほとん
ど）活気がないから寂しい。LINEクーポンでは知らないお店にも
行ってみようという気にもなり良かった。フリーマーケットもい
いのかも。

40代 女性

327

娯楽施設の充実
映画館やボーリング場、スターバックスみたいなコーヒーショップ
駅前が暗いので、明るく
学校施設の充実
教育センターの充実
⼩学生の子達が集まれる場所

島田市にはないから
暗いイメージしかない

道路の設備をもっとしていきたい／道が悪いし、自転車や歩行者道も危ない／防犯、防災に強い街づくり、夜道
が暗いし／店舗が少ないから駅も暗い／どうしても暗いイメージができてしまうから明るさを出したい／環境に
優しい地域、環境整備に力をもっと⼊れて／環境の大切さを教育の場でもっと活動していくようにしたい／河川
敷の充実／草が多い茂っているだけの無法地帯化してしまっている、もう少し何とかやりたい／社会的弱者の
方々が住みやすい街／高齢者の方々、免許返納でお出かけもままならない、出かけたいのに出かけられないなど
そういった方々のためにバスやタクシーの利用をもう少し考えたり、⽼人会だけでなく集まれる場所の提供／⽼
人会はちょっと抵抗あるけれど、といった一人暮しの高齢者が何気に利用できるような施設があったらいいです
ね／昔の中央町にあった児童館みたいな施設がまたできてくれるといいです／遊んだり、本を読んだり、お弁当
を持ってきて食べたり、宿題ができたり／おびりあもありますが、おびりあは室内しかないので…宿題もできる
ようなスペースもないですし／未就学児の子達の施設ばかり増え、⼩学生くらいの子達が集まれる場所があまり
ない／ので／学校教育の充実／もう少し課外活動をふやしていく／教育センターの充実 専門知識の方々をもう
少し増やして活動に幅を／教育センターさんからの学校訪問をもっとしてもらうために学校の先生たちだけじゃ
見きれていないから／不登校児が増えていっている／学校の受け⼊れ幅が少ないし、⼩、中学生各学年情緒のク
ラスを作る／社会的弱者の立場の人たちの声をもっと聞こえるようなシステム作り／そして施設や勉強会の提供

30代 女性

328 空き家流通都市日本一

住居にかかる費用を抑えたい人、自分で何
か作りたい人、なんとなく手放さずにいる
人、相続に困っている人、もっと空き家が
流通したらwin-winになれる人たちが沢山
いるのではないかと思います。

新しい業態の不動産会社の設立 30代 男性

329 ゴミ問題に取り組む市 もっとリサイクルを意識したい ゴミ→燃やすではなくもっと分別したい 50代 女性

330 100年後を見据えた街づくり。 持続可能な社会を目指した目標設定。 川根の山を広葉樹や桜に植え替える。 20代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

331
金谷方面を活気が欲しい。レトロな無人
駅を生かしながら気軽に⼊れるカフェや
散策が楽しくなる様な町にしてほしい

金谷は観光になる場所があるものの、なん
か寂しい感じ行きたくなるような町作りし
てほしい

合格駅近辺が変わりつつありますが、古い駅舎は残しつつ、レト
ロなカフェや大井川鐵道を眺めながら静岡おでんをたべられる駄
菓子屋的なお店もあったら楽しそう。諏訪原城跡も、もう少し城
跡を眺めなからの茶屋的なお店も欲しい

60代 女性

332
アピタ島田店などの商業施設にカルディ
コーヒーファームがあるといいです。

近隣だと静岡市にしかないため。島田市は
ショッピングモールやデパートが少ないの
で仕方ないのかもしれませんが。

新たなショッピングモールを誘致 30代 女性

333
島田は地盤が強いとのことなので、藤枝
市や静岡市のベッドタウンとして栄えた
らいいな

人口増やしたい

新築住宅に対する補助金を拡張し、現役世代を市内にとどめる！
市外から呼び込む！人口減少に⻭止めをかける！
地盤が強いため、地盤補強が⼊らないことを売りにしたり、地盤
補強費の一部を助成する等行う。 そうすれば、地元の工務店も
元気になるし、大手ハウスメーカーも市内に支店を出したりと経
済にも好影響を与えられる。

20代 男性

334
自転車で安全に観光や買い物、サイクリ
ングができるまちに

自動車中心で街がつくられているので、自
転車での移動は危険が伴います。自転車で
安全に観光や買い物、サイクリングできる
町は、交通弱者に優しい町で、環境にも健
康にも良い影響を及ぼします。

1.児童、学生、サイクリストなどへの聞き取りにより、危険な場
所、なぜそういう状況になっているのかを把握します。
2.自転車で観光や買い物を楽しむモデルコースをいくつか設定
し、そのコースの危険を取り除くため、市⺠と市、警察、その他
関係者と協議を重ねます。
3.安全なコースをまず一つ作り、検証しながら他のコースへと広
げていきます。

50代 男性

335

① 蓬莱橋周辺の整備と観光事業化
② 川越遺跡の観光活性化
③ 門出駅に温泉設置
④ 島田ブランド製品の確立とアピール
⑤ 島田周辺のツアー開発
⑥ 子供が楽しめる施設の更なる拡充

①蓬莱橋は全国的にも比較的有名で、多くの観光客がツアー等で訪れる。最近近くが
綺麗になったり、茶屋が出来たりしているが、橋を渡った先に何もなくてガッカリす
る。いくつか鐘とか見場所があるものの、道も整備されていないし、景観が綺麗に保
たれてもいない。結構歩くのに店もない。これだと来る人は増えないし、お金も落と
さないし、リピーターも来ない。
② 川越遺跡も①と似た状況。石畳で景観は綺麗だが、それ以上でも以下でもない。
③ KADODE OIGAWAは洗練されていて個人的には好きでよく行く。第二東名、SLの
アクセスを考えて作ってあると思うが、休憩しながら寄って、温泉⼊って、泊まるが
できたらもっといい。泊まるにはもっと発展させる必要あるが。
④ 島田では古き良き製品はあるが、新しい製品で島田と言えばコレ、というものがな
い。三島コロッケみたいな。一つあるとそれに引きつけられて他の魅力も伝えるきっ
かけになる。
⑤ もうあるのかもしれないが、上記の一つでもできたら観光ツアーに組み込むと島田
の魅力を伝えるきっかけになるし、製品、サービスが提供しやすくなる。
⑥ ローズアリーナ、子供館、ゆめみらいパークなど比較的子供が遊べる場所はある方
だと思うが、子供がいつでも、安心して遊べるように更に改善できるといい。

① 蓬莱橋渡った側の道の整備、景観の維持、商店の設置
② 島田宿のリノベーションと宿泊施設としての利用、観光町化。⻑野のおぶせのイメージで専門店なんかを集める。
③ KADODE OOIGAWAに温泉施設設置。観光客の⼊り状況を見て、商業施設、アミューズメント施設追加、宿泊施設追加。
川根温泉ホテルレベルが⼊れば可能性はありそう。
④ お茶だと既存のイメージが払拭できないのでそれ以外がいいかも。出来れば食べ物が楽だけど必ずしも食べ物でなくてもいい。
売る時は、生産者の写真やインタビューを載せるなど、物語をブランドとして売るのがいいかなと考える。
⑤ 海外から静岡空港なら、島田の上記場所に行くようにツアーを組んで、そこにお金を落とすようにする。高速から寄って来た人
は1泊2泊出来る場所の提供
例えば、高速からKADODE OOIGAWAでショッピング、温泉⼊って、宿泊。2日目SL乗って、千頭、かえってきて蓬莱橋行って、島
田宿でぶらっと回ってクラフトビール飲んで宿泊。
⑥ ゆめみらいパークは夏が暑すぎる。屋内休憩所、プールなどがないととても遊べない。あともっといたわりの湯とコラボ感出し
て屋内アクセスできるようにする。
中央公園の山とアスレチックの整備をする。

30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

336 信号無視が減るといいな
引っ越してきて、島田市の交通マナーに驚
いた。赤信号でも止まらない車

メディアでしっかり取り上げて欲しい。 40代 男性

337
地元の人が利用することで経済が島田市内で
循環する街

交流人口の拡大やインバウンド誘致ではな
く、地元の人が利用し、かつ経済、つまりお
金が地元で循環するような街を目指したい。

地元の人で経済が循環するような街はきっと
他から見ても魅力的です。

維持費だけがかかる施設、観光客目当ての施
設は将来的に「お金」の問題で成り立たない
ので、今後はやめてほしい。

大井川の伏流水を利用したサウナで地元の健康増進。できれば、童沢や
大井川を利用した自然の水風呂なら最高です。

30代 男性

338
観光客やインバウンドではなく、地元で経済
が循環する街

交流人口の拡大やインバウンド誘致ではな
く、地元の人が利用し、かつ経済、つまりお
金が地元で循環するような街を目指したい。

地元の人で経済が循環するような街はきっと
他から見ても魅力的です。

維持費だけがかかる施設、観光客目当ての施
設は将来的に「お金」の問題で成り立たない
ので、今後はやめてほしい。

再生エネルギー会社設立「しまだミライテクノロジー」

間違いなく、2030年にかけて、日本企業も化石燃料から再生可能エネルギーの利用を求められま
す。島田には川も山も、広い土地もあります。

市内を再生可能エネルギーだらけにしませんか？

市内のエネルギーを再生可能エネルギーだけにする、余った電力は売電し、市内へ再投資で行政の
圧倒的電子化、環境教育、テック教育に回す。

環境考慮した住宅へのリフォーム(断熱性能アップ、木材を熱エネルギーへ)

各広域町内会毎に、再生可能エネルギー会社を設立(運営はしない業者に委託)し、自分たちで使う
お金は自分たちで稼ぐことも面白いですね。

30代 男性

339 自分達で稼ぎ、維持する街

交流人口の拡大やインバウンド誘致ではなく、地
元の人が利用し、かつ経済、つまりお金が地元で
循環するような街を目指したい。

地元の人で経済が循環するような街はきっと他か
ら見ても魅力的です。

維持費だけがかかる施設、観光客目当ての施設は
将来的に「お金」の問題で成り立たないので、今
後はやめてほしい。

市内公園施設の一部をコンセッションでやる気のある⺠間事業者へ貸付。
市⺠サービス(憩いの場、学びの場)の向上に加えて、市は使用料を得て公園価
値をさらに向上に向けて投資する。
例↓↓
https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/032300072/050800011/?P=4
中央公園、元島田公園、SL公園、往還下公園等々、人が集まるが価値を利用
できていない施設が多い。
⺠間に一部使用権を与えることで、ウィンウィンになれるのでは？サンカク公
園が良い例だと思いますが、立地適正化計画等とリンクさせて公園を決定させ
ていったら良いと思います。

30代 男性

340
島田に住んでるなんて羨ましい！と言わ
れるような赤ちゃんからお年寄りまで誇
りを持って住める街

都会から移住してくれる方が素敵なアイデ
アをたくさんお持ちなので、移住者を増や
して多様性に富んだ街で人々が好きなよう
にすごしてほしいから

街全体で課題を共有して取り組みたい
県外の方に移住しやすい街をアピールしたい

40代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

341
障害者のためのグループホームを作って
ほしい

今島田市には、障害者のためのグループ
ホームがないから

障害者が住みやすい街にしたい！ 30代 女性

342

天候不順で一箇所に集中的に雨が降る事が多
く河川氾濫、堤防決壊が毎年必ず何処かで起
きるから島田で起きないように河川を深くす
るとか、堤防を高く強化して、住宅が冠水し
ないようにして欲しい

冠水で住宅地が浸水したら生活に影響する
し、不景気、コロナの影響で皆、大変な思い
をしてる、家が浸水して住めなくなったり、
補修が必要だと費用がかかり、掃除等の労力
も大変なものでしょう
起きてからの支援に費用を費やす前に計画的
に市⺠の税金を使って欲しいし、災害のない
町としてうたい、移住、企業誘致をし、魅力
ある市に!

毎年の予算を基金として積立る、今から毎年市内の河川の底を削り深く
して、氾濫しないようにする、山間部等の地域は調査し土砂崩れが起き
ないようにする
阿知が谷、岸を流れる東光寺谷川の土手が低い所が数か所あり、３年前
の雨で氾濫寸前だった、工業高校に２００人程避難していた
各地区の避難場所となる体育館のトイレの数を増やす、行きやすい場所
に設置する等
多数の住人が避難するという想定でトイレ、手洗い、湯沸かしが出来る
等の設置、工事をする

60代 女性

343
せっかくある空港をもっと大勢が利用する活
気ある空港になったら

空空を作って、十分
⿊字になってるとは思えない
空港をもっと使うようにしないともったいな
い
空港へ行くまでの道中、静かでいい所だけ
ど、せっかく広々として土地が空いているの
だから、モールがあったらいいのにと思う
近隣で大型店、有名店が来るような噂を聞く
けど、ダメになってる
今のままだと集客力はないよね
計画して誘致出来る数字、データを出して

空港の近くにモールや大型店を誘致する
空恋を使ってその近くの店舗、モールに来るようにする
店舗を作るだけじゃだめ、店舗、空港に行きやすくする為に道路の整
備、集客すると近辺の道路も混むから、想定して直通、迂回ルート等を
多数作る
ちょっと遠い人が飛行機で買い物に来たくなるようなお店を、歩きまわ
れる街作りを
ハワイのようにお店にカフェ、レストランなど
空港とそれぞれの店舗を定期的に巡行する割安バスを走らせる
中途半端だとリピーターが続かないと思う

60代 女性

344
大井川を利用したプレイスポットあると
いいな

島田といえば大井川！大井川で自然を満喫
できるようなプレイスポットがあれば、市
内外問わず、もっと島田市が賑やかになる
のではないかなと…。

大井川でキャニオニング？ 50代 女性

345
⼩学校の体操服、乾きやすくて、カッコ
いいものになるといいな

連日体育だと、体操服が乾かない！コイン
ランドリーに行かなくてはならない。今の
体操服、デザイン、いまいちカッコ良くな
い

速乾性のある生地の物に変更。デザインは、スポーツブランド参
考に。

50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

346
「島田モデル」と全国区で見本になるコ
ロナ対策をする市

ワクチン対応など、いろんな事がとにかく
遅い

抗原検査キットを2回分市⺠に配布。1週間後にもう1度検査。隠
れ陽性者もあぶりだして イベントや学校行事など、規制無しで実
施できる街をアピール。

40代 女性

347 持続可能な島田市

「祭り」を敬遠して、島田駅前付近でお店を
やらない、住みたくないと言う若手が多い。

これって地域にとっても、島田市にとって
も、祭りにとっても持続可能じゃなくないで
すか？

ある若者が言ってました。
「祭りがあるから、駅周辺には住みたくな
い」

祭りを強要するの辞めませんか？
地区の再編、あり方の検討をしませんか？
歴史は大切でも、やる人いなくなったら滅びるだけですよね。
島田市が持続可能であるために、人口誘導も考えたまちづくり、地域づ
くりをすべきと思います。
若者が住みたくなるようなリノベーションしたかっこいい家、出会いが
アイデアを生むカフェ、ふらっと行きたくなるフリースペースの創造、
教育や子育てが充実している街中、そんなことをイメージしてまちづく
りしたいです

20代 男性

348 アウトドアな街、島田市

ゆるキャンでもある通り、静岡県には魅力
がいっぱいです。

特に大井川流域は、自然、アウトドアの宝
庫です。サーフィン、川、山など。

島田市を拠点に海や山は誘導する拠点作っ
たら面白いと思います！

旧金中跡地に、テント展示、実際試して見れるようなアウトドア
の拠点をつくる。

SWEN、アルペンアウトドアーズ、スノーピークを誘致。大きな
展示スペースと島田市のものを使ったレストラン、そしてキャン
プスペースを作る。

アウトドアが日常的に感じられるような場所に集客装置を作る。
図書館、子供が遊べる空間、ドッグラン、スポーツ施設等々

30代 男性

349 大井川の環境を活かした島田のイベント

大井川緑地は広大な敷地であり、圧倒的な
ポテンシャルがありながら、河川法等によ
りポテンシャルを発揮できていない。

このポテンシャルをいち早く活かし、河川
利用のリーディング都市になった方が良い
かと思います。

コロナがあけたら、

大型キャンプイベントGO OUTを誘致
ミュージックフェスを誘致

大井川の右岸と左岸でガンガンやりましょう。このポテンシャル
を最高に活かしましょう！！

30代 男性

350
島田市の南側(ナフコより南側)エリアの若
者向け(育児主婦に喜ばれる)お店の開発

島田市南側エリアに若者が新たに移り住む
事も近年増えて来ており、若者向けのテン
ションの上がるお店があったほうが、島田
市全体に活気が出るのではないかと思う。

公園、カフェ、パン屋など、ママ向けの子育ての癒し環境がある
と素敵です。

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

351
島田駅北口前の大銀杏の木を復活して欲
しい。雀の声も聞きたい。

網のかかったままの銀杏の木は見ていて哀
れ。絶滅危惧種の雀も大事にしたいし。島
田駅のシンボルの木にしたい。

その木の周辺で季節に合わせた楽しいイベントがあったらいい
な。
私のできることは、銀杏の落ち葉の掃除やぎんなんが落ちる木で
あれば臭くなる前に拾ってイベント時に販売のお手伝いはできる
かな と。
しかし、何故網がかかったままなのか知らないのに勝手な願望な
のかもしれません。

70代 女性

352
安全で清潔でよく管理された広い砂場が欲しい。
そこで、子どもたちが楽しく遊べたらいいなぁ。

砂場遊びは、子供の成⻑に必要な要素を沢山内包
している。山を作る、穴を掘る、泥団子を作る、
家や街を作る等々想像的な遊びができる。
なのに、それが実現できるような砂場は少ない。
公園の砂場は犬や猫の落とし物が溢れていて使え
ないし、保育園や幼稚園でも砂場は充実していな
い。管理が大変なんだと思う。しかし、自然から
離れた生活文化に慣らされてしまった子ともたち
や親たちが、これからの多様な生き方が必要な時
代を生き延びていくためには大切な遊び場だと思
う。

どうしたら実現できるのか、協力者になりたい。砂場についての意義や管理の
仕方等調べてみたい。 70代 女性

353
島田市初倉地区にみんなが楽しくすごせ
る公園ができるといいな。

子供達が遊んだり、みんなが集える公園が
ないです。
困っています。子供達からせがまれて自宅
から近い吉田町のオアシスパークに遊びに
行くことがあります。

自然災害が多いので防災機能を備えた公園を作りたいです。
またお年寄りや、子供達など
様々な年代の方々が集える公園を作りたいです。

50代 女性

354
島田発祥の「リアル野球盤」で健康⻑寿
日本一！

リアル野球盤はお婆さんでもホームラン！
適度な運動と笑顔で介護予防に貢献してま
す。
https://realykb.jimdofree.com ← こちら
をご参照 下さい。

高校野球は甲子園 ⇒ シニアのリアル野球盤大会をローズアリー
ナで！

70代 男性

355
ボランティアが気軽にできる市になると
いいな

他市に比べて参加できるボランティアが少
ない気がするので

いきなり⻑期のボランティアに参加するのは勇気がいります。
もっと気軽にあいているときに動ける人が参加できるボランティ
アの形態が構築できたら素敵だなって思います。
（仕事で忙しい人も、月1なら誰かの役に立ちたいという人はた
くさんいるのでそういう善意を形にできたら！）

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

356 語学(韓国語)教室が出来たらいいな BTSが好きで韓国語を覚えたいから リモートや対面で海外の方と話せる 30代 女性

357 防災意識の高い町
いざというときに具体的に何をすれば良い
かわからないから。

河川敷でキャンプ（非常食を使う） 40代 女性

358 音楽を楽しむ町
趣味で演奏や歌を楽しむ人が気軽に発表す
る場所や機会があると良いと思うから。

公園で野外ライブ 40代 女性

359 街中にパン屋さんを増やしてほしい

日曜日にオープンしているパン屋さんが少
ないから。
休みの日こそパンを食べたい！と思うこと
が多いのですが、
日曜日にオープンしているパン屋さんが少
なく、
車で遠出をしないと調達できないことに⻭
がゆい思いをしています。

駅前通りの空き店舗物件に、静岡で人気のあるパン屋さんを誘致
してみたい。
日曜日にオープンしているパン屋が少ないため、
オープンしていたら集客が見込めるし、
駅前通りは塾やスーパーがあり、幅広い年齢層の集客が見込める
と思うから。

40代 女性

360

市内の資源（人的、情報、自然等）を有
効に活用し、にぎわいを取り戻そう

 ＊一例として
マルシェ開催（生産量の大⼩問わず参加
しやすい環境で実施）

コロナ以前より、高齢化、人口減少、農業
等の後継者問題がありました。コロナ禍に
おいて前述の問題のほかにも様々な問題が
発生しています。一人一人で解決していく
には、困難な問題が多いのが現状です。そ
こで多種多様な人々の知恵でウイズコロ
ナ、アフターコロナの過ごし方を考えてみ
たらどうかと思い前述のテーマとしまし
た。

 #   様々な分野の人々の仕事内容を知る（感染状況によっては、
オンライン形式で）
 #   マルシェの運用で実際にできそうなことを何点か選ぶ（感染
状況によっては、オンライ
      ン形式で）
 #   準備（場所、規模、感染対策等）
 #   開催

50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

361 お茶(給茶)スポットがあったらいいな

島田市緑茶化計画としてマイボトルにお茶
を⼊れれるスポットが市内に沢山あるとい
いな。子供とお茶を飲みながら散歩した
い。

親子でゴミ拾いウォーキングみたいな親子で市内を巡りつつ、エ
コ活動を楽しみながら、マイボトルには島田茶を⼊れるイベント
を開催！

30代 女性

362
大きなショッピングモールやコストコな
どができるといいな

子供の手が空いた少しの時間で、自分の時
間を楽しみたい。近くないとすぐ行けな
い。

思いつきません 40代 女性

363
島田市駅前がにぎわうといいと思いま
す。

人通りも少なく活気がない。観光協会案内
所があるのかないのかわからない
これといった特徴がない
「野球場はどこ？」と聞かれたことがあっ
て説明はできるのですが人に聞かなくても
行けれるような表示がない

前に開催していたパンマルシェを定期的に
和菓子マルシェ・・・島田は和菓子屋が多いから
島田ラーメンフェスタ
今はコロナで無理ですが、駅前広場で開催できないでしょうか

60代 女性

364
南海トラフや台風などの自然災害などへの市⺠の総、危機管理
意識ができたらいいな

毎年、台風や⻑雨など、雨の量が増えたり、南海トラフもくる
確率が高く発表されるなど
自然災害がいつきてもおかしくない時代に、何かあってから、
想定外や、何十年ここにいるが初めてで初動が遅れたを言い訳
をしないで、災害に備えられる市⺠が増えたらいい、たくさん
の人が助かるような災害に強い市⺠たちの市になって欲しいか
ら

コロナ過もあるが、以前からイベントなど啓蒙活動はされることがあったと思いますが
来る人は、来る
だから、来ない人達の意識を、市側や、町内会の役員さん、もしくは、⺠生委員など、ふだん動け
る人達に賞味期限が切れそうな乾パンや水を持ちながら、何かあったら、避難所はここよなどお知
らせしながら訪問するシステムが出来ればいいと思います
強化月間は、賞味期限に合わせて、年に何回かしながら、高齢者に声かけができることなど
来る人に重点ではなく、来ない人に手を差し伸べて、地域の危ない箇所などをチラシにして案内を
し、市側が、市⺠を一人ずつ守ってくれるという意識で避難に繋がるような声かけを平時にしたい
また、避難所に設定されている箇所をなんでもないときに、点検をして、本当に必要なものが避難
所に備わっているか、雨漏りする場所などないか、想定外なんて言い訳を言う前に準備を避難所ご
とに点数などつけて確認してもらい、災害に対する危機感を持ってもらえるように案内したい

50代 女性

365

我が家には、耕作放棄地が広くありま
す。
農業をやってみたいという若者(若者でな
くてもいいです) 是非。

工場や倉庫には、したくありません。
トラックが出⼊りし、うるさいだけです。

無人販売やマルシェなどで販売してもいいかも。 50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

366

例えば、ゴミ屋敷と言われるような自宅にゴ
ミを集めて近所の住⺠が匂い等で迷惑してる
所があるが、行政が条例がないから撤去など
の強制執行が出来ないと言う事が、よくあり
ますが、なかったらゴミを集めて近所の迷
惑、悪臭、虫発生源のもとになることを禁
止、違反すれば強制的に撤去できる、違反す
れば罰金等の条例を作って、誰もが安心して
生活できるようにして欲しい

個人では何もできなくて、本人にお願いして
も聞いてもらえず、本人の敷地内だと、いく
ら迷惑を被っていても、改善しない
悪臭を放っているから

条例がないからと言って放置しないで、住⺠が安心して笑顔で生活出来
る環境を作るために、市議会で議論、決定するとか、市独自の条例を作
れるようにできたらいいお思う

60代 女性

367
らんぷ、コメダなど喫茶店ができるとい
いな。

気軽に⼊れる甘味処が少なく、駅前は駐車
場から遠く、狭いため、なかなか年寄りや
⼩さい子を連れて行くのに大変なの
で、、、

駐車場があるところで、外で飲み食いできるカフェを試験的に
やってみる
今ある喫茶店が、出店してくれると良い。

40代 女性

368 旧金谷地区に温泉施設ができたらいいな 癒しが必要だから 童子沢の冷泉を使えないかな 40代 女性

369
お弁当販売、ローズアリーナとか広いと
ころでやって欲しい

駐車場がないし、駐車場から歩いて買いに
行くのは子連れは大変

ローズアリーナやJ Aなどでやってみる。 30代 女性

370
リモートワークの移住者が増えたらいい
な！

若い世代が増えて活気と税収が増すから。 お茶の飲み比べなどのお茶を知ろう活動 40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

371
幼児や⼩学生が体験できるワークショッ
プを廃校などを利用して、企画できたら
楽しそうです。

都会では楽しそうなイベント情報をたくさ
ん目にしますが、この辺りではあまり魅力
的に感じるワークショップを見かけないの
であったらいいなぁと思います。子供達が
アートや運動、創作いろんな体験ができる
機会が増えれば嬉しいです。

趣味で活動しているアート作家さんを募って、ワークショップを
開催できたら楽しそう。

30代 女性

372

川越街道に古⺠家改装したスタバを招
く。カフェを開く人へ安く場所の提供、
カフェやオシャレ雑貨などの通りをつく
る

人が集まって
くつろぎやすいから

街中に背の高い木を増やす、みどり、木陰、木漏れ日、立体感、
自然を増やす

40代 女性

373
蓬莱橋の向こう側を
インスタ映えさせたい

蓬莱橋がもったいないから！

蓬莱橋を渡った先に
美味しいクレープとかコーヒーなど
SNOWピークの⼩屋とか置いて
ばえさせる
YouTuberとかインスタグラマーにのせてもらう！

30代 女性

374
観光地として楽しめるようになればいい
な

1箇所にお店がまとまっていたらたくさん
の人で賑わうのでは。

閉まっている商店街通りを食べ歩き通りにする。 20代 女性

375 駐車場のある公園が身近に欲しい
利用したい公園があっても駐車場がなくて
困っている

公⺠館に簡単な遊具を設置する 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

376

イケア、コストコ、アウトレットなど、
若者が集まる大型施設
usjやディズニーのような大型テーマパー
ク（パルパルのような⼩さいものではな
い）

雇用の活性化、従業員は志太地区や島田市
⺠限定

オシャレなマルシェの開催 40代 女性

377 夜の車で見れる映画シアター ソーシャルディスタンスできる！
広い土地で
映画を放映

30代 女性

378
児童手当の申請者を養育者なら誰でもい
いにして欲しい

収⼊が多い方が申請して子供のために使う
とは限らない
うちは⽗親が懐に⼊れるために⺟親が申請
し続けて結局なんのためにもなっていない

申請者の幅を広げる 30代 女性

379 島田の街並みの活性化
昔から島田に住んでるけど昔に比べてお店
がしまってるのが多い

お店出したいけど資金がないとか居ると思うので店舗を貸してあ
げる

40代 女性

380
オシャレで活気のある街！オーガニック
の物が根付いた街！

今がそうではないから
休耕地を利用してオーガニック農家さんを誘致したり、ノウハウ
を伝授してもらってオーガニック農家さんを増やす。島田産の商
品は安心安全！が売りになれば嬉しい。

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

381 ネットスーパー
雨の日、体調不良、子育て中は買い物が困
難

配達は新たな雇用をする、又は客待ちタクシーに依頼 30代 女性

382 コロナウイルス感染治療の取り組み

旧市⺠病院の解体も、計画をしていて工期も
あると思いますが、コロナウイルス暫定病院
としての活用、暫定的な設備の投資をするこ
とで集中的に出来ると考える・中部地区に病
院となりうる建物と利用出来る設備を有する
所がない・医療従事者は、県関係者との早急
ので話合いで対応出来ない物か？
市⺠病院の建物があるのに暫定的な利用をし
てもらえば島田市への注目度と関心も高まる
のでは!!

議会で早急に、検討を話し合いを 60代 男性

383 観光客が増えて賑やかな町(川根) 事業が増えれば人口が増える
・月1でマルシェ開催
・大人も遊べるアスレチックを作る
・映えるスポットを作る(アートと自然の融合的な)

40代 女性

384 陸上競技場
夜間練習ができる 練習場所がない ター
タントラックで 雨天練習が出来れば
もっと良い

磐田市、静岡市まで行かないと練習が出来ない 島田球場の東側
の空き地を利用し作ることは無理ですか？

50代 男性

385
幼い子も⼩中高生も安全に遊べる公園が
増えること

実家の近所で家の前の道路で周りに注意せ
ず遊ぶこども達が多く、保護者がいないこ
とも多いため危険だと思ったから。
家の前の事故などを防ぎたいと思ったか
ら。(見ていて怖いが、直接話したことの
無いこども達に声をかけるのは厳しいた
め、自発的に公園等の安全な場所で遊んで
いただきたい)

使用しても良い道具(柔らかいボールは可など)、使用しても良い
範囲(バスケットゴールのあるこの範囲はバスケ可能など)をルー
ルやマナーとして決めておく
各公園のマナーをこどもがいる世帯に周知する(広報にチラシを挟
んでもらうなど)

20代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

386 お店がもっとあったらいいな 六合駅の方にはあまりお店がないから… 空き地を利用して子育て支援センターをつくる 20代 女性

387
赤ちゃんのオムツ交換できるところ、授
乳できるところがわかるといいな

出かけている時の赤ちゃんのぐずぐずにす
ぐに対応できるように

オムツ交換台、授乳室あるお店マップを作る！
オムツ交換できるよ?授乳できるよ?っていうシールをお店に貼
る！

20代 女性

388

川根温泉が大好きです。だんだん歳を重
ねる度に川根温泉が遠く感じるようにな
りました。近くからバスで連れて行って
くれるといいなぁと思います。そこまで
車に乗って行くので駐車場も完備して欲
しいですね♪叶うかな？

温泉に⼊って近くを散策したいです。 地場産品の販売をして欲しい 70代 女性

389
こども館利用中はおびりあ駐車場代金を
無料にする

⼩さい子供を連れて春夏秋冬無料の駐車場
と往復徒歩は非常に困難。

逆に無料駐車場を有料にする。屋外平面駐車場の方が駅の利用客
も利用しやすいと思う。そこから市の収⼊を得る。

30代 女性

390 商店街が賑やかになったらいいのにな

商店街のお店が倒産して全然開いてないの
で、いつも通るたびに悲しくなってしま
う。
もう少し出店の支援などをして、賑やかに
してほしい！

マルシェをいっぱい開いてほしい！
藤枝なら駅前マルシェがよく開いている！

20代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

391
富⼠山が見える温泉かスーパー銭湯が欲
しい

近隣に⼊浴施設は幾つかあるが、眺めなが
ら⼊浴できる施設は無いため、観光スポッ
トとなる。

金中跡地に観光施設を設置して、⼊浴施設と一部を市⺠運営し、
朝食も食べられる施設が欲しい。

40代 男性

392
新東名金谷から東名まで空港の近くを通
るバイパス作って空港の横にちゃんとし
たアウトレットを作る

折角空港があるのに島田でお金使う所が近
くに無い

空港からそのまま⼊れるアウトレット 40代 男性

393

島田市特産のお茶を使った特徴的なカ
フェを駅前に作って欲しい。またそこで
食事をしたら川根温泉や、薔薇の丘など
の割引券を渡すなどをして欲しい。

駅前なら他の市からも行きやすいし、特徴
的なことがあれば、様々なSNSに若者があ
げてくれて島田市を訪れる人が増えるか
ら。また割引券を渡すことによって駅前だ
けでなく市⺠が誇れる島田市の素晴らしい
施設に足を運んでもらえるし、そのいく途
中などでも島田市のお店に足を運んでくれ
るから。

島田元気市などで島田市⺠はお店を出しやすくして（金銭的に）
各自の作っているもの（趣味で作ってるものでも）とかを販売し
たり買ったりできるようにして欲しい。

10代 男性

394 コストコができたらいいな。
周辺地域は渋滞問題など発生すると思う
が、島田市以外の近隣から人が集まること
により、地域の活性化にもつながる。

市⺠がどれぐらいコストコの出店を希望しているのか調査をして
みる。

40代 男性

395
スケートパーク、テニスコート、バスケ
コートのあふれる街

新東名の高架下のスペースを最大限に利用
して子供達が雨の日も楽しめる場所作りを
するべき。ただの雑草だらけ、ポイ捨てさ
れたゴミだらけじゃみっともないです。

定期的にパーク周辺のゴミ拾い、草刈りを皆んなでやって交流、
より良い街作り。

40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

396
様々ななスポーツを体験出来る施設が
あったら良いな

ラウンドワンのような、仲間で楽しめるス
ポーツ等の遊べる施設が少ないので
そういった施設があれば、年齢問わず楽し
めて島田への集客効果も高まると思いまし
た。

複数人で遊べるものから、1人でも楽しめるような
人数問わず楽しめるように内容が充実した施設を作りたいです。

20代 女性

397
道路脇に生い茂って、道路にはみ出てい
る草や茶の木を、整備して欲しいです。

観光を目指すには見っともないし、歩行者
と車で擦れ違う際に危険です。

地権者への警告、及び地域ぐるみで草刈りを実施 50代 男性

398
駅前北側にコンビニや気軽に⼊れる飲食
店があればいいなと思います

駅前北側が比較的人が多く若者も多いのに
コンビニは歩きだと遠い場所だし飲食店も
居酒屋が多いからです

細い道に⼊ったところにある飲食店が多く、初見だとわからない
ので駅前周辺から帯通り辺りの飲食店が紹介されているマップ等
があればもう少し活気が出てくるかなと思いました。

30代 男性

399 公園をたくさん増やして欲しい

子供が遊べる公園が少ない。（六合地区）空
き地はあるのに整備されてなくて古い。治安
が悪くなる。
綺麗な公園があれば子供のいる家族が増える
避難場所としても安心して使える
子供が安心できない場所は大人も安心できな
い
ゆめみらいパークの様な大きな公園でなくて
も
⼩さくても各地に公園を設置すべき

近隣住⺠中心のマルシェ開催
  Ｂ級品の野菜等の出品
 クラフト品
 手作りお菓子   等

30代 女性

400 散歩がしやすい道が増えたらいいな

妊娠中からよく散歩に行くようになったが、散歩
しやすい道でも(河原町の宿場町周辺や桜堤防)車
がスピードを出して走っていったり、ベビーカー
に変わってからは道がボコボコしすぎて揺れが激
しかったり段差でベビーカーがつっかかってしま
うことが多い(桜堤防)。はなみずき通りは道は広
いが車通りが多く怖い。国道は歩道が斜めで歩き
にくいことがわかった。
ただ歩くだけだとそこまで気にならなかったが、
ベビーカーで歩いてみて気が付いた。あと、案外
ベビーカーですれ違うことがあるのでみんな散歩
してるんだなって思った。

＊どこの道が散歩にむいてる(歩きやすい)、今の季節ここが散歩しやすい、楽
しめる(暑い時期木陰がある、花が綺麗、虫がとれる、トイレが近くにあるな
ど)を、この道はこの時間帯車通りが多いから危ないなど匿名で知らせあえる
アプリ
＊道路補修した方がいい場所を簡単に市に知らせられる方法

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

401
金谷駅前に大型スパーができたらいい
ね。

にぎやかになるから。 金谷駅前通りに天然温泉施設を作ってほしい。 60代 男性

402 未就園児給食

日中家庭で保育している乳幼児の昼食の準
備は困難。栄養も偏りがち。給食によって
親子で社会に関われる為、孤立感が減る。
貧困家庭や虐待、孤育てのサポートができ
る。給食によって雇用や材料費等で経済が
まわる。

各支援センターや給食センターに給食を受け取りに行く。 30代 女性

403 駅前がもっと盛り上がるといいな
たたんでしまったお店さんも多く、空きテ
ナントが増えて寂しく感じるので。

駅前でのイベントや集まる機会を増やす、応援する 30代 男性

404
祝日や週末も&未就学児が遊べる子育て支
援センターがあるといいな。

子供が⼩さいと遊べる所が少なく天気にも
左右されてしまう。

赤ちゃんまたは未就学児参加できるイベント等を増やす 30代 女性

405
大井川橋と東海道線の間ぐらいにもうひ
とつ橋をかけてほしい。自動車はもちろ
ん自転車も渡れる橋。

渋滞の緩和。サイクリング、ハイキング
コース。

リバティ自転車専用道からも乗り降りできるようにして蓬莱橋、
川越し会館やお茶の郷、静岡空港など経由できるようにする。

30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

406 鰻の養殖場、食事、鰻のテーマパーク
島田はお茶だけではなく大井川を生かした
鰻ブランドを構築する。

企業を誘致し、鰻ブランドで全国にアピールし 沢山の観光客に
より地域の一層の活性化を図れればと思います。

50代 男性

407
もっと帯通りを利用してマルシェやイベ
ントをして有効利用をした方がいいな

島田市⺠が街に出てくる 島田市は和菓子屋さんや飲食店が多いみんなで盛り上がる 40代 男性

408
観光客がもっとたくさん来てくれるとい
いなと思う

観光資源が沢山あり交通の便もこんなにい
いところは日本中探してもなかなかないで
す。
通過するだけの県などと言われないように
もっと発信して魅力を伝えて欲しい

ソロキャンプが流行っている今、金谷の学校跡地で開催したよう
なキャンプ場を公営で出来ないでしょうか。
景色は良いのでお茶、蓬莱橋等を紐つければ人が来てくれると思
う。
県内で言ったらふもとっぱら、秋葉神社前キャンプ場のような。

50代 男性

409
JR 島田駅に大鉄のSL蒸気機関車を乗り⼊
れ発着駅にする。

駅の⻄側には、昔東海パルプが使った引き
込み線の空き地が広く残っています。新し
いホームも出来ます。夢の様な構想です
が、こうなったらいいな。

キャンプ場を大井川右岸鎌塚、左岸市営球場の南側東海道パルプ
の排水路横、に市営のキャンプ場や、野外活動のスペースを作
る。

70代 男性

410 駅前にトレーニング施設
ローズアリーナまで行くのは遠く、行くの
が大変

島田市市⺠の筋⾁ナンバーワンを決める 30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

411

①ローズアリーナのカバさんプールを伊太の公園に移設
②伊太の公園付近にキャンプ場の新設
③伊太温泉に足湯の新設
④蓬莱橋の売店活性化(伊勢神宮のおかげ横丁のイメージ)
⑤ささま川、ダム湖でのカヌー、SUP等のマリンスポーツが出
来る環境の整備
⑥ライフジャケットの無料貸出

①カバさんプールの⽼朽化。公園使用の年齢層があっている
②温泉、公園がキャンプ場より徒歩圏内なら利用したい人は多
いはず
③川根温泉まで遠い
④せっかくの観光地なのに、土産物店が一店、食事所が無しで
は、観光客はがっかりしてしまう。
個人、団体で多くの人が来てくれいるのにもったいないです
⑤大井川水系でカヌーが出来る所は接岨湖ぐらいしかなく、笹
間川でやれたら、島田にもっと人がくると思う。現状、狭くて
⻑い階段を降りなければ笹間川にアクセス出来ないのが難点。
車でアクセスできる様になるのを望む
⑥水遊びは必ずライフジャケットが必要です。子供たちの命を
守るため役所でライフジャケットの無料貸出があったら、いい
な

フリマやマルシェは好きでよく行くが、島田の駅前でやると、駐車場がいつも困る。
30代 男性

412
お年寄りが自家用車を運転しなくても気
軽にお出かけできる街を作りたい

車がないと買い物ひとつ行けない。でも昨
今、高齢者による運転操作を誤っての事故
が後を経ちません。免許返納を躊躇うお年
寄りにが安心して返納出来るようサポート
したい。

病院やスーパー・ドラッグストア等の買い物に予約制の乗り合い
バスやタクシーを格安で手配する。
もしくは、市⺠が自分の買い物ついでにお年寄りをピックアップ
するシステムを作る。

50代 女性

413
近所に歩いても行けるし車でも行ける様
に駐車場がある公園があったらいいな

今徒歩１５分ぐらいの所にしか公園がない
ので気軽に公園に行けない。また子供が大
きくなっても遊ぶ場所がない。家の中で遊
んでゲームばかりになってしまうよりも、
外で遊んで自然の中で色々学んで育って欲
しい。せっかく自然もあるし土地もいっぱ
いあるのにもったいないと思う。綺麗な公
園が増えれば住みたいと思う人も増えると
思う。

公園などでキッキンカーや色々な店舗のテイクアウト販売を行え
ばお昼ご飯を考える手間がなくなり家族連れで気軽に行きやす
い！

30代 女性

414
今ある市内の公園の古い遊具がリニュー
アルしてらいくといい

島田は近隣の市より子育てしやすいと聞き
ます。公園をリニューアルして子育て世代
の転居の理由の一助になればいいと思いま
す。

公園で露店を出店（子供が楽しみにしているお祭り、お正月の露
店の出店がコロナ禍で無いので）

40代 男性

415 育児世帯に給付金

少子化のこの時代に、子どもが産みたくて
も、養育費等にお金がかかることを懸念
し、産むのを諦めてしまうことを防ぐた
め。児童手当とは別に、3子以上には特別
手当みたいなのがあると嬉しい。あと、児
童クラブの料金も2人目半額とかにして欲
しい。

広報誌で大家族特集をする 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

416
地域行事の運動会などは全世代が参加し
て楽しめるグランドゴルフなどに変えて
欲しい

少子高齢化で運動会では年齢制限がある種
目ごあり子供が少ない組では人集めに苦労
するし高齢者ではケガなどが心配

グランドゴルフなら各組でチームを作り対抗戦で順位を決めれば
全世代で楽しめてケガのリスクも減らせる。

60代 男性

417
六合駅の駅南にコンビニができると良い
な

駅北にはセブンイレブンがあるけど、駅北
にはコンビニが無いため。

六合駅北の空いてるテナントを利用して、コンビニを作って欲し
い

30代 女性

418
公園が、増えて、親子であそびにいける
ところができたらいいな。

自然豊かな島田市を利用して公園をふやし
てほしい。こどもと遊びに行きたい

野菜の販売、畑をシェアして借りるなど 30代 女性

419
高校卒業までのこども医療費を無償化に
してほしいな

こども医療費が沢山かかるため。
お茶など、特産品をふるさと納税でうまく運用して、こども医療
費に当ててほしい。

30代 女性

420
⽼若男女がどんな天候でも行きやすい
レンタルスペースがあればいいな。

緊急事態事態宣言で営業しているのは大手
のお店か、全国チェーン店。個人で頑張っ
ているお店を応援したいです。

農家さんの販売場所や、お稽古、お料理、手芸など教室の開ける
場所。畳の部屋で高齢者が子どもに遊びを教える場所をつくる。
地産地消の買い物ができて、なりたい自分になれる。縦と横の交
流ができる場所。

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

421 最期まで幸せに暮らせる町に

高齢化が進んでいますが、医療、介護など
まだまだ課題がたくさんあります。病院を
作る、とか⽼人ホームを作るとか、ものづ
くりのアイディアはたくさん提案されます
が、それらを運営しサービスを提供するの
は人なのです。人づくりができていないと
感じます。

勉強意欲のある人にあらゆる学費や学生生活費への補助を行い、
社会人として島田に帰ってきたくなる町を目指す。お金の援助は
行政に任せ、まちづくりはひとりひとりがやるべき。
掃除、草刈り、挨拶、安全運転。毎日できることはいくらでもあ
ります。

50代 男性

422
駅前や本通り商店街がオシャレなカフェ
や雑貨屋さんができて若者で賑わうとい
いな

現在シャッター通りになっていて寂しさを
感じる

島田駅前のさんかく公園みたいに空き店舗で マルシェを開いてみ
るとか……

40代 女性

423

金谷中学校跡地、アウトレット中止にな
りましたが、アピタ以外の大型商業施設
が出来ると良いと思います
あと、金谷駅前、駐車場が少ないので、
駐車場の設置をお願いしたいです

アピタに人が殺到するので、他の施設が
あった方が分散される
金谷駅に駐車場がないため、ＪＲ利用の時
は島田駅周辺の駐車場を利用していたか
ら、不便なため

大井川河川敷での、マルシェ、フリマ
移動図書館

60代 女性

424 学区ごとに子供の新たな居場所を作りたい

不登校でもない。特別支援学級に在籍するでもない(発達
障害等の診断がないと特別支援学級は利用できない)。
でも、学校生活や登校するのがちょっと苦しくて悩んで
いる(登校渋りの)子供はたくさんいるのに、国も県も市
もその子供達の実態を把握していない。サポートもな
い。
そんな子供達や支える親のための第三の居場所、気軽に
利用できる場所が、学区ごとに欲しい。
登校前の気持ちの切り替えに立ち寄りたい。
朝は登校したけど早退したので少し立ち寄りたい。
ここに立ち寄れば、言葉にならない気持ちを共感できる
仲間がいる。情報交換できる仲間がいる。
ひとりじゃないよ、ひとりじゃないでね。
そう言い合える場所が欲しい。

場所は学校の空き教室、公⺠館を使う。
行政(支援を求めれる部署)と繋がれるシステムでありたい。そのため、当事者やボラン
ティアだけでの運営ではなく、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等
の巡回必要。

40代 女性

425 コロナ禍でも子供の笑顔が溢れる町

子供がいます。ぐんぐん成⻑吸収するこの
時期に、コロナ禍で今までだったら普通に
楽しめたことが、なんだか奪われているよ
うで、可哀想に思うことがあります。せめ
て屋外の比較的感染しづらい環境でたくさ
ん遊ばせてあげたいなぁと。
河川敷、マラソンコースは、車を停める広
さがあり、自然が多く、最高の場所だと思
うのでもっともっと良い場所にしたい！

河川敷の広さを利用してのお祭りやイベント、
遊具の設置etc

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

426

エールチケットの期限を延ばしてほしい
LINEクーポンを島田市のお店の運営協力
のために買ったのに、期限が切れてて使
えなかった??
せめてクーポンに期限くらい印字してほ
しかった

あまりにも、悲しすぎたから??
みんなにわかるように、期限を大きな文字で印刷する
他にも、期限切れの人がいたみたいだから

50代 女性

427

ほとんどの道路が自転車専用線が、出来
て欲しいです。これからはエコ、車じゃ
なくて自転車のような乗り物が必要だと
思います。専用線があれば何より、自転
車が歩道を走らなくてすみます。

年寄りの電動車や身体障害者が、歩行者に
危なくないのです。

自転車、障害者用車専用にする。 70代 女性

428
コロナワクチンを打った人は、証明書が
もらえる

ワクチンを打つ人が増えて、お店も活気が
戻るから

ワクチン接種の証明書があれば、お店で割り引きをしてもらえる 50代 女性

429 スケートパークできたらいいな

島田市には沢山のスケーターや、
スケボーストリートプロの根付けカイリ君、ス
ケートボードバーチカルの全国レベルの⻄沢ルー
ク君が居ます！
オリンピックでスケートボード人気なので島田市
からスケートボードのオリンピック選手出すため
にもパーク作って賑わってほしいので。
牧之原市、藤枝市にはスケートボードパークある
のに島田市にはないので､､､
BMXの大池さんだって地元にパークあれば助かる
に間違いないと思いますよ
※スケートボードとBMX同じですので

私だったら、スケートボードパーク作って未来のオリンピック選手育ってほし
い。
今回のBMXの大池さんみたく島田市が有名になれば遠くから人沢山呼べま
す。
ハイクオリティなパークであれば滑りたいと思う人沢山県外からも来ます。
近くにビジネスホテルや、スーパー銭湯(温泉)飲食店等あれば賑やかになりま
すよ。
実際に神⼾のパーク(近くに三ノ宮)、東京のパーク付近(浅草)は賑わってま
す。
スケボーついでに観光も皆さんしてます。

40代 女性

430
伊太や神座などの山奥にサーキットが出
来るといいな

TOYOTAからGRヤリスなどの本格的な戦
闘力を持つ車が売れています。
愛知の新城などでは公道を使ってラリーを
誘致したりしています。
島田のような平地と山地が近く国道や新東
名との便のいい立地でなら1周1000m未満
のミニサーキットや公道を使ったラリー大
会の開催をすれば町興しにもなります。

たとえば県道220や217を使ったSSを設定してのラリー大会や、
伊太和里の湯近くの土地を使いモーターランド三河のようなミニ
サーキットを建設してモータースポーツ誘致に力を⼊れたい。

40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

431
映画館や大ホールができればいいなと思
います。

地元出身の芸能人もいるし、その人達を映
像や生で応援したいから。

島田大祭を街だけど、色々な地域から参加して盛り上げたい。 50代 女性

432
旧金谷中学校跡地にコストコが出来たら
いいな！

コストコが出来れば集客力があるので、Ｓ
Ｌやお茶の里ミュージアムなどのお客も増
えるし、便利になると思います。

コストコさんに調査だけでも来て貰う様にメールや手紙を書いて
送る。

40代 男性

433
島田市を展望できる大きな公園または施
設があるといいな。

島田に住んで約２年。緑いっぱいな街が魅
力的。金谷に上がる坂道から、街を見下ろ
すと絶景が広がるところがお気に⼊り。
もっともっと島田のいいところをアピール
するべき！

展望デッキを作って、憩いの場、集いの場をつくる。また、生産
者と消費者を繋ぐ場として商業施設をつくる。

40代 女性

434 若者の住みやすいベットタウン 市政を支えるために市⺠も議員も若返り ニューファミリーが島田に新築を建てる買うに対して補助。 40代 男性

435
子どもが楽しく遊べる公園をたくさん
作ってほしい

近所に公園がなく、車で移動していくしか
ない。歩いて行ける場所に魅力的な公園が
あると嬉しい。

公園になりそうな空き地がたくさんあるので、有効利用する 30代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

436
駅前がもっと賑やかで魅力的な場所にな
るといい

市外の友人に島田駅の周辺って廃れてるよ
ね。と言われ悲しい思いをした。みんなが
行きたいと思えるような勢いのある駅前に
してほしい

スタバなど知名度も人気もある企業様を誘致する。 30代 男性

437 農業への支援

地元でも田んぼなどが放置されている現状
があり、自分も農作に興味がありやってみ
たいが仕事などがあるので生活を考えると
出来ないので安定して稼げれば若い人達も
興味深くなると思う。

給食センターや飲食店などに卸せる農作物を作り加工する企業(地
区などで)を作る。

40代 男性

438 他市⺠が流⼊する町 現状を見て思います 市街地活性化 60代 男性

439
市内でやっている子供の習い事が一覧で
わかる資料というかパンフレットみたい
なものがあると嬉しい！

どこでどんな教室があるのか、情報がなさ
すぎて困った経験がある。やっている日時
や場所、料金等がパッと見比べれるものが
あればこれから習い事を始めたい家庭にと
ても役に立つと思います。
HPを持ってない教室なんかもたくさん
あって、自分で調べるにも限りがあったの
で。

特になし 30代 女性

440

今はどうかわかりませんが、伝統ある初
倉一周駅伝が県道をまたげない規制か
ら、半分ずつ走ってると聞きました。駅
前ばかりじゃなく駅から離れた地区でも
イベントを盛り上げる助けを願いたい。

上記に記⼊したつもりです。 上記に記⼊ 60代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

441 和菓子の自慢できる街
折角の歴史文化が凝縮されたものがこのま
ま縮⼩して行くのは心苦しい

伝統菓子の復活と市内菓子店が帯どおりに集約される事 60代 男性

442

河川敷が草木でせっかくの大井川が見れない
もう少し管理をしっかりしてきれいな川が流れてる様子が見ら
れたらいいな
それだけじゃなくてまわりにお店もできて
観光だけではなくて、地元の人も利用できる感じで活用しても
らいたい
藤枝市みたいにたくさんの商業施設ができて、若者たちが賑わ
えるようにしたい

今の島田市では、雑草や河川敷なんか特に管理がしっかりしていない
せっかく自然があるのだから
もっときれいにして景色を堪能したらいいと思う
ゴミやら不法投棄もだから目立つ
だったら、外国のようにゴミ箱を設置してもらいたいし、看板を掲げて
もらいたい
車通りのところにゴミが落ちているから、
ネットとかはったりして対策してもらいたい。風でゴミが飛んでるから
よく藤枝市に出かける
なぜなら店や喫茶店があるから
島田市にはゆっくりできるところが駅周辺にはないし、アピタしかない
自転車を走らせていても、距離的に離れすぎているから不便

ゴミ箱の設置もそうだけど
ゴミを捨てさせないようにまずはきれいに草を刈ったり、看板を立てて注意したりする
花など植えたりして季節の移り変わりをドライバーや歩いている人に感じてもらう

10代 男性

443

  せっかく、世界一⻑い木の橋(蓬莱橋を⻑いき橋
と呼ぶ)が有るのだから、蓬莱橋を渡った南側(初
倉)の大地に、博物館とバラ??公園を移転して、3
箇所まとめたチケットを格安で販売して、(博物館
とバラ公園は100円づつ、蓬莱橋は渡り賃は100引
きで木札代をプラス200円)蓬莱橋を渡ったら【渡
橋証明札】なる、木製で、日付⼊り焼き印を押し
て記念に渡したら人気のスポットに なると思いま
す。それと出来る範囲で、安全対策をしっかりし
て、渡し賃をいただいて蓮台越し、川越え体験を
してもらうのもいいのでは？

全国に島田市を知ってもらい、観光で島田市に 潤
いを?

金谷中学校の跡地に宿泊施設を造り、昼前後に静岡空港に到着した観光客を、
先に提案したスポットで楽しんでもらい、その宿泊施設で休んでもらう。 70代 男性

444 若い人達が気持ちよく働ける街

島田市の中⼩管理職はパワハラもしくはパ
ワハラまがいのダメ上司がほとんど！若い
人たちは島田市を出て行きたくなっていま
う。中⼩企業自体も世代交代ができず衰退
していくばかり。

人材育成やモチベーション管理教育(支援)を充実させ、パワハラ
を撲滅する。若い人たちが高いモチベーションで働き続けられる
職場を増やす。

50代 男性

445
横井町に乳幼児が気軽に行ける公園が欲
しい

島田駅南地区で⼩さい子が遊びに行きやす
い公園がないため。

元ファミマの跡地あたりを公園にしたい。 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

446 初倉地区に公園が欲しい

橋向こうばかりどんどん整備されて、初倉
側はあまり魅力がない。同じように税金を
払っているのだから、もう少し初倉地区の
整備もお願いしたい。

初倉にスーパーはあるが高齢の人も多く、自力で行けない人の為
にお弁当の移動販売とかあるといい。（とくし丸は来るけど、お
弁当は売っていないので。）

50代 女性

447
島田大祭を市⺠全員で 参加できたらい
いな

現在は島田市⺠の一部地域で昔ながらの大
祭を開催しています。私も実家は大祭実施
地区でした。残念ながら 今は若者が減っ
て大祭も開催危機の状態です。反面、大祭
開催地区以外の地域はまるで無関心です。
地域の祭りの原点から市⺠に理解してもら
い、大祭を市全体で行い後継していく事が
歴史を知る上でも大切かと思います。

市⺠の区割りを祭り仕様でやって子供から中年まで参加できるよ
うにしたい。商店街も潤うよう商店街で出みせを出す

60代 女性

448
島田大祭に もっと 沢山の観光客を呼
びたい

島田大祭が来年開催予定ですが、観光客が
大祭の周知を知らない。どういう祭りなの
か、どこで見られるか？早めに 観光PR
して 全国の人に知って欲しい。

見物客に見物席を作り、チケット販売する。観光ボランティアの
育成をして、駅から、或いは 駐車場から、どこをどう見たら良
いか 案内する。お昼も 島田名物を食べられるブースを作る。

60代 女性

449
茶原が後継者不足で荒れている。そんな
茶園を開放してもらい、観光果樹園とか
作って畑を生き返らせたい

お茶の生産者が高齢で茶園が荒れている。
茶園の中に竹がはびこり、 野生の動物が
すみかを作ってしまっている。やはり手を
⼊れないと 農地はダメになってしまう。

若者のグループを作り、観光農園を作って 荒地を無くす。森町
もとうもろこしは家庭栽培から会社方式になっている。農家も会
社化するべき。

60代 女性

450 駅前に人がたくさん歩くようになる 賑わいがあるほうが寂しくないため
駅前のカフェ等に依頼して、市⺠がデザインしたステッカーを
カップに貼ってもらう。それでドリンクを提供。

20代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

451 和菓子のまちになったらいいな

この島田市には美味しい和菓子屋さんが昔か
ら沢山あります。
島田の宿場町・緑茶・和菓子この３つを打ち
だしたら面白いのでは？
週末には川越し街道をつかって和菓子の茶店
や喫茶店をオープン
博物館にも和菓子と御茶のお店をいれるとか
兎に角一部分だけでなく 町全体をお茶 和
菓子 宿場町のイメージになれればいいな??

川越し街道をつかって和菓子とお茶の茶店や喫茶店をオープンする
60代 女性

452 サッカーが盛んな街 人が自然に集まってくるから 整備されたサッカー場の設置 40代 男性

453 駅前が賑やかになるといいな 駅前にくつろげる場所がない
オープンスペースのあるカフェのような場所 年代の関係なく立
ち寄って行ける場所
ゆるキャラカフェ

50代 男性

454 大きなショッピングモール

ここら辺だと、島田のアピタしか大きい
ショッピングモールがない。
ららぽーとや、コストコ、イケヤのような
規模が大きい店が出来ると、人も集まり、
市の活性化にも繋がると思う。

ここら辺にないような、ショッピングモール、島田にしかない店
が出来て欲しい

40代 女性

455 アート動物園、水族館ができたらいいな
コロナ禍で子供を動物園や水族館に連れて
行ってあげれない為大きなアートで学び、
楽しんでもらいたい。

絵が得意な市⺠の方にぜひ大きな壁紙などに、リアリティあふれ
る動物や海の生き物を描いて頂きたいです。あまり密にならない
ような場所に展示し、動物園や水族館に行けない子供達に楽しん
でもらいたいです。

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

456
大井川河川敷に風除けスペースができる
といいな

子供を連れて河川敷にお散歩に行くが、風
が強く途中で切り上げる事が多いため

DIYが得意な方や、定年された器用なご年配の方にぜひ風除けス
ペースを作って頂きたいです。芝生上に壁で覆って頂けるとハイ
ハイやよちよち歩きの練習にもなり助かります！スポーツなどの
試合の付き添いの⼩さなお子様も遊ぶ事ができると思います。
いつか実現するといいなー！

30代 女性

457
大井川河川敷の駐車場⼊り口がわかりや
すくなるといいな

現在のものだと少しわかりにくいため

河川敷の駐車場⼊り口がわからず、よく通り過ぎてしまいます
(涙)
後続車がいると尚更プレッシャーで通り越してしまったり。試合
などで利用される市外の方にもわかりやすいよう、市⺠の皆さん
で(子供)で看板作りをしたら助かるな?と思います！

30代 女性

458
島田鍛冶をメインとして本通り商店街を
活性化させる

本通り周辺は昔は刀工が沢山いたため、刀
に関係するマップを作ったり、菓子店で御
手杵をイメージした商品を売ったりすれば
、刀剣女子などを呼ぶことができると思っ
たから

島田市博物館で刀の特別展示がある期間に商店街にも来てもらえ
るような企画を行う

10代 女性

459
アウトレットやショッピングモールなど
の大型施設が出来てほしい！
カフェが増えたら嬉しいです！

前にアウトレットが出来るという話が出て
いて楽しみにしていたのですが、コロナ禍
で白紙になったと聞いて残念に思っていま
した。町の活性化に繋がると思います！
島田にカフェが少ないので近くに居心地が
良い場所が増えたら住みやすくなると思い
ます！

今も増えている、日替わりでお店が替わるようなシステムのとこ
を増やす！

30代 女性

460

富⼠山静岡空港の近くにファミリー層を狙った飛行機の
離着陸が間近で見られるキャンプ場「おおいがわ
BASE」ができたらいいです。島田市と連携するからこ
そできる指定の店(KADODEOOIGAWA等)で食材の購⼊
クーポンまたは指定飲食店で利用できるクーポン券を
300円×家族人数発行することで島田市で消費してもら
えるし、期限を1年にすることで今回使わなくても次回
に利用できればリピーターにもなる。最終的に市がパイ
プらいんになり、⺠間経営になっていけばハイシーズン
のバイトや普段のパートタイマーの雇用にもなっていく
と思います。また、アプトいちしろキャンプ場のような
巨大キャンプ場で、浜松の渚園のようにイベント会場に
もできるキャンプ場ができたらいいなと思います。

コロナ禍において近頃キャンプがソーシャルを保てる、
お家時間により家族で旅行はできないけどキャンプなら
と空前のキャンプブームです。ゆるキャン△にも大井川
流域が使われ、県内外からも注目されています。しか
し、新東名、KADODEOOIGAWAがあるのにキャンプ場
は川根以北しかありません。もっと身近に簡単にキャン
プできたらと思うからです。自分もキャンプが好きなの
で思うことは童子沢ではなかなかファミリーでキャンプ
しにくい、子供も飽きてしまう。だから空港があるとい
う立地条件を生かして飛行機の離着陸が見れたら子供も
飽きないかなとおもったからです。

もしキャンプ場ができたらキャンプ場内にキッチンカーや市内の飲食店にお願いして生
ビールやカクテルまたはおつまみの販売をすれば必ず儲かると思います。(その頃には
コロナの終息またはきちんと法令で対策できていると思います。)

40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

461
商店街の閉めたお店のシャッターに子供
たちに絵を描いてもらう

お店が復活するのが1番ですが、それは無
理なので、閉めたお店のシャッターに絵を
描けば、商店街が明るいイメージになると
思うので希望します。

お店の家主に承諾をとって、放課後児童クラブ、サタデーオープ
ンスクールの子ども達、今年⼩学校を卒業する6年生などにお願
いをする。

50代 女性

462 新東名をより利用しやすいように

北部地区、川根地区からの往来が遠回り。
焼津森線の区域変更要望。災害時により早
く北部へ救援に向かえるように。大井川左
岸地区の将来開発の可能性の向上

島田市牛尾から相賀渡口交差点への新橋架橋 50代 男性

463 マンションが増えるといいな 単身者が住みやすい アパートを共同住宅へ移行、⼩規模な共同住宅 40代 女性

464
わざわざ行ってみたくなるお店（お茶し
たり、買い物したり）が増えるといいで
す

私は、市外の者ですが、行く事が少ないで
す。何か行きたいと思えるお店や場所が有
れば、市外からでもうかがいます。

フリーマーケットや出店などアウトレット作ろうとした場所で
大々的にやってはどうでしょうか？

50代 女性

465
新庁舎またはオオルリに安くて美味しい
地産地消の市⺠食堂ができたらいいな

市役所に食堂がないから
初倉のなんとか跡地にコストコの島田版を誘致。工場企業がたく
さんある島田市の食品、製品、木材、家具などをドドンと販売。

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

466

景色が良い所（富⼠山や花など）で駐車
場があり、屋外にテーブルと椅子がある
場所がほしい。

飲食できて、勉強する場所がほしい。

1人で景色いい場所で買ってきた物をちょ
こっと食べたい。

家では、気が散って勉強できないが、図書
館だと飲食しながらは無理なので、簡単な
飲食できて公然と勉強できるカフェがある
といい。

牧之原公園周辺 旧金谷中学跡地 みどり幼稚園跡地 40代 女性

467
カフェ花、無農薬の野菜の直売所が欲し
い

好きな地元にお金を使える 空き地の活用、リノベーションで店舗をつくる 30代 女性

468
オーガニックや自然農法を教えてもらい
ながら、土地をかりて育てる場があると
いいな

今からの時代特に健康、体力つくりが必要
だから

使わない土地を有効活用 交流の場に 30代 女性

469 みんなでまちの緑を育てられたらいいな

街路樹や公園の花壇などをオーナー制にし
て管理する。あそこの花壇はいつも綺麗だ
ネと評判になることでやりがいも生まれる
し、まちへの愛着も生まれる。

家族でオーナーになりたい！ 40代 男性

470
日陰がある公園がいいな。(大きな木や屋
根あり)

コロナ禍で人がたくさんいる所には行けな
いとなると、子どもが発散できるのはやは
り公園が一番。暑い日や雨の日でも遊べる
ように日陰があるといい。

大きな木を植える、屋根をつける 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

471
お鍋やタッパー、お皿を持って買い物に
行ける町になったらいいな

レジ袋有料化になりエコバッグが普及した
が、もっと根本的な包装ゴミを減らすため
に、昭和初期の時代のように持参した⼊れ
物に量り売りできるお店が増えてほしい。
そうすればお⾁屋さん、お魚屋さんなどの
個人経営のお店にもお客さんが行きやすい
と思うから。

協賛しているお店でシールやスタンプを集めて景品(図書カード、
商品券)などに替えるようにする！さらにその場で5円引とかの割
引も。
島田市でデザインしたホーローとかガラス容器、タッパーなどを
売っても面白い。

30代 女性

472
犬に優しい島田市になったらいいな、と
思います！

犬の殺処分の情報を目にするたび胸が痛み
ます。個人としても、市としてもなにかこ
のことに力になれたらなと思います。

ボランティア用品の回収、保護先や預かり先を探す、情報提供な
ど⼩さなことでも出来ることがあると思います。

30代 女性

473 金谷駅前が広くなるといい

送り迎えで、たくさんの車が出⼊りするの
に
待っているところが全くなくて
みんな困っています

タクシーやバスの利用者は少ないので、駐車スペースの比率を変
える

40代 女性

474

河川敷をもっと有効活用出来ると良いと思います。リバティも島田側はマラソンコー
スになっていますが、金谷側も整備してはどうでしょうか。サッカーグランド、公
園、キャンプ場、隣接する温泉やきれいなトイレ、水場があると嬉しいです。コロナ
渦でも、かなり多くの人が来て、屋外の設備を希望しています。散歩やジョギング
コースになると思います。豊かな自然と融合出来るような整備を希望します。
また、第二東名の高架下も有効活用出来ると思います。私の勤める袋井市では、東名
の高架下を活用しています。人工芝にするだけでも、雨の日にスポーツが出来ます。
フットサル場、バスケット場、テニスコート、公園、グランドゴルフ場、お店、何で
も良いと思います。
今ある設備を整備し直して利用するのも良いと思います。例えば公園も、草が生え荒
れ果て、ウッドデッキは劣化し釘が出ているところがあります。夢づくり会館横の公
園も、ずっとそのままになっていて、早くウッドデッキを改修して欲しいです。早く
修繕しないと、怪我する人が出るのではないかと思います。新たに設備を作らなくて
も、今あるものを大切にすることも重要と考えます。
牛尾山の見晴らしを活かした展望台、ホテル〔今は観光はきびしいですが…）、大代
の自然を活かしたキャンプ場や水場の整備も人の集まる場になりそうです。

地元を出た人も帰って来たくなる町、またはこの町に嫁ぎたい、住んでみたいと思っ
てもらえる町になってほしいです。
幅広い年齢層に愛される町になってほしいです。

自分の仕事の知識などを、自分が育った学校で子供たちに伝えたい！
自然体験が出来る場を作りたい！キャンプ場！
地域で助け合える場づくり。
昔のように地域で区⺠大会をやる！

40代 男性

475
大人たちが積極的に子供たちに投資でき
るまち

10年後の未来に一番対応できるのは今の
子供たちだから

空いてる商店街のお店を、高校生達（⼩中学生も）に提供してお
店を経営してもらう。

40代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

476
島田市出身、島田市にゆかりのあるアー
ティスト、バンドのフェスを開催したい

島田市出身の著名人、有名なバンドやアー
ティスト、アイドル、スポーツ選手を一同
に楽しめるイベントがあれば楽しそうだ
な?と思います。直前会える、見れるって
なかなかできないので。

MCに別所哲也さんと岸本加世子さん。アジカンやSexy Zoneの松
島くん、SixTONESの松村くんなど。
オリンピックBMX大池選手、パラリンピック車いすラグビーの藤
本選手も交えて、音楽やスポーツやダンスなど盛りだくさんなイ
ベントがあれば盛り上がりそうです♪♪
もちろん観客は市⺠のみ。
ドレスコードは緑色。
フードドリンクは市内のお店のみ。

40代 女性

477 人を育てる街、育てることに投資する

施設を作ることを望む市⺠が多いが、ハー
ドは後々に維持管理コストがかかる。
負のレガシーを作るのではなく、ソフト、
人に投資を強めて欲しい

マーケティング、プロモーションを市⺠同⼠で教え合い。

※市⺠同⼠でとついてるが、税金を使ってプロ人材に講義しても
らっても良いかなと。

子育て、経営、採用、ビジョンミッション構築、投資。

やりたい！知りたい！と思う人に最先端を提供したい。

30代 男性

478 市⺠同⼠が助け合う街

例えば、
ちょっと雨降ってるから、タクシー乗る。
近くだと、舌打ちされる。結果タクシーは
利用しづらい。

タクシー乗りたい、呼ぶの面倒、台数がな
い。待たされる。結果タクシーに頼らない

ウーバーのように、時間を持て余してる人が助けあえて、お金と
いう実需も渡せたらいいなと思う。

例はタクシーだが、買い物、庭の草むしりとかちょっと頼みたい
時に助け合えればいい。

30代 男性

479 IKEAが出来たら嬉しいな。 この周辺に大きなお店が無いから。
コロナが落ち着いたらの話ですが、有料で県外までIKEA直行便の
バスが期間限定で出来たらいいな。

30代 女性

480
「水の都 島田市」子どもから大人まで ”親水”を心から楽しむ場所があったら良い
な。

 島田市と言えば大井川、その大井川には殆ど水は流れておらず河原砂漠と言われて
います。大井川の本流は街中の地下の用水路を流れ市⺠の目にはふれることはありま
せん。リニア問題で大井川の水が大きく減ると言われても実感がありません。一方島
田市の地下には豊富できれいな水が脈々と蓄えられています。（島田市では⻑年に渡
り地下水量調査を実施していますが水量は豊富でこの数十年変化がありません）
 しかるに、この地下水は事業者は自由に使っていますが、多くの一般市⺠は大井川
の地下水の恩恵を全く享受していません。勿論地下水は大事なものであり大切に守っ
て行く必要はありますが島田市⺠は少しは地下水の恩恵を受けても良いのではないで
しょうか。
 ちなみに島田市の下流域にある焼津市は、水道も地下水を利用しており、市内には
地下水の湧き水公園やビオトープなどがあり市⺠の憩いの場所になっています。
 当面一ヶ所、市内街中の公園の一角に「親水広場」を作ったらどうか。
「親水広場」は、幼児たちの真夏の水と戯れる浅い川のような場所とし、その一角に
大人たちが自由に美味しい飲料用の地下水を汲むことができる水飲み場を併設すれ
ば、子供たちも大人も「水の都 島田市」を実感することができます。恐らく評価は
高まり各地区からも設置を望む声が多発すると思いますが、だんだんと増やして行っ
たら良いと思います。

「親水広場」には、所々に日除けの樹木を植えれば最高と思います。設置場所はやや広い公園の一角で良いと思います。 70代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

481 河原町にもう少し手をかけて欲しい
中途半端??散策してもこれだけなのって
思ってしまう！

新緑に囲まれたカフェ、古⺠家の雑貨屋、花屋があったら近くな
ので散歩路にしたいです

60代 女性

482 今の島田のままでいたらいいな。

歳を重ねていくと「昔は良かった、子供の頃は楽
しかった。」と、過去の思い出に浸ることがある
と思います。
しかし時代の流れとともに街並みも風景も変わっ
てしまい、どこに行ってもあの日の想い出を、現
代の生活の中で感じることができなくなってしま
します。
なので、あえて「今を残す」と言うコンセプトを
持って、子どもたちが大人になった時に昔を感じ
れるよう「地元の公園を現状のまま残す」ことや
「駅前の何気ない風景をそのまま残す」ことがで
きたら良いなぁ、と思います。

"想い出の場所"や"いま子どもたちはどこで何して遊んでる？"と言ったアン
ケートをとって、件数の多い場所の風景を保護する。

写真フレームを置いて、そこから覗いた景色は今も10年後も20年後も変わら
ず、昔の再現写真が撮れるようにする。

30代 男性

483
シンプルに暮らせる島田になったらいい
な。

いまミニマリストのように、よりシンプル
な生活を好む方々が増えてきていると思い
ます。
島田市は自然がたくさんあるので、島田市
は穏やかにミニマルな生活をする上で最高
の環境だと思うから。

ミニマリストに関するワークショップを開いて、それぞれが思う
ミニマリストの価値観やミニマリストさんはどんな生活を求めて
いるのかを把握する。

島田市ならではの自然に囲まれたシンプルな生活をSNSなどを用
いて知ってもらう。

空き家をミニマリスト物件としてシンプルにリフォームし貸し出
す。

30代 男性

484 バスの本数を増やしてほしい

車で移動する人が多いですが、自家用車を
持っていない20，30代の子育て世代もい
ます。
主要施設へ出かける際にもう少しバスの本
数が増えてくれたら嬉しいのに、と感じて
います。

ママさん方が気軽に集まれるイベント（お茶会など） 30代 女性

485
お茶のスイーツが食べられるカフェ（雅
正庵や掛川のきみくらのような）やケー
キ屋さんが増えたらいいな

お洒落なお店、ちょっとしたお菓子やケー
キのプレゼントを買う場所が現状だと少な
い気がするから（迷ったらシャトレーゼに
なってしまう）

bivi藤枝にあるような無人の自動販売機を置いて売りたい人と買
いたい人が買える場所をつくる

30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

486
レディース クリニックや産婦人科が増え
て欲しい。産後のケア施設も増えて欲し
い。

選択肢が少ないので。不妊で悩んでいる人
がいける病院も増えたら島田市で子育てす
る人が増えると思う。

ファミサポのように、産後にケアしてもらえる保健師のサポート
役の人を育成
核家族家庭の子育てをサポートする

30代 女性

487 緑のポストが静岡全域になったら良いな
10月から郵便が次の日に届かなくなるけ
ど、お茶なら次の日に届いて欲しい

お茶電報。健康確認 40代 女性

488 高速バスの誘致
高速バス需要は多い筈。乗り場が中部には
少な過ぎる

バス会社への呼びかけ 40代 女性

489

駅前弁当屋 個人商店のテイクアウト飯
を集めて、単独店舗化。
また、時にテーマを絞り、個人商店のテ
イクアウト飯を競って販売など。
招き猫横の空きテナントで販売。

人集め 販売員 40代 男性

490 スケートボードパークを作って欲しい

島田市出身のオリンピック選手の活躍でス
ケボー人口が増えて河原で練習している人
を良く見かけますが、専門の施設を作る事
で、他の迷惑にならずより技術を高められ
る場所が欲しい。

河原の一部でもスケボー専用スペースを作る 50代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

491
団塊の世代の人々で構成する「島田お役
に立ち隊」組織の構築

 目の前の大きな行政課題の一つに団塊の
世代の高齢化がある。この人達に少しでも
元気で地域の人々の役に立つ活動を組織的
に行う体制を構築することで、それぞれの
能力を発揮し生き甲斐を感じながら団塊の
世代高齢化の課題克服につなげることがで
きる。
 行政は、市⺠の信用を得るため活動組織
の認証をしてくれればよい。

 まず有志を集め少人数で組織を立ち上げる。最初は、活動分野
を絞って動き出す。空き家の見回りや草刈り、辺地高齢者の買い
物支援、一人暮らし高齢者の見守りなど。耕作放棄地での作物栽
培と販売などができればいい。

60代 男性

492
歳をとってもみんなで楽しく過ごせる場所があちこちに
にあれば良いのになと思っています

誕生日を機にグランドゴルフを同級生と始めました。今
はもっぱら相賀のグランドを利用させてもらい楽しく
やっております。その前は神座のグランドを利用させて
もらいましたが 少しでも近くて行きやすいところ とい
う事になりました。。
いつも土手を走り相賀まで行くのですがこの広い河川敷
をグランドゴルフ場には出来ないものかなあと‥‥
歳を取ると車の運転も自身なくなるし余り遠くには行け
なくなるし河川敷に限らず耕作放棄地などの利用なども
良いなと思っています。
みんなが気軽に集える場所があちこちににあったら歳を
とって行くのも楽しくなりそうです
一面、二面 と出来ていくことを楽しみにしております

場所や施設は市が提供。その後は市と地域の人達と協力して運営なんてどうでしょう
か。 70代 女性

493

駅前や本通付近で、公園と建物が一緒に
なった子供向けの施設が欲しい。子供の
遊び場、駄菓子店、子ども食堂など兼ね
て、平日午後に気軽に子供達が遊びに来
れる。大人(スタッフ)が常駐してくれる。

市内の公園数が少なく、子供が遊べるとこ
ろが少ない。共働き家庭も増えているの
で、放課後の時間を大人や友達と過ごせる
ところがあると安心する。

街中で展開しているカフェや、フリースペースを運営されている
方と協働していく。

30代 女性

494

ローズアリーナ周辺にスタバとかコンビ
ニをつくってほしい。蓮華寺の周辺のよ
うに、お散歩やカフェが楽しめるといい
な。

寛げる環境が今ひとつだから キッチンカーとかパン屋など出店を出す。 50代 女性

495
若者同⼠で気軽に交流できる施設やイベ
ントが欲しい

島田の街を歩いていて若者がいないわけで
はないがその割に知り合う機会はないと
思った。Uターンのきっかけにもなるし交
流機会が増えれば結婚する人も増えて将来
的な税収は増えると思うから！

大型施設などは難しいとは思うので…駅前でやるイベントなどで
（販売イベント？など）店員側にボランティアとして若者を募集
したり、もししているのならもっとそういうイベントをこのライ
ンで発信するなどしてほしい。若者は広報しまだはあまり見ない
と思うからこういったラインで募った方が人は集まると思った。
もっとこのラインはガンガン活用していったら面白いと思う！

20代 男性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

496 スケートボードパーク設置
島田市出身のオリンピック選手（bmx）オ
リンピック候補選手（スケボー）もいるこ
とから盛り上げていきたい

地元選手を呼んでパフォーマンス披露し開会式をしたい 40代 男性

497

⼩学校のグランドを芝にし、緑地を増や
す。
芝刈り機は、中央公園使用の機器を利用
すれば、新規に購⼊する事も無くなるの
では？！

1.グランドを緑地にする事で、気温上昇の
低下。
2.周辺住居への砂埃の低減。
3.グランドへの土の補充が無くなる。

屋外で行われる、イベントが天候に左右されないよう、プラザお
おるりを活用出来るようにプチリフォーム。

50代 女性

498
駅前に人が集う 歩いている人が増える
河川敷でのんびりする人が増える

身もふたもないのですが、街に活気がある
ように見えるからです。

川越遺跡のあたりの河川敷の駐車場でコーヒー屋さんに来てもら
う

20代 男性

499 ⼩中学生の無料寺子屋ができたらいいな

島田市に限らず全国的に空き家問題は無視できない問題となっている。人口が減少し
ているのだから当然のことだ。まちづくりでよくありがちなのが、空き家を改修して
カフェ等の飲食店を開こうという案。しかし、空き家を改修し飲食店を開いてもコロ
ナ禍だし、競争の激しい業界で薄利多売により利益を求めることはかなりリスキー
だ。相当な味やコスパがよくないと⻑続きはしないだろう。協働のまちづくりなのだ
から、大人も子どもも関われるようなものがいい。そこで思いついたのが、無料寺子
屋だ。「塾代はとてもじゃないけど、払えない！でも勉強させる習慣はつけさせた
い」といったニーズをお持ちのお⽗さんお⺟さんは少なくないだろう。確かに塾代は
決して安くなく、余裕のある家庭でしかだすことができない。それでは子どものうち
から格差が生まれてしまうし、なにより子どもの頃から学ぶという習慣付けをするこ
とはとても大切なことだと思う。増えている空き家、空き店舗も活用でき、さらに講
師役を地域の時間に余裕のある人や大学生、高校生が担えばそれぞれの繋がりもで
き、今後のまちづくりのひとつのきっかけにもなるのではないかと思ったから。

空き家、空き店舗を改修し、地域の時間に余裕のある人や大学生ボランティアを募り、⼩中学生に勉強を教えてもらう！！ 20代 男性

500 商店街が賑わっている街

かつては七夕祭りなどを行い賑わっていた
商店街は、現在はシャッター通りとなって
しまっている。
かつて島田が賑わっていた頃を知っている
方（60代以上？）は皆さん「商店街が賑
わっていた」「七夕祭りはすごかった」と
仰るので、かつて島田市の象徴であった商
店街を賑わいのある場所にしたい。

駅前商店街を一時的に通行止めにして定期的にマルシェを開催。 30代 女性



NO．
 あなたが考える島田が「こうなったらい
いな」を教えてください。

その理由

私だったらこうしてみたい！
（市⺠同⼠で実現するアイデアを記⼊してください。例えば…コ
ストコを作るのは無理だけど、仲間を募って駅前で疑似コストコ
マルシェを開催する！など）

年代 性別

501 若者の遊び場が増えたらいいな 遊ぶ場がないため

空き家を活用したリアル脱出ゲーム。「ゲームに参加する」じゃ
なく、「空き家をいじりながら段ボールとか使って脱出ゲーム作
り上げる」過程をみんなでワイワイ楽しめたら、それこそ「友達
と今日どうするー??」とやること悩む若者にとって面白い遊び場
になるかも。

20代 女性

502 昔ながらと新しさが共存する町になる
今は新しい店も色々あるけど、懐かしさを
感じる場所もまだ残ってるから。

新旧対比したマップを作る 20代 女性

503
中央公園にある池がきれいになったらい
いな

池の水が汚いため。休憩所があるので池の
水がきれいになったらもっと憩いの場とし
て使えそう。

池の中の魚どうしよう問題がありますが、中央公園の池を掃除し
たい。

20代 女性

504
河川敷(大井川沿い)で歩き涼む人が増えて
ほしい

川沿いに広がる公園というか、芝生やリバ
ティは、実は結構豊かな場所なんじゃない
かと思うため。加えて、リニアの件もある
ので大井川を身近に感じる機会が増えると
いいと思うから。

50m×50mくらいの白いゾーンを用意して、その上を裸足+絵の
具で走り回れる場所を作る(子どもが楽しい)

20代 その他

505 近隣市町と協力し、政令市に負けない街
住むにしても、訪れるにしても、静岡、浜
松と比較して、圧倒的な魅力不足を感じて
いるから。

焼津や藤枝にコンタクトを取る。 50代 女性


