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Ⅰ 調査分析結果 

１ 調査の目的 

 市では、陸上競技場を伊太地区（田代の郷）に整備する方針で、平成25年

度まで事業を進めておりましたが、｢より多くの市民の皆様にご利用いただ

ける施設｣や｢地域の発展に貢献する施設｣という観点から内容を見直し、事

業再開を目指し検討しているところです。 

このアンケート調査は、事業内容を検討する上で参考とするため、伊太地

区（田代の郷）にふさわしい土地利用方法について、市民の皆様のご意見を

おうかがいすることを目的として実施したものです。     

 

２ 調査対象 

① 島田市在住の18歳以上の男女から3,000人を小学校区別・世代別により抽

出（住民基本台帳から無作為に抽出） 

比率：男性比 48.7％（1,461人） 女性比 51.3％（1,539人） 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合計 

男 性 33 163 199 229 215 260 362 1,461 

女 性 35 170 211 240 227 274 382   1,539 

合 計 68 333 410 469 442 534 744 3,000 

 

② 地域区分 分析時には、以下の３地区に分けた 

（島田地区、金谷地区、川根地区）              単位：人 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70以上 合計 

島 田 51 257 322 368 334 394 529 2,255 

金 谷 13 62 74 84 83 109 158 583 

川 根 4 14 14 17 25 31 57 162 

合 計 68 333 410 469 442 534 744 3,000 

 

３ 調査項目数 

（１）施設の整備の方向について 〔１問〕 

（２）施設整備の種類      〔３問〕 

（３）施設の利用について    〔１問〕 

（４）交通手段について     〔１問〕 

（５）管理運営方法について   〔１問〕 

（６）その他のご意見      〔１問〕 

（７）回答者属性に関する調査  〔４問〕 
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４ 調査方法・調査時期・回収結果 

 

（１) 調査方法 

郵送調査 

 

（２）調査時期 

   平成27年12月4日（金）から平成27年12月22日（火） 

 

(３) 回答結果 

   1,255回答 （回収率 41.8％） 

 

 

Ⅱ 単純集計結果概要 
 

〔問１〕 性   別    

 

 男 性  599人   

  女 性  638人 

  未記入   18人 

 合 計 1,255人 

 

 

 

〔問２〕 年 齢 別 

                              単位：人 

 男性 女性 未記入 合計 

18～29歳 33 62  95 

30～39歳 58 74 132 

40～49歳 68 96 164 

50～59歳 100 107 207 

60～69歳 143 158 301 

70歳以上 197 141 338 

合  計 599 638 18 1255 

 

 性別・年代別でみると、｢男性 70歳以上｣が最も多い（15.7％）。次いで 

｢女性 60～69歳｣（12.5％）、｢男性 60～69歳｣（11.3％）となっている。 

 

 

男性, 
599人( 48%)女性,

638人(51%)

未回答,
18人( 1%)
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〔問３〕職 業 別 

 

      

  

      

  

  

             

          

            

  

           

     

             

              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職業別にみると｢会社員 363人｣（29％）、次に｢無職 333人｣（27％）、｢

家事従事 157人｣（13％）となっている。 

 

〔問４〕地 区 別 

 

 

 

 

 

 

職    業 人 数 比 率 

会 社 員 363人 29％ 

公 務 員 55人 4％ 

農 林 、 水 産 業 、 林 業 64人 5％ 

自 営 業 90人 7％ 

家 事 従 事 157人 13％ 

無 職 333人 27％ 

学 生 27人 2％ 

そ の 他 151人 12％ 

未 記 入 15人 1％ 

合 計 1255人 100％ 

島 田 地 区 933人 

金 谷 地 区 253人 

川 根 地 区 61人 

未  記  入 8人 

合 計    1255人 

会社員

363人(29%)

公務員

55人(4%)

農業、水産業、林業

64人(5%)自営業

90人(7%)

家事従事

157人(13%)

無職

333人(27%)

学生

27人(2%)
その他

15人(12%) 未回答

15人(1%)
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Ⅲ 回答者属性別分析結果 (重複回答不可) 
 

〔問５〕田代の郷にスポーツ施設が必要とかんがえますか。 

 

   １．スポーツ施設整備が必要と考える    （329人） 

２．スポーツ施設以外の整備が必要と考える（425人） 

３．施設整備は必要でないと考える    （485人） 

４．未記入                        ( 16人) 

      合 計               （1255人） 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 男女比率 男 性 女 性 未回答 合 計 

スポーツ施設が必要と考える 189 137 3 329 

スポーツ施設以外の整備が必要と考える 195 228 2 425 

スポーツ施設は必要でないと考える 213 268 4 485 

未回答 2 5 9 16 

合計 599 638 18 1255 

 

スポーツ施設が必要と回答した329人中（男189人、女137人）、スポーツ以

外の整備と回答した425人中（男195人、女228人）、スポーツ施設は必要でな

いと回答した485人中（男213人、女268人）であった。 

 

スポーツ施設が必要と考える 329
人(26%)

スポーツ施設以外の整備が必要と考える

425人(34%)

スポーツ施設は必要でないと考え

る

485人(39%)

未回答

16人(1%)
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〔問６〕必要とするスポーツ施設をお聞きします。(３つ以内で複数回答可) 

スポーツ施設で整備してほしい施設（329人回答 26％） 

                          単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 男女比率 男 性 女 性 未回答 合 計 

アーチェリー施設 18 6 0 24 

アスレチック広場 60 70 2 132 

グラウンド･ゴルフ場 71 61 1 133 

ゲートボール場 10 9 0 19 

サッカー場 58 25 2 85 

ソフトボール場 17 7 1 25 

テニスコート 49 31 1 81 

投てき競技場（やり投げ、砲丸投げ） 1 3 0 4 

フットサル場 28 17 0 45 

野球場 23 9 0 32 

陸上競技場 53 28 1 82 

ローラースケート広場 11 15 1 27 

その他 22 17 0 39 

合計 421 298 9 728 

 

この回答で男性の望むスポーツ施設の上位は、｢グラウンドゴルフ場71、

アスレチック広場60、サッカー場58｣に対し、女性の上位は、｢アスレチック広

場70、グラウンドゴルフ場61、テニスコート31｣であった。 
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〔問７〕スポーツ施設以外で整備が必要と考える施設をお聞きします。(３つ

以内で複数回答可) 

スポーツ施設以外の整備をしてほしい（425人 34％） 

                              単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 男女比率 男 性 女 性 未回答 合 計 

トリムコース 15 19 0 34 

多目的広場 117 115 2 234 

児童公園 65 104 1 170 

野外コンサート広場 28 49 0 77 

ドッグラン 22 27 1 50 

キャンプ場 47 63 0 110 

芝生広場 71 69 0 140 

その他 33 38 0 71 

合計 398 484 4 886 

 

この回答で男性の望むスポーツ施設以の施設の上位は、｢多目的広場117、 

 芝生広場71、児童公園65｣に対し、女性の上位は、｢多目的広場115、児童公 

園104、芝生広場69｣であった 
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〔問８〕スポーツ施設は必要でないと考える理由をお聞きします。(その他回

答重複含む) 

施設は必要では無いと考える（485人 39％） 

                             単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 男女比率 男 性 女 性 未回答 合 計 

既存の施設で足りているから 71 74 2 147 

建設費が掛かるから 34 41 0 75 

管理費が掛かるから 28 23 0 51 

利用者が特定されてしまうから 40 74 1 115 

競技スポーツに興味がないから 10 25 0 35 

その他（複数回答含） 36 37 1 74 

合計 219 274 4 497 

 

この回答で｢既存の施設で足りている｣の意見は、男性71、女性74と最も多 

 く、次いで｢利用者が特定される｣の意見は、男性40、女性74と女性の意見が

上回った。その他では、複数の項目に該当と応えた意見も多く見られた。 

 

147

75

51

115

35

74

0

20

40

60

80

100

120

140

160



 
 

8 
 

〔問９〕田代の郷が整備された場合、あなたはその施設を利用するか。 

(利用する 551人 ､ 利用しない 654人) 

                   （利用する回答の分類）単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 男女比率 男 性 女 性 未回答 合 計 

利用する 295 251 5 551 

利用しない 285 365 4 654 

未回答 0 0 50 50 

合計 580 616 59 1255 

 

利用すると回答した551人の内訳 男 性 女 性 未回答 合 計 

年１回 1 1 0 2 

年数回 5 6 0 11 

月０．５回 1 1 0 2 

月１回 126 131 3 260 

月２回 71 38 0 109 

月３回 12 4 0 16 

月２～３回 2 0 0 2 

月４回 6 5 0 11 

月５回 3 1 0 4 

月１０回 1 0 0 1 

週１回 36 25 0 61 

週１～２回 1 0 0 1 

週２回 7 6 0 13 

その他 21 30 2 53 

週３回 2 3 0 5 

合計 295 251 5 551 

アンケート結果のとおり、男女とも同じ傾向の意見がされた。この回答の趣

旨は、自分の望む施設の整備がされた場合を想定して回答したとの記述が多数

あった。 
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〔問10〕あなたが施設を利用する場合の交通手段を選択してください。   

 

（利用するに記入された方の内容） 単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１０ 男女比率 男 性 女 性 未回答 合 計 

自家用自動車 477 449 13 939 

タクシー 7 6 0 13 

コミュニティバス 56 108 4 168 

バイク 2 0 0 2 

自転車 13 6 0 19 

その他 16 15 0 31 

未回答 0 0 83 83 

合計 571 584 100 1255 

 

田代の整備地へは、多くの市民が自家用者での利用を想定しており、駐 

車場の整備は必要であると思われる。また、コミュニィバスの増便等の施 

策が必要との意見も多数寄せられた。 
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〔問11〕田代の郷の整備や管理運営についてどのように進めていくべきだと

お考えですか。 

 

                              単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

問１１ 男女比率 男 性 女 性 未回答 合 計 

市が整備、民間に管理運営を委託 233 185 4 422 

市が整備、市が管理運営 127 124 5 256 

民間が整備、民間が管理運営 131 106 4 241 

わからない 63 171 4 238 

その他 23 16 0 39 

未回答 0 0 59 59 

合計 577 602 76 1255 

 

アンケート結果の｢市が整備し民間が運営｣男性233、女性185、｢市が整備

と運営｣男性127、女性124、｢民間が整備運営｣男性131、女性106であった。 
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Ⅳ 自由記述分析結果 
 

１ ｢その他｣への記載状況 

 

（１）問６の設問と回答選択枝は下記のとおり。選択肢にない回答は自由記述

とした。 

必要と考えるスポーツ施設をお聞きします。（次の中から３つ以内でお選びください） 

1．アーチェリー施設  2．アスレチック広場  3．グラウンドゴルフ場 

 4．ゲートボール場   5．サッカー場   6．ソフトボール場 7．テニスコート 

 8．投てき競技場（やり投げ、砲丸投げ）  9．フットサル場   10．野球場   

 11．陸上競技場  12．ローラースケート場  13．その他（         ） 

 

｢その他｣に回答があったのは39件（11.8％）、一番多かったのが屋内運動場

(９)、次に温水プール(5)、トレーニング施設（4）、スケート場（4）であっ

た。 

 

（２） 問７の設問と回答選択枝は下記のとおり。選択肢にない回答は自由記

述とした。 

スポーツ施設以外で整備が必要と考える施設があれば選択してください。 

（次の中から３つ以内で選んでください） 

1．トリムコース  2．多目的広場  3．児童公園 4．野外コンサート広場 

5．ドックラン  6．キャンプ場   7．芝生広場  8．その他（        ） 

 

｢その他｣に回答あったのは70件（16.5％）。 一番多かったのが高齢者施設(

19)、公園(10)、 遊歩道(5)、 宿泊施設(3)であった。 

 

 

（３）問８の設問と回答選択枝は下記のとおり。選択肢にない回答は自由記述

とした。 

 スポーツ施設は必要でないと考える理由をお聞きします。（ひとつ、○をつけてください） 

1．既存の施設で足りているから  2．建設費が掛かるから 3．管理費が掛かるから

 4．利用者が特定されてしまうから 5．競技スポーツに興味がないから  

6．その他（           ） 

 

｢その他｣に回答があったのは71件（14.6％）、一番多かったのは立地条件が

悪く集客が見込めない(25)、 費用対効果・優先順位(12)、 自然保護・猛禽類

優先(7)と続く。 
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２ 田代の郷の土地利用について、ご意見やご感想への自由意見記載状況 

  

（４）問12 その他、田代の郷の土地利用について、ご意見やご感想がありま 

したら、ご自由に儀記入ください。 

 

回答総数1255件、その他の意見記入535件（42.6％）の記入がありました。 

 

① スポーツ施設が必要と考える方の自由意見の主な内容は以下のとおりで
ある。 

・伊太和里の湯が有効に活用されることを要望            

・交通手段が問題（案内看板、狭小道、急峻な坂道）         

・テニスコートの設置を望む                    

・コミバスの増設                            

 

② スポーツ施設以外の整備が必要と考える方の自由意見の主な内容は以下
のとおりである。 

・税金の無駄を省き市民が喜ぶもの、慎重な議論が必要        

・掛川や藤枝のような多目的使用の公園が欲しい           

・温泉と相乗効果を得られるようにする〔温泉、食堂、の利用促進〕  

・道路整備が必要                                   

 

③ スポーツ施設の整備は必要でないと考える方の自由意見の主な内容は以

下のとおりである 

・無駄な税金は使わない                      

・優先順位は、市民病院等がある財政面から、優先事業を考慮すべき  

・交通事情が悪く、集客に影響を及ぼす。             

・自然保護を優先、木や草花を植えて自然公園   

 

 

Ⅴ アンケートによる市民の意識 

 

  田代の郷の整備についてアンケート調査を実施し整備手法を伺ったところ

｢スポーツ施設整備が必要｣（26％）、｢スポーツ施設以外の整備が必要｣（34

％）、｢施設整備の必要がない｣（39％）であった。また、自由記入欄に1,25

5人中、535人（42.6％）もの多くの方が意見を記入していただいた。 

  その結果、｢温泉との相乗効果｣、｢市内の優先順位｣、｢有効な税金の予算

化｣などの意見があった。 



Ⅴ　記述式設問の回答一覧

１．【スポーツ施設が必要】と考える人のご意見

18歳～29歳
【男性のご意見】
遊園地とか大人用のアスレチック（ハードなやつ）作って！

移動手段の整備も併せて進めて頂きたいです。（駐車場・バス等）

もっと気軽に野球やサッカー、陸上練習などが出来る場所が欲しいです。現在では緑地公園やリバティー、島
田球場などの運動施設がありますが、もっと自然に囲まれて、車通りの少ない場所で運動がしたいと思いまし
た。

慎重に今ある自然に手をつけず、環境を第一に考え、スポーツ施設との折り合いをつけてほしいと考えます。

スポーツ施設ができたら嬉しいけど、他に優先するべきことがあるなら無理してつくることはない。

【女性のご意見】

施設を作るのであれば、しっかりとした多くの人が使えるものを作ってもらいたい。中途半端な大きさの施設を
作るくらいなら、作らない方がいいと思う。子どもからお年寄りまで、温泉と一緒に使える施設を目指してもらい
たい。

市民会館を作って下さい。

使用用途をしぼった方が、有効に使えるのではと思います。少し街中から外れるので、バスがあったとしてもご
高齢の方の利用は難しいのではと思います。少年サッカー、少年野球等、定期的に使える場になると良いで
すね。

子供たちが遊んだりスポーツできる場をもっと増やしてほしい！

財政的に大変かもしれませんが、せっかくの温泉施設と併用されるスポーツ広場やコテージがあれば、たくさ
んの方に利用してもらえると思います。市政の方向、特色を決めて、島田市の自慢になる取り組みをして欲し
いと思います。

県内にない、又は、少ない施設でなければ、現地まではなかなか足をのばさないと思う。行くまでが大変なの
で、田代の郷にしかないものを。

30歳～39歳
【男性のご意見】
早期対応をお願いします。

大河原建設以外に発注して下さい。護岸工事、知橋の工事、東町の道路工事、いっこうに終わらない。やりち
らかしているとしか思えない。税金のむだ。ひとつずつ終わらせるよう指導して下さい。

既存の施設と重複する物を造っても無駄！市民全員が使用し喜ぶ施設という物は存在しないので「田代の郷
に行けばやれる」という様なちょっと特殊な施設を造って利用価値を上げる方が良い。自転車のロードトラック
なら近隣の市町村にもないので利用する人がいるのではないか。整備にあたっては、何を作るにしても市が造
ると中途半端に造りたいがい使いづらい施設になる（ローズアリーナがいい例！！）ので、ちゃんとプロの人の
アドバイスや指導を取り入れて、初心者～上級者まで幅広く使いやすい施設をちゃんと民間の会社が作る方
がいいのではないか。

スポーツ施設の充実は賛成ですが、この地に必要なのかには疑問が残ります。アクセスの問題や、合宿にお
ける宿泊施設との位置関係なども考慮する必要があると思います。また動植物の生息調査をしない事には何
もはじまらないと思いますし、陸上競技場をもし作るのであれば、観客席や照明設備の有無、ロッカールーム
の設置などをどのようにするつもりなのかが気になります。山間という静かな環境を活かした、他とは少し違った
プラスな点を、ぜひ活かした施設作りをして欲しいです。

【女性のご意見】
伊太和里の湯には時々行きます。近場に気軽に体を動かせるものがあれば合わせて利用できるかと思いま
す。子供向けには中央公園などがあるので、大人が気軽に楽しめるものなら利用したいと思います。

静岡にはスケートリンクが少ないため、冬のスポーツを楽しみたい。地域に、施設が欲しいです。
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ハイキングコースと温泉施設とを融合すれば、一つの観光・レジャー環境が整うと思う。

田代の郷がどこにあるのか知らなかったです。でも、資料を見て、高齢化社会が進む中、お年寄りの居場所を
増やしていったらいいんじゃないかな？と思いました。孤独死など悲しいニュースが少しでも減って欲しいで
す。あと、育児面でも、お母さん達が気軽に立ち寄れるアスレチック広場もいいと思いました。（トイレ、授乳室ｅ
ｔｃ）

・交通の便は良いので有効利用するべき・市外、県外からも集客できる施設を作ってほしい。

中央公園は自然豊かだったのに、ミニＳＬができて残念です。自然を主とした施設が出来ることを期待してい
ます。

森林管理、里山整備、交通アクセスをよくする。

野球サッカーは大井川の河川敷、体育館で出来るスポーツはローズアリーナがあるのでそれ以外のスポーツ
で面白そうな施設があるといいかなと思いました。スケボー、ローラースケート（夏）、アイスリンク（冬だけと
か）、流れるプール（夏）、一般の人が遊びで出来るもの。西は浜松から、東は清水くらいの人達が遊びに来れ
て、1日遊べるもの。私が子供の頃は、ヤングランド狐ヶ崎があったが、今の子はスケートあまりやった事ないと
思う。あとは、ふくろうとかハリネズミとかムササビとかペットにできそうな動物のいるカフェを併設すれば、それ
目的で大人も若い子も来る。大人だったら、帰りは温泉に寄っていけるから（ファミリーも）２つの施設が潤う。あ
とは、おみやげ売り場で地場産のものやご当地ソフトクリームとかやれば、名物的なものがあれば他県からも来
るし、外国人も来る。ちなみに、外国人観光客は、動物目的に結構秘境というか変なところまでおしかける。野
生の猿とかと触れ合えるところとかに結構来る。そういう施設を作って、観光ツアーに組み込むのも手。静岡空
港からの観光客を取り込む。

40歳～49歳
【男性のご意見】
陸上競技場が出来れば、多くの実業団チームや学生達の合宿に利用してもらい、それが島田市の知名度
アップや市の利益につながると期待している。

島田市には整備された陸上競技場もなく、又大井川河川敷の競技場は風が強く満足の記録も出すことが出
来ないと他市の競技場を借りる小中学校も有ると聞く。田代に整備さした競技場が完備すれば、市内の高
中、小学校、一般市民は元より他市よりの大学・企業もリバティーのマラソンコースを併用して合宿に多く来る
のでは又島田市の名も上のでは。

田代の郷の既存資産と組み合わせて活用する計画を望みます。

伊太和里の湯が有効に活用される様にお願いします。

自然を利用しながら、その土地でしか出来ないような施設をお願いします。全国から注目される様なPRができ
ればベスト。

田代の郷が必要な施設だって思える施設になったらいいですね。

陸上競技場は、大井川河川敷の競技場で十分です。もし、陸上競技場を作るならば、クロスカントリー周回
コースのように、他に無いジャンルの場所にして頂きたいです。

いい温泉施設があるので、それをうまく活用し、楽しめる場所に有効活用して地域、または市が活性化すれば
いいなと思います。

島田球場の老朽化が進んでいるので、新しい球場を作ってもらいたい。島田市で、強化・推進するスポーツを
決めて、それに伴う施設整備をしてもらいたい。

照明設備まで考えて、整備してください。（横井グランド東側に照明がない為、少し暗い。）後付けは、お金が
かかるので。

たとえば、スポーツ施設を建てる又は、スポーツ施設以外を建てるにしても、単体ものと考えるのではなく、連
動性がたりない事が島田市の施設には多いと考えます。リバティにしてもローズアリーナ、蓬莱橋、川会所な
ど、すばらしいものがたくさんあっても、その一つのものだけに頼らず、つなげたものにすべきと考えます。マラソ
ン大会に来てくれた人が、伊太和里に湯に来ながら宿泊できたり、リバティを合宿に使う学生や実業団のト
レーニングがしやすい場所（ローズアリーナは市民等が使い、合宿等を誘致できる施設を別にする）など、島
田市に人を呼び、お金を使ってくれる事を考えるのも一つの手ではないでしょうか？

【女性のご意見】
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伊太・相賀・神座（北中学区）には、子供が遊べる広い公園がないので、作ってもらいたい。掛川の”22世紀公
園たまりーな”のようにすれば、たくさん人が集まると思います。

税金をあまり使うことなく、利益の生まれる方法があれば、市でも民間でもどちらでもかまいません。土地を有効
利用していただけるようお願いします。スポーツ施設でもそうでなくてもどちらでも良いです。自然を生かした共
存できる施設を望んでいます。

どの市にも立派な陸上競技場がある中、この島田市だけがちゃんとした陸上競技場がありません。大会を見
に行っても、この中部地区が一番レベルが低いように感じます。しっかりとした陸上競技場が整備されれば、ど
の小・中・高校も利用できます。是非、陸上競技場の整備の方向でよろしくお願いします。

田代の郷温泉が良くないので、当土地利用価値が無い。田代の郷温泉を市民に利用し易い施設にすべき。
現在は積極的な策が無い。市民に対するイベントやサービス、健康増進策が全く見えない。市の施設全体が
楽しくない。民間に活用を。

スポーツ施設が整備され、十分な活用が見込まれるならば、併せて、「伊太和里の湯」の利用も必然的に増
加し、島田市の活性化につながると思います。

多くの方々が利用できる、利用してもらえるような施設をお願いします。

生活保護を受けている人も出入しやすいような取り決めをして欲しいです。島田駅周辺を改善してもらいたい
です。

・大会が出来る施設（人を呼べる）・スポーツ合宿（合宿誘致）に利用できる施設

週末など夜中でもお風呂に入れる日があれば、時間を気にせず通いやすい。

河川敷の陸上の施設はひどすぎます。オールウェザーの陸上競技場が欲しいです。サッカーも一緒にできる
ような施設だと、さらに良いと思います。

ここに行くとこれができるとか、美味しい何かがあるとか、何か目玉がないと、なかなか足が向かないかも知れ
ません。そういう意味では、テニスコートとか利用頻度の高いスポーツ施設でも良いかと思いますが・・・。

伊太和里の湯と周辺環のいやしにマッチした施設を作れば、多くの人が集まり、皆が元気になる。駅→市役
所→保健センター→山王→田代の郷、直行バスがあれば利用者が多くなる。

スポーツ施設と合わせて、市外からの利用者の為の、宿泊施設も合わせて必要だと思う。リバティを利用する
合宿で宿泊施設が必要ではないか？と思います。田代の郷温泉がすぐ近くにあるので、合宿所のような施設
があれば、誘致しやすいのではないでしょうか。

何を造るにしても、長い間、皆様に親しまれる施設にして下さい。市民に無駄と言われないよう、良い施設にし
て下さい。

50歳～59歳
【男性のご意見】

最近田代の郷もあまり話題にあがっていないと感じますので、この施設でまた盛り上がるといいと思います。
ローズアリーナも週末になると駐車場に入りきらない程の盛況です。同じ様な施設があれば、より沢山の人が
使えるのかなとは思いますが、同じものを作るのも問題かと思います。税金ですので、より多くの人が使え（専用
コートであったり広さがないと出来ないスポーツ等）より多くの人が集まることの出来る施設にして欲しいと思い
ます。期待しています。

今のままでも素晴らしい。あそこに打ちっぱなしが出来たら最高です。

子供が安心して集える場所。スポーツ後、温泉を利用してもらえるようにして欲しい。

以前、田代地区に住んでいて、泣く泣く立ち退いた人達がいた事を忘れずに。隣接の霊園で安らかに眠って
いる者をおこすような事のないように。

まだ私は定年を迎えていませんが、これから定年で仕事をリタイヤした時、何かスポーツをと言えばグランドゴ
ルフくらいが気軽にできるかなと思います。高齢化も進んでいますし、高齢者が気軽に利用できる施設は必要
だと思います。

幅広い年齢層で男女同様にスポーツに親しめる施設にすることが求められていると思います。又、市外から気
軽に来ていただき、温泉施設も併せて利用してもらえれば尚よいと思います。その意味でテニスコートは最適
なスポーツ施設と考えられます。

伊太地区の道が狭い。第二東名（北中側）登り下りがきつい。事故あるかもよ！！
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島田市全般を考え、集客（活性化）する事を期待します！！

子供達、現地までは大人の運転で行かないといけないし、店はないので、おこずかいは使わず持参で行ける
し、欲しいものが我慢出来る子供になるかも・・・大人（高齢者）はゆっくり出来ることが癒しになりますので、ベン
チがあり、日陰や木陰のある様な、歩ける所。

スポーツ施設と温泉と図書館がすぐそばにあり、一括活用できれば利用価値が高まります。

温泉があるのでその関連施設が望ましい。

【女性のご意見】

利用者の人数を多数見込むことができるには、本数の少ないコミュニティバスの利用者より、自家用車で行く
ことがしやすい年代の利用を考えた方がいいと思います。しかし、公式グランドゴルフ場を整備したとしたら、
温泉との組み合わせ観光の核になるとも考えられます。この場所に限りませんが、人口増、税収入増、産業復
興を考えるとメガソーラーの電力を利用し、野菜工場（環境変化、汚染に左右されない）建設を進め、集約し
た大企業規模の農業団体・企業化製作を考えたらどうかと思います。

テニスコートは少ないと思うので作って頂きたい。しかし、その他お金のかかること（むだな施設、赤字施設）
は、一斉やめてほしい。（テニスコートは現在予約抽選でないと取れず、需要は充分に有ると考える。）

天候に左右されない建物が良いのでは？災害時にも利用出来るし、雨が降っても中止する事なく利用できま
す。

途中まで設備（整備）されているのに、そのままでは無意味なことです。最初に決めた通り、実行すべきです。
（市長が変わった為に中断していると聞いていますが、市の予算を変更することが安易にできるのか疑問に思
います。）

田代の湯さえも遠い所だという感じで、行きたいなぁーとは思わない。せっかく、温泉施設があるのだから、そ
れを上手に利用する方法があればいいのだけれど、同じ島田市民だが、正直言うと、あまり関心がない。子供
たちがあまり遠出していかなくても良いようにグランドがあればいいのかな？

自然豊かな場所ですので、こわさぬ程度で利用して欲しいと願ってます。具体的に書けず、すみません。

手ぶらで行っても大丈夫な様に施設だけでなく備品も充実したものにして欲しいです。

島田市には全国から人が集まるリバティーマラソンコースがありますが、競技場はありません。スポーツ競技場
があれば、更に人が集まり、大会など開かれれば、経済効果も高まり、近隣の観光地にも足を運ぶと思いま
す。シャトルバスの運行、駐車場などしっかり完備する必要性が大事です。

60歳～69歳
【男性のご意見】
温泉とスポーツ施設と併ね備え老若男女が何時でも利用出来しかも市民を問わず県内外から求められる観
光施設ににぎわえば最高でしょうし。経済効果につなげていきたいですね。

子供から年寄りまでが利用できる施設を希望します。

田代の郷と相賀を結ぶトンネル設置すれば、交通事故の時、渋滞が緩和されると思う。

スポーツ施設と伊太和里の湯との共有のチケットを発行してもらいたい。

すべてをテニスコートとは思っていない。オムニコート４面程度。残りは他のスポーツに利用したい。コミュニ
ティバスの本数が多ければ、ハイキング・ウォーキングにも利用したい。

老若男女が交通手段に困る事なく交流できる場所であってほしい！

面積を拡大し①駐車場の確保②トイレ・休憩場の確保③子供の遊び場等を併設させ、人が集まり易い環境を
整えることが大事と思います。

島田市総合スポーツセンターが近くにあるので、それ以外の施設を造った方が良い。田代の郷への道路（自
転車道など）を安全に通行できるように整備して欲しい。（道を広くして、自転車道や歩道を造る。）

交通のアクセスが悪い。BPから出入口に民家の狭い所を通るので、また利用者への案内や通る道が分かり
ずらい。向谷の方に看板、交通案内をところどころ設置して欲しい。道幅が狭いので危ない。田代へ行きにく
い。

現在の島田の公園は、金谷のものより行きやすいので、今回も少し遠くても行きたくなるもの（行きやすいもの）
を作ってください。
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「田代の郷」のみで運営を考えるのではなく、「ハイキングコース」「伊太和里の湯」等周辺施設を含めて総合
的に考えるべきと思います。又、もっと人を集めるために「簡易宿泊施設」「花と緑の自然散策コース」等も整
備すると良いと思います。

【女性のご意見】

温泉があるので、子供たちの遊べる遊具やアスレチック。グランドゴルフの道具も安く貸して下されば、1日
ゆったり食事もしながら過ごせるのではないかと思います。車に乗れない方も、コミバスを乗り継いで行けれ
ば、温泉、食事、グラウンドゴルフを一日楽しめそうです。

例えばグランドゴルフでも、道具が置いてあり、一緒にやれるとか子供たちと一緒にできるもの。

市民会館がなくなるので、コンサート広場が欲しい。

整備が必要だと思いますが・・・わからない。

折角、多額の税金を投じて作った施設なのに、そのまま放置しておくのはもったいない事です。スポーツであ
れ、何であれ、みんなが集える場所が、島田市は少ないと思います。早く造って下さい。

有意義な土地利用を提案して下さい。

交通手段をもっと増やして欲しい。

70歳以上
【男性のご意見】
私は風呂が好きなので月２～３回行きます。もう少し熱い風呂が好きである。

島田市の陸上競技のレベルアップを！！

田代の郷温泉を併用したい。島田市にも客の呼べるサッカー場があってもいいと思います。

運動総合施設、コミュニティバスの増設。

伊太和里の湯を利用されるスポーツ施設。年間を通して活用が考えられるスポーツ。参加する人員の多いス
ポーツ。

金谷からでは遠すぎる。

温泉施設とスポーツ施設が有機的、一体的に利用できるように。

田代の郷の土地利用、特にスポーツ施設については、島田市全体の中での類似施設との関連、位置づけが
必要である。田代の郷を中心に土地利用を検討するにしても、全市の中での土地利用と製合性をとる事が必
要。田代の地域活性化ということを重視するなら、また別の視点から地元の住民の声をも参考にした計画作り
が必要だと思います。

※リバティとタイアップして施設・大学のマラソンコースなど設備したらどうか？※島田市・藤枝市・焼津市でス
ポーツイベントを考えたら良いアイディアがでると思うが？※田代の郷に地震対策の食料備蓄の施設を建設
して欲しい。

島田市は、スポーツ施設等大変土地利用に適し利用されている。また風光景視の自然も素晴らしい。環境に
適当する英気と適応力を増やす場所づくりとして、田代の湯造成地周辺を含めて各種の桜木を主とした集会
公園的な四季を楽しめる場づくりは如何でしょうか？

野外コンサート広場

・現在ある大井川の河原の陸上競技場は永久に使用可能な施設だとは考えられませんから、新設することを
考えるべきです。・私はすでに高齢で、昔のように自身がスポーツをやる事はできませんが、元気よくやってい
る皆さんを観戦することも、気分が大いにはずんでスポーツをやるのと同じ効果があると思っています。これも
スポーツ参加の一つです。

テニスコートは市内に３ヶ所あるが、バラの丘以外の島田学園のコートは土であり、川口は遠すぎて利用者が
ほとんどない状態で、テニス人口が増加しているが、４面しかないため不便している。また、市の状能力として
４面では、小さな大会しかできず、県連より、島田で強化練習や大会を要請されても行えない状態にある。田
代の郷ならば、県大会も可能になり、他都市の大学・高校・団体の合宿練習も可能になり、有効利用が期待で
き、風の影響も少なくテニスに適している。他のスポーツ施設は大井川周辺にあり、十分であると考える。運動
後に伊太和里の湯を利用する人も数多くなると思える。県大会や団体の強化練習等も考える。最小でも十面
は必要であるが、十分の面積を有していると考える。

17



お天気の良い日、家族連れにてお弁当持参でゆっくりくつろぐ場として利用したい。

・樹木公園とし、敷地内の周辺をウォーキングコースとする。特に季節感が感じられるよう、植樹に配慮し、新
緑、さくら、つつじ、ふじ、紅葉など、季節を楽しめる植樹としたい。・現在同地には、温泉施設、老人保養施設
があるが、高齢者の小規模なグランドゴルフ場、子供用にアスレチック広場など、たくさんの市民が集える場
所にしたい。・施設作成後の管理費用がなるべく少なくなるよう工夫する。

・利用者を増やす六法の検討を！・第一に容易に現地へいける方法を考える。・道路形状及び景観を検討
すべきでは？・コミュニティバスの運賃及び運行経路を見直さなければ。四月より値げと、寄り道が多く時間の
ロス。直行便位の考えで運行したら、運賃が高くても価値があるのでは？・田代の急坂を解決する方法として
「坂下地域」に広場を設けて（売店等も）そこからのシャトルバス利用による行き来は？（自転車・徒歩での対
応を）

市営住宅、福祉の関係の建物、芝生広場（リクリエーション等もできる）

【女性のご意見】
緑の多い山にかこまれ空気のきれいな所だと思うから大人・子供・老人、皆が利用できる建物ができると良い
と思う。

子供から大人（老人を含めて）利用出来る施設を考えて欲しい。６５歳以上の高齢者は増える一方なので、軽
い運動、食生活が与えられる方向で、よろしくお願いします。

田代霊園ですが個人的のお墓になっていますが、これからの時代、共同の霊園が欲しい人が多くなると思い
ますので、その点考えてほしいです。

スポーツ施設等出来ましたら温泉の利用者には特別割引等を出来る様に優遇して頂ける様にお願いしたいと
思います。

・施設の建築、整備等は市内の会社に任せるべき。市内に経済的効果が入るように。県外の業者に利益が流
れないように。・施設の利用に市民のみでなく広々市外・県外からも人を集める事を考えて欲しい。島田の活
性に現在よりもっともっと力を入れるべき。島田は沈滞している。

私は８０代です。市でいろいろ高齢者の事を考えて下さる事に感謝して居りますが、高齢者が少し甘えすぎて
いる様に思います。例 田代の温泉の近くで老人会の会合が多くあります。近頃は市のバスが出る様ですネ。
金谷居住者としては金谷で行ったらどうでしょうか？田代地区に施設が出来れば金谷地区はますます静かに
なりますネ。

高齢者のため孫の応援等に行けたら良いかナと思います。

コミュニティバスの本数が少ない様に思います。行きたい時に（というかある人数希望者がある時に近くまで来
てもらい、各々拾って下さるとか）そういうシステムがあるといいなぁと思います。

早い時期に整備して欲しい。

ひ孫がサッカーをやっています。（藤枝のチームに所属）藤枝の施設を使って大会が行われます。今年を見て
もわかるように、施設が充実していると結果がついてくるのではないでしょうか。サッカーでなくても良いですが、
島田をアピールするスポーツ等があるといいですね。期待しています。

高齢なので体を動かす自転車こぎ、ぶら下がりきの様なもの。お湯が出たり、お茶が出たりとあったと思う。トイ
レは洋式もいいけど、和式の方が運動になりそうなのでそういう施設があったら。自家用車かバスに乗って友達
誘って行ってみたいです。

「老令者でも参加したい」という希望あり。下記があれば参加できる。グラウンドゴルフ場。野外コンサート広
場。

【性別未回答の方のご意見】
人を呼び寄せ楽しめる施設であって欲しい。伊太より進入道路を整備して欲しい。

この計画はとてもスポーツ（特に高齢者の為に）良い事と思います。実現させてください。

２．【スポーツ施設以外の施設が必要】と考える人のご意見
18歳～29歳
【男性のご意見】
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お金をあまりかけないような・・・ハイキングコースがあり、ワシタカの生息地でもあるという利点を生かし、自然
を体感し、楽しめる場所にして欲しい。その他野鳥の観察ができる施設。天文台。

【女性のご意見】
初めて行った時に、わかりにくい場所にあるなと思った。現在他県に住んでいますが、帰省したら行ってみたい
です。美味しい料理は人を寄せますので、楽しみです。

運動施設を作って、利用する人は中学生や学生が多いと思います。コミュニティーバスが２時間に１回で、どの
ようにして全学生が行くんですか？学生は車を持っていません。利用者が限られます。島田の自然を活かせる
ものを作って欲しいです。無駄な税金を使わずに、駅前・本通りをもっと活性化したらどうでしょうか？田代には
何もなくていいと思う。

ウォーキングでも行けるように行くまでの道を整備して欲しいです。外灯もあるとうれしいです。

土地の整備した場合、公共交通手段をもっと充実させるべきだと思う。

アクセスが不便な場所にどんなに良い物を作っても高稼働率は望めない。むしろターゲットをしぼって趣味・
嗜好的な面から施設の内容を考えたらいかがでしょうか。

「より多くの市民が利用できる施設」というのもなかなか難しいですね。個人的な意見で申し訳ないですが、子
どもがおもいっきり遊べて、駐車場が十分にある公園があったらいいな・・・と思います。また、その一部をフリー
マーケットなどのイベント会場として市民に貸し出すというのもいいと思います。それによってまたいろいろな人
が訪れる場になりそうな気がします。また、近年農薬の使用などにより、ミツバチの数が減っていて、生態系に
まで影響が及んでいるという話を聞きます。そこで、施設に植える樹木を蜜源となるようなものにするというのは
どうでしょうか。また、ワシタカなど自然環境への影響について飼料に書かれていましたが、ワシタカ類保護対
策委員会の意見を十分に聞いていただいて、影響が懸念されるようでしたら施設は作らない方がよいと思いま
す。

皆が利用しやすく観光地になる場所を作ってほしい。税金を有効に使って欲しい。伊太和里の湯を含む大リ
ラクゼーション施設希望。スポーツをしない人も楽しめるような場所にして欲しい。スポーツ施設はローズア
リーナがあるし、スポーツ施設ばかりではスポーツしない人は利用しないのでムダな気がする。皆の税金を
使っているなら、皆が使う用途のある施設希望です。

野外コンサート広場にアーティストを招き、○万人が入れるコンサート会場が出来たら静岡県民は遠出をする
ことがなくなると思うので、行き来が容易に出来て便利だと思います。　コンサート広場ができたら、田代の郷
に、より一層多くのお客が来ると思います。

問９（整備された施設を利用するかどうか）に関しては、整備後どのようになっているかで利用頻度は変わって
くると思います。今は小さい子供が２人いるので、スポーツ施設よりも遊び場があると良いなと思いましたが、ア
スレチック広場も良いなと思いました。

今、島田市の市債はけっこうあるんじゃないかと思い、何もつくらない方がよいと思いました。でも、もしも作るな
ら、キャンプ場かなぁと。自然で遊ぶことの少ない子供達が増えいてる今、自然に還れるような場所があれば
いいなぁと思いました。ローズアリーナもできたようなので、スポーツ場よりは、自然から学ぶ事のできる場所が
もっと増えたらいいなと思います。自分が自然の植物や動物、虫たちと触れ合い育ったように、自然が失われ
ている今、自然と触れ合える場所があればいいなと思います。自分が、植物に関わる仕事をしているので、植
物の名前や性質を知ることが、視野が広がるという事（スマートフォンばかり見てちゃダメなのです。）生活が豊
かになるという事を、子供たちにもっと知って欲しいです。失礼がありましたら申し訳ありません。ありがとうござ
いました。

10年後、20年後を見越した整備をすべきと考えます。今も使えて、将来も使えるような施設を期待しています。
建物や設備は必ず古くなっていきます。古くなったものを再整備する時の事も視野に入れて、再検討してもら
えると市民の利用率も向上していくのではないでしょうか。

山奥？にあるので、行く機会はあまりないと思う。新しい公園が島田市は少ないと感じるので、家族で出掛ける
事ができる場所があれば嬉しい。

まだ利用した事がなく、行ってみたい気持ちはあるが、なかなか行く機会がない。家族で行けたり、若い人でも
楽しめるような物が欲しい。

個人的な意見ですが、子供がいるため、公園などがもっとたくさん出来てくれたらいいなと思います。また、室
内でも子供が体を動かしたり、遊べたりする施設があったらいいなと思います。

掛川や浜松には遊具が大きく数もたくさんあり、室内休憩もできるような設備が整った公園があるが、島田には
あまりないので欲しい。
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30歳～39歳
【男性のご意見】
猛禽類の生息地という事なので、自然に配慮した必要最低限の範囲で整備する必要が有ると思う。また、一
旦整備するとなったら、最後まで責任持って市が管理運営する必要が有ると考えます。

開放された農業整備など

・子育て世代を取り込むようなものにして欲しい。・建設が間に合えばの話ですが、オリンピックの合宿地などに
立候補してもいいと思う。・子供たちが喜び、子供たちが誇りに思えるようなものが欲しい。次の世代のために
いいものが欲しい。

中断の理由が不明。方針があるなら進めるべき。問題ならば白紙にすべき。一度進めた事は最後までやるべ
きと思う。中断、変更、中止の時は責任の所在を明確に。

・田代の郷で何ができるのか、ホームページを見てもよく分かりません。・温泉以外、何があるか、アピールが
足りない。

初倉地区から、田代の郷は当然、島田駅方面に行く回数が少なくなりました。（初倉もいろいろできてきた。家
が吉田ＩＣ近くのため）スポーツ施設は中央公園があるので、初倉は田代の郷の商圏ではないと思います。初
倉から２０～３０分かかるので、少し楽しめるかんたんなテーマパークを期待しています。

立地環境はいいが、徒歩や自転車では距離や登り坂のキツさなどで、アクセスがしづらいと思います。特に高
齢者の方も利用できる施設となると、その実現は難しいかなと思います。となると、やはりスポーツ施設の方が
いいのかな・・・？

【女性のご意見】

現在、埋め立ててそのままということなので、公園など芝生広場があれば、伊太和里の湯を利用した方、公園
から湯へと利用がつながるかな？と思いました。又、子供を遊ばせる所が少ないので、月に１～２回利用できる
かな？と思いました。しかし場所が奥なので、どうかな？とも思います。コンサート広場は、やはり猛禽類の生
息地ということで、人を集めるには良いと思いますが、静かな方がいいと思いました。フリーマーケットやオーガ
ニックマーケット、手作り作家さんや農産物を集めた展示、販売を月に１回第○土曜日等決まったことが開催
されていれば、皆、良い空気を吸いながら楽しめるかなと思います。

どうせ何かの施設をつくるのであれば、横の温泉施設も利用できるような環境（特にファミリー層が利用しやす
い等）にした方がいいと思う。マルシェや手作り市などに利用できると集客にもなると思う。場所が場所なので、
しっかり駐車場整備されているとありがたい。

子供たち、家族が楽しめる環境が良いと思います。自然を利用するのもいいし、季節に応じた花畑を作ったら
いいと思います。、ひたち海浜公園のような、ネモフィラ畑やコキヤ芝桜、サクラ、紅葉など田代の温泉と集客
があれば盛り上がっていくと思います。ドッグカフェやレストランなど、犬連れの人も楽しみたいです。

子供が遊べる公園や、親子で過ごせる施設など、子育てに優しい施設を作ってもらえたらうれしいです。

温泉に行くのも、今までに１回だけなので、今後、行く機会が増えるとは思えない。

田代の郷へのコミュニティバスがなくなってしまうとアクセスは自家用車に限られるかと思うので、温泉を利用
した複合施設を整備した方が、島田市内外の利用者を集客できると思う。市街地より離れた地域になるので、
温泉を利用したキャンプ場があれば日帰り客（DAYキャンプ）や、泊まりのキャンプ客も温泉を利用し、尚且
つ、車で来る為、バスがなくても問題ないと思う。キャンプ場では、様々なイベントも出来、朝市やピザ作り
etc・・・の体験型の活動も期待できる。冬期は、ドッグランを利用したい。（民間の竜洋海洋公園オートキャン
プ場や、市営の静岡市清水森林公園黒川キャンプ場は、予約が取れない程とても賑わっている。）NPO法人
かわね来風では三ツ星オートキャンプ場で冬期でも様々なワークショップや体験イベントを行っており、田代
でもそのような年齢問わず参加できる施設があれば嬉しいです。是非ご検討よろしくお願いします。

自然を生かした土地利用、生物との共生を考えての整備を希望します。

私自身、田代の郷に行ったことがないので、行ってみたいとは思うが、田代の郷にしかないもの、強みを作った
ほうがやはり良いかと思う。猛禽類が生息しているなら、それを大事にする森林公園などが必要かと。スポーツ
だと、しきいが高くなりがちなので、健康運動などができるものとかなら良いと思う。

先に、静岡空港周辺をどうにかすべきだと思う。もう少しお店（コストコの出店に立候補するetc）をすすめて欲
しい。正直、こんな山奥に何か施設があったとしても利用しにくい。藤枝・焼津へ行った方が・・と思ってしまう。
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隣接する伊太和里の湯にはどちらかというと主にお年寄りの方が利用されている印象を持っています。そのた
め、そういった世代の方々が昼間でも楽しく過ごせる施設をもっと広めたほうが良いのではないかと思いまし
た。（あるいはリハビリ等の施設）県内外からのスポーツ選手の利用を見込めば、陸上競技場も良いかと思いま
すが、個人的には既存の施設で足りているのではないかと考えています。

温泉に行くことがありますが、合宿で使用される方々がもっと使いやすい環境があってもいいと思います。ま
た、屋外施設を検討している様ですが、雨の日に子供が遊べる施設が欲しいです。市内にも施設はあります
が、雨の日には集中するため、遠慮する事が多いです。

・施設を利用したら温泉が割り引きになるとか、特典があるといいな。・駐車場は多めに、近くにあるといい。・
私は子供がいるため（４歳）親子３世代で楽しく過ごせる施設があるとありがたいです。祖父母だけでも子供を
連れて行けたり、食事がとれたり、スポーツしていても、子供に目が届く所に公園みたいなものがあってみた
り・・・安心できるものを作っていただきたいです。

良い温泉がすぐそばにあるので、３世代で遊びに行き、温泉にも寄れるような施設なら利用したいです。

地元の人しか来ないような施設では、結局、利用する人が固定されてしまう。他市町村から「わざわざ来たくな
るような施設」にこだわって作って欲しい。何を作るにしても、○○風とか、○○体験できる、と言ったものでは
なく、本場のものとか本格的や本物にこだわってやらないと、利用者は継続されない。

施設を使用した後、温泉に入れるようにすればいいが・・温泉に入って帰りたくなるような施設にすべき。

田代の郷の存在を知りませんでした。交通の便がかなり良くないと感じるので、とても目玉となる何かがない
と、行かないだろうと思います。スポーツ施設は、そんな山奥まで行かなくても・・・と思う人が多いのではない
でしょうか。児童公園も、何かここにしかない。みたいな目玉となる様ななにかがないと行かないと思います
が・・・。例えば、ハイキングコースも多いので、ダイエットプログラムの宿泊施設とか、女性にウケそうだと思い
ました。地元の食材を使った食事を提供して、1日スタジオやジム、ウォーキングなどの運動するプランを１日
～３日とかスケジュールを立てて提案する施設はどうかと考えました。

小さい子供や、小学生が遊べる公園が欲しい。例えば、掛川のたまりーな（２２世紀の丘公園）のような、遊具
のある公園が欲しい。交通の便があまり良くないので、大会などする施設を使っても不便だと思う。

40歳～49歳
【男性のご意見】
地元以外の利用者がどれだけいるか疑問に思う。

子供たちが気軽に遊べる公園が少なすぎると思います。小さくても良いので各地区に造って欲しいです。特に
初倉地区は少なく、親子や子供たちの集う場所がありません。田代の郷はアクセスが悪く、近隣の人々の利
用が多いと思います。皆が気軽に利用できる公園の整備の方が必要だと思います。

利用の見込めないスポーツ施設は作らない方が良いと思います。なぜなら環境破壊になり、ムダな税金がか
かるからでです。代わりに子供たちが利用できる公園、アスレチック場を作り、自然あふれる地域にして欲しい
です。合わせて、お年よりも安全に散歩できたり自然とふれあったりできる所になれば良いと思います。これ以
上の自然破壊はやめて下さい。

交通アクセス通路が狭い。

島田市は人が集まれるような施設がなさ過ぎると思います。小さな施設をちょこちょこつくるのではなく、人が集
まれるような大きな公園等が欲しいです。田代の郷の土地利用だけでなく、ローズアリーナのアスレチック等を
きれいに直して欲しいです。

矢倉山、千葉山を結ぶ登山道整備。車で行き来できるよう、駐車場整備に力を入れて欲しい。トイレの整備も
必要かと思います。

一部の市民だけが利用するだけの施設では土地利用の必要性は感じない。温泉との相互作用を考えた利用
を望む。

自然環境が最優先で！

伊太和里の湯と相乗効果となるような施設が良いのではないか。

不便な山の中に、中高生が使うようなスポーツ施設を整備すると、使う人も不便です。

自然豊かな子供達が安心して遊べる公園。掛川の22世紀の丘公園のようなイメージ。
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・現地は、スポーツ施設建設には狭すぎる。・伊太和里の湯は、今でも「天然温泉」でしたか・・・？外湯・内湯
ともにボイラーの湯になってしまったのでは・・・？・利用拡大を図るためには、やはり、１時間に１本はバスを整
備したい。

【女性のご意見】
スポーツ施設も良いと思うが、もっと社会福祉施設（老人ホーム）とかあったらいいのではないかとも思う。島田
市には、最近出来た横井のサッカー施設や、バラの丘等、色々なスポーツ施設が整っていると思う。

・ごみ処理場を見学しましたが、市民でもメガソーラーや処理場がとてもエコである事を知りませんでした。もっ
とPRをしっかりして集客努力したほうがいいと思います。（ふくろうの事など。）・市などが全てやってしまうと考え
方がせまかったりすると思うので、民間企業から多くの意見を聞いて、なるべく借金が少なくなるよう実現してく
ださい。

スポーツに特化すべきでないと思います。（既存の施設、リバティーやローズアリーナなど）があるので。子供か
ら高齢者まで全ての市民が低料金で利用できる施設があればよいと思います。

某市にように、人気のCaféとコラボレーションさせて公園etcファミリーでのんびりと過ごせる場を作って欲しい。
島田市にはチェーン展開しているCaféがないので求めている人も多いはず。公園も、幼児が楽しめるやさしい
遊具が少ないので増やしていくべきだと思う。

利用に少し料金が高くても行きたい。また利用したい。とか１日楽しめるものを作って欲しい。（長く利用価値の
あるもの）

島田市にはイベント広場が少ないと感じます。今後、子供から若者が集まる場を提供して欲しいと願います。

掛川の２１世紀の丘公園は、園児の遠足や、休日の親子で大人気です。島田にもこんな楽しい公園があれば
と思っています。遠方の人も利用しているようです。中央公園の広場も賑わってはいますが、多くのイベントが
重なり、駐車場不足なので、広場を駐車スペースにしてほしい。陸上はリバティや河川敷のグランドがあるの
で、さらに増やさなくても良いのでは？別の世代が利用できるものが良いと思う。

空気が良く、温泉に入った後、宿泊施設があればいいのになぁと思います。市外の友人を泊めてあげたい。

子供連れの家族や犬の散歩が楽しめる所ができたらいいのではと思います。自然をなるべく壊さないで、運営
面で無理がでない範囲で検討してください。

・一度だけでなく、何度も行ってみたくなるような施設にして欲しい。・一つだけの施設だけでなく、楽しめる所と
ショッピングができる所。

50歳～59歳
【男性のご意見】
高齢者向けのアスレチック広場が欲しいです。

グラウンドが出来てしまってるので、グランドゴルフ・ドッグランなどお金をかけなくても人が集まれる事なら。

市民に過度の負担がかからないよう、慎重に検討願います。

災害発生時の利用地（災害用住宅建設用地・物質補給基地）として用意しておくのが良いのではないか。そ
の為には建物は建築せず、自由に使用できる更地にしておく事が必要。それが土地を維持するランニングコ
ストも少なくする一番良い方法ではないだろうか。施設を作り、管理する為の経費（人・物）は無駄である。

既存の施設は島田市に限らず駐車場スペースの小さいものが多いので、広大な駐車スペースを望みます。

伊太和里の湯があるので、有効に使える施設が良いと考えます。スポーツ施設は関連性が薄く感じます。幅
広い年齢層で利用出来るものが理想ですが、子供や若者が使える場が少ないので、優先に考えていただき
たい。（グラウンドゴルフ・ゲートボール場はやめて欲しい。

土地の整備が終わったあとは、利用してもらえるようにPRをしっかり行ってもらいたい。

市として、確かに市民の健康維持・増進のための事業を行っているのはわかるが、はたして、それが真に実現
できるものなのか疑問である。トレーニング・ヨガ教室・ストレッチ教室等具体的に行っているが、それがはたし
て真に効果があるのか？である。私自身、興味があり今も学んでいるが、ただ、本に書いてあるような、ありふ
れた内容の教室（スクール）であり、より効果的な市民の健康維持・増進・介護にかからない人々を増やす内
容の濃い教室（スクール）を実施すべきであると痛感する。

身の丈に合った利用をお願いします。

温泉やハイキングと一体利用できる施設（キャンプ場）の整備を望みます。
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スポーツ施設は数多くあるので、それ以外の施設に利用するべきだと思います。

・自然環境を活かした用途を目指して欲しい。・キャンプ場としても適しているように思えるが、ゴミ・煤煙・騒音
など懸念され、私は反対。火災も心配。・スポーツ施設も、障害者やたしまない人には無縁のモノになってしま
うように思えてならない。

どのような施設にするにしても、利用者の安全・自然環境への十分な配慮をお願いします。

交通手段をひとつにするのはどうかと思う。どんな施設にしても駐車場が大半を占めるようではどうかと思うが、
今の世の中どうしようもない事でしょうか。遊具など、子供と一緒に遊べるところがあればいいと思うが、車でし
か行けない様なところにしかできないのは残念。

【女性のご意見】
とても良い場所で大好きです。しかし、交通の便が悪く、車を持たない私たちにとっては行きにくい場所です。
軽便鉄道を走られて欲しい。マニアも来ますよ！

リバティがよそから合宿に来たりして、良い活用のされ方をしてると思います。私の主人も、休日にマラソンの
練習に利用しています。陸上競技場が出来れば、陸上選手の練習に人が集まる様になるのかな～とアン
ケートでは、陸上競技場を選択しました。ただ、私は利用しないなと思い、地場産グルメとかＢ級グルメとかお
祭りでも開かれれば、家族で行ってみたいなとも思います。

島田市で児童が遊ぶ場所が少なく、他県から孫が来ても遊ぶ場所が無く、デパートや遠方へ行かなければな
らない。一年中、大人も子供も安全で楽しく自然を残し季節を楽しめるパークが欲しいと思います。スポーツ施
設は、スポーツを好きな人は良いけれど、苦手な人、高齢、健康でない人は利用しないと思います。

「音楽ホール」を私は希望しますが、「本格的なスポーツ施設」でも構いません。市民だけでなく、市外・県外の
人も注目するような、本格的な施設を考えていただきたいと思います。外からの人の利用が増え、呼び寄せる
ことが出来れば、町の活性に繋がると思います。

島田市民以外の人が来てくれるような運営を考えるべきだと思います。市が整備し、運営を民間に委託し利
益を追求するような施設がいいと思います。

いろいろな施設はあった方が良いと思う。でも、日常なかなか利用していない。今現在はまだ、車の運転がで
きるので利用したいと思っています。

コミュニティーバスの増便や、伊太和里の湯の無料券配布など市民が利用しやすいような環境をつくる事が
大事かと思われます。子供から高齢者まで利用できる施設にして欲しいと思います。

すみません、田代の郷がどこなのかよくわかりません。スポーツ広場、陸上競技場は、市民が行きやすい場所
に作ったほうが利用者も増えると思います。

いつも温泉を利用していて、とてもいい場所だと思います。陸上競技場もいいと思いますが、子供たちの遊び
場も、掛川の公園の様なものが欲しいです。

子供から大人まで広く利用できる、利用しやすいものができればいいと思います。

温泉だけだと集客力が少ないので、見学できるような建築物などあればいいと思う。

スポーツ施設に反対というのではなく、スポーツ施設でもドッグランでも、若い人やファミリー、子供が自然と集
まり、そこに老人介護施設もあり、どちらもコミュニケーションのとれる様な複合施設を造って欲しい。今は、老
人の施設はどちらかといえば隔離された状態で、誰かが慰問に来るかたちだが、もっと自然にひとが集まる環
境づくりを考えていく時だと思います。

田代の郷に、この様な計画がある事すら知りませんでした。伊太田代地区には、あまり行く機会が今までない
ので、周辺が、どの様になっているのかもよくわからず、今後整備されたとしても、よほどアクセスが良くなけれ
ば、市民の利用は少ない様に思われます。

健康維持の為の宿泊施設で、地場産品を使った郷土料理を提供したり、道の駅の様な野菜、島田や金谷地
区で収穫されたものを販売する。子供も一緒に利用が出来て、楽しめる場所になると幅広い年齢層で集約に
期待出来そう。

予算の無駄使いは極力控えて欲しいです。

今回の事業再考は本当に良い事だと思います。私の年齢から言えば、特養施設は将来あると安心です。市
民病院も、今ある所に作る事になっていますが、田代の郷の利用でも、広さから言えば十分ではないでしょう
か。診察は古い所で、長期入院してる人達用にもう一つ、病院施設を作ることも良いのではないでしょうか。今
の市民病院の駐車場は、土･日でも朝から結構車が止めてあり、病院に来た人以外の駐車ではと疑いたくなり
ます。
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駐車場の確保第一に考えて欲しい。バラの丘でも休日は駐車スペースがなく大変苦労する。

60歳～69歳
【男性のご意見】

自然豊かな地区だけに箱物ではない自然を大切にする心を育む施設（ビオトープ）のようなものが良いのでは
と思います。トンボやホタルが飛び交うような水辺の風景、またメダカやその他の小魚、水中植物、そしてその
まわりには桜やモミジなどを植えたら、一年を通して楽しめる場所に、憩いの場所になるのではと思います。

地場産の野菜・果物販売とそれらを利用した飲食施設を作れば、温泉との相乗効果が期待できるのでは。

資料のハイキングコースを整えて。田代の郷を中心とした、屋外運動（子供から老人まで）が出来るものを
作っていただきたい。

道路整備が必要。それも複数あれば良いかなと思います。

ウォーキングの目的地としてもっと魅力が欲しい。足湯とかアスレチックとか。シルバーを活用してほしい。

山の家のような施設が良い。既存の施設（リバティマラソン・ローズアリーナ等）を利用し、スポーツ合宿・講
演・伊太和里の湯を利用し、美・健康を追求し（泊まって）更に島田の観光スポットも巡ってもらう。（お茶の手
摘み、それを天ぷらにして食べ、お茶の工場見学もしてもらう。みかん狩りも。）食材は地産地消で、テレビカラ
オケは置かず星や月をながめて時には不便なくらいが、日ごろの便利さがわかりありがたく思えるかも？！島
田の良さを理解して頂き、島田をアピールするｱﾝﾃﾅ・PRブース的になれば・・又来て頂ければ・・

ランニングコストを考えに入れておく必要がある。

財政を圧迫するいわゆる箱物の建設は反対である。早急に決定する必要はないと思う。

地域の活性化につながる事業を考えるべき。交通アクセスの充実。

①春夏秋冬で花木が楽しめる公園。②菜園体験企画。③月に１～２回田代の郷コミュニティーバスツアー田
代の郷を企画。

市で案をつくれ、市民に問うべきではない。

人口減の対策は住み安い町造りが基本。金をかけず市民が喜ぶ物を造って下さい。

ペット社会であるのに動物を自由に遊ばせる施設がありません。河川敷に子供老人の運動する場所は多くあ
るのに、ペットも自由にかけまわりたいと思います。芝が植えてある広い場所もあるのに、入れません。しかも島
田市には一件もありません。伊太和里の湯、週に一度利用していましたが、川根からの温泉が調達できなく
なってから遠のいてしまいました。炭酸泉がもう少し広いと良いのですが。

・自動車がないと利用しにくい。十代が使いにくいスポーツ施設は意味がないのでは。・温泉が使えるオート
キャンプ場はいいと思います。・市外の人の利用も期待できると思います。

・場所を考えると自家用がほとんどと思われる。よって十分な駐車場が必要。・我々のようなシニア人口が増
え、平日の利用も多くなると思われる。健康と仲間作りの為、皆が集まって楽しめる施設を造って欲しい。

今現在の利用者には高齢者の方が多いと思われます。若年層また一般家庭に興味ある施設を増やして、休
日等には憩いの場所として利用したく思うようなエリアにして欲しいと思います。子供たちが行きたがるネーミン
グも必要かな。

「ハイキングコース」「温泉施設」「田代の郷の土地」を一体化した活用した土地利用を夢見ています。

箱物を建ててしまうと初期・維持費用が必要、また、使用目的に制限が生ずる。時代の変化により、利用され
なくなる可能性、老朽化も後の課題として発生する。各種のイベント会場として利用する事を希望する。

田代の郷の自然を生かし、自然に手を入れるべきではない。自然に接し、心の癒す場所にして頂きたい。

子供たちが虫とり、蛙とり、魚釣りをして楽しめる場所が必要ではないか？

道路整備を外灯の設置案内掲示板等。ヘリポート電話。

維持、管理費のローコスト推進を望みます。

交通手段+集客（温泉+施設利用）、バスの増便、道路（山間につきアップダウンがきつい）

田代の郷には、清掃センターや太陽光パネルなど、エコ環境施設もあり、また温泉もあります。これら施設から
の熱源供給を利用し、健康回復・維持・増進といったことの出来るメディカルセンターを設置してはどうでしょう
か。現在新病院建設計画と併せ、リハビリ・健康改善・増進などのさまざまな年齢層への指導・トレーニングを
行える場所になれば、幅広い市民の利用できる施設になると思います。

田代の郷までの交通アクセスを良くして欲しい。市街地から遠い。道が狭い。
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健康志向が叫ばれている現在、5つのハイキングコースと田代の郷を結び、最終的に温泉に入ったり、該当の
広場をウォーキングのメッカ等にしたらどうか。

【女性のご意見】

土地利用には子供から老人、障害のある方、皆で使えるものにして欲しいと思います。災害時にも利用でき、
そのような時にも、トイレ等少しでも気持ちよく利用できる配慮がなされていたり、教育の場でもあったり、人とふ
れあう場でもあり、希望する映画等出来る限り上映するよう努力してくれたりの娯楽の場でもあったり、とする所
であれ嬉しいです。

掛川の22世紀の丘公園のような大きな遊具のある公園を作って、家族みんなで遊べるような所が欲しいと思
います。

島田市は老人の多い町です。市民病院が短期入院用として新設された場合、長期療養者や介護老人の場
合、行き場がなくなり、家族も困惑する事が多々あると思うので、スポーツよりも老人病人の福祉への予算執行
を切に願います。スポーツ施設は現状維持で良いかと思います。

島田市民にあまり知られていない。魅力あるものがない。

健康・福祉のゾーンの施設として、スペインでは子供の遊具の横にシルバーの運動用具が有ります。子供の
スペースは転んでもケガをしないようにクッションマットになっています。シルバーのスペースは軽い運動が出
来る器具、足腕等を使う健康遊具になっています。家族で楽しめます。四季折々楽しめる木々を植え、人が
気軽に集える場所に！！

売店に島田の特産物をおいていただきたいです。買い物をする楽しみがあるから。

伊太方面に足を運ぶのは年１～２回です。家から離れすぎている所なので、よくわからない感じです。

一度も行ったことがないので近辺の状況がわかりませんが、道の駅みたいな感じのお店があったらいいなと思
います。

スポーツ施設は一つに総合スポーツ公園としてまとめて欲しい。あちらこちらにあるのは反対。今現在、アリー
ナが野田、サッカー・ソフトボール、グランドゴルフ、陸上競技場が河川敷にあるから。

交通の便が悪いので、バスの回数をもっと増やすしかないと思う。車に乗れない人にとっては不便と思いま
す。雨天時にも、バドミントンとかボール遊びとか自由に子供たちが遊べる室内場。子ども連れでも楽しめる簡
単なハイキングコース。

お父さん、お母さんが子供を連れて遊ぶところが良い。帰りに温泉に入る。児童公園も、小学生が使うところ、
小さな子が使うところに分けてもらいたい。

細島の方から車でいくのに、道がよくわからなく時間がかかりすぎる。

・田代、伊太和里の湯に関して、休日を月１回位にした方が、川根温泉は月１回（火）の為、毎日夕方、夜も利
用者が多い。遠方からの利用者も多い。・市民会館がない為、幼・小・中等で、他市を借りて、発表会等行わ
れている事と、今は近くのコンビニでも車で行く人が多い事なので、伊太に会館のような施設ができれば良い
と思います。

年代を問わずに皆がゆっくり楽しめる場所が良いと思います。

温泉との相乗効果が出ればよいのでは

遠いので、なかなか利用できないと思う！

３月で温泉行きのバスがなくなるので、行けるかどうかわかりません。温泉にも行きたいので、バスを廃止しな
いで下さい。

より多くの人が島田へ訪れるきっかけになり、市民の数がより多く増えることを願います。

施設利用料をなるべく安くし、利用数を多くできるような配慮をして頂きたい。

市民が公平に利用できるような施設にして欲しい。

若い時は車で遠くないと思っても高齢になると交通はバスに頼るしかない。自分の所からは駅にでるまでにも
時間がかかる。コミュニティーバスも何本もあるわけではない。結局、若い人達の施設になってしまうんだろう
なと思っています。又、陸上競技場としては遠すぎると思う。市民会館、おおるりと駐車スペースのない会館が
今の世にあっていない。他地域のようにみんなが集える場所が島田にはないですね。

島田市の財政がこれ以上逼迫することは妥当ではない。次世代の負担とならないようにして欲しい。
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交通の便の悪いところに、スポーツ施設を作る必要性がない。自然を活かした活用法をしたほうが、集客にも
なると思う。伊太和里の湯の利用客は減少気味ではないでしょうか。活用法は民間に委託した方がいいので
はないか。

初倉地区に住んでいます。田代の郷までは遠く感じておりますので、利用は少ないと思います。一度、環境プ
ラザへ行った事がありますが、臭いがとても気になりました。

花、樹木など写真も撮れるような場所だといいと思います。

・トリムコース？ウォーキングコース３０分くらいで、景色を見ながら歩けたらいいですね。（約２ｋｍ）・ハイキング
コースは５コース有りますが、距離・時間かかりすぎ。・藤枝の蓮花寺公園みたいな所、季節感あってみんなで
楽しめる所・島田にもボウリング場があればいいですね・・・。

例えば、商業施設などで退職後の方達が生き生きと働く姿を見られます。芝生の管理等、ある一部分は出来
るのではないでしょうか。・旧島田市としては、遠くの位置と思いますが、現在の市でしたら位置的には良いと思
います。・屋外コンサート場（併設出来ればです）　「四季の里」春は桜、夏は木陰、秋はもみじにどうだんつつ
じ、冬はグラフスキー。健康ウォーキングコース。犬は絶対に入れないようにして欲しいです。芝生上衛生的
に、子供達も安心してくつろげる様に。

70歳以上
【男性のご意見】

スポーツ関連施設は大井川河川敷（矢崎計器付近）や野球場、サッカー場など、既存の施設を改修したりし
て、河川敷を中心として整備した方が、交通の便やそれぞれが近い距離にあることから利便性に優れると思
います。特に陸上トラックについては現状のものを改修して使うべきで、田代の郷では二重投資になってしま
う。田代の郷は温泉と併せ、健康福祉を主眼とした公園的な要素を取り入れたゾーンにすべきと思います。

利用しない。

子供を主体とした遊ぶ場所・施設が少ない様に思われる。児童公園を中心として、多目的広場があれば家
族共々屋外で遊ぶ機会の一助けになるかも。スポーツ施設は既存の設備の充実を図れば良いと思う。

大井川河川敷を利用し必要増なら開発すべき。人口減を考慮すべき。

地理的に自転車では危険、且つ道路が急坂で無理と思う。

「近くに動物と触れ合う場所があればいいなぁ。」といつも思っています。心に障害のある子供が、動物と触れ
合うことで改善したり、情緒が安定すると聞いた事があります。海外ではこういった施設がたくさんあります。大
人にとってもストレスの多い忙しい日常から離れることのできる施設が近場にあれば利用すると思います。

ジョギングやウォーキング、その他子供たちものびのびと動き回ることが出来るような施設を望みます。※ス
ポーツ施設を否定するものではありません。その他別のことですが、六合地区に公的施設が少ないように思う
ので、人口も増えてきているし「ロクティー」に是非とも図書館分室をお願いしたい。

田代の郷の土地利用という一つのことで意見を聞くのは賛成です。選挙の時など複数の公約の中のひとつで
賛成・不賛成を問うのは良くないと思う。こうゆうアンケートは賛成です。結果を広報などで教えてください。

市で運営する様な、特養が欲しい。

市の北部に片寄りすぎて利用しにくい。

もう少し山を開拓して、例（バラの丘公園）の様な、珍しい植物を植えた公園にしてもらいたい。

多くの人が集って楽しい１日を過ごせるような場所を作って欲しい。（できれば市内の人だけでなく近隣の人を
呼ぶ事も考えて・・・。）例えば、「市民会館前にある早咲きの桜を挿木等で増やし他所より一足早い花見がで
きるようにする」とか、「トウカエデ・イチョウ・満天星など紅葉のきれいな樹を沢山植えて、もみじ狩りができるよ
うにする」など。

せっかく温泉施設があるのだから、医療施設もそなえてあれば、便利ではないかと思う。

場所的にコミュニティーバスがあったとしても高齢者にとって不便だと思う。

市内からは遠くにあり、交通手段が限られているので、特定の人しか利用しないので、余り賛成ではない。多く
の人の意見を聞いて検討してください。

もう少し交通の便が良いところを探して、施設をつくって欲しい。

田代の郷道の駅等が有ればと思う。地元の野菜等安く手に入る様になれば最高です。
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川根温泉に例えて、市が中心で整備開発後その管理運営を大手企業、スポンサーに委託したら良い。プロ
企画の方が良い。公社公立財団は、エリート頭で中身なし天下り老人の人事で成長する訳がない。

スポーツ施設はもちろん大事なことですが、今一番問題になっていることを進めるべきと思います。これからま
すます高齢化が進んできますが、介護施設が遅れているようです。出来るだけ費用のかからない誰でも利用
できることが大切です。

掛川のつま恋のような多目的広場のような施設のようなもの。

雑感①キャンプ場＝自家用車での利用が多いと思われるので、オートキャンプ場がよいと思います。・既存の
ハイキングコースへ接続させて、ここを基点にウォーキングを楽しむ・近くに温泉もある事から、キャンプ地とし
て適していると思います②簡単なスポーツができる所を併設したらどうか。（テニス・バスケなど）（利用が季節
に限定される為、多目的なことを考える。）

老人も若者も、田代の郷で運動をしてもらって、伊太和里の湯を利用してもらうようにする。

要望１　島田市には有名な「蓬莱橋」が有ります。通行料が有料になっていますが、無料化にして、各人の気
持ちを浄財として寄付してもらいます。別名を「善意橋」「気持橋」「志橋」等など、名前は市民に付けてもらっ
てもいいですね。人によっては千円どころか、一万円も気持ちよく寄付してくれるかも知れません。※この提案
は前桜井市長の時にもしましたが、実現しませんでした。　要望２　旧島田市は、南は大井川、北側は山等、
南北に狭い町で、東西にJRが走っています。踏切も多いので南北の交通が渋滞します。高砂町踏切から六
合駅東側辺りまで、高架にすれば、南北の交通もスムーズになるし、街の発展も期待できると思います。

気軽に利用出来る施設にし、温泉の利用を合わせた内容で検討してみたらと思います。汗をかいたら1日何
度でも温泉に入れるようなパスポートを発行し、長時間滞在型施設を希望します。

朝市イベント（土・日）

・児童より高齢者まで健康増進、幅広く利用できる広場としたい。・今後の事業については、病院建設があるの
で考慮すべき。

スポーツとは関係ありませんが、市民会館が使えなくて不便を感じています。

温泉と組合わせた憩いの空間。木は大きく育つように、相互の距離を充分に保つ。地表は芝である必要はな
い。定期的に芝刈り機を走らせれば自然に背の低い草が優勢になり四季を通して緑の草に覆われる。野生動
物・昆虫・小鳥が棲む自然との接点となる広場。農薬は一切使用せず、人が手を加えるのは草刈機のみの憩
いの空間。

市民がいつでも安心して利用できる施設。現在のあゆみの里と温泉施設、子供広場、野外音楽堂、あゆみの
里から、どうだんの群生地、千葉山智満寺、丁仏参道へのハイキングコースの整備等を望みます。市民いこ
いの場、大人も子供も楽しめる場所。

施設に多額を使用しないことを望む。

すでに出来ている伊太和里の湯、くつろぎ食堂、なごみの里など大いに利用する客寄せを。そうゆう施設を
造って貰いたい。

子供から若者高齢者が楽しめる場所になってほしい。特にトイレについては田代の郷のトイレは素晴らしいと評
判になるようなトイレを作ってほしい。

私自身は高齢の為、積極的な利用は想定できませんが、例えば、小規模ながら掛川の「つま恋」の様な施設
を作り、広く家族連れや若い人にアピールすれば島田の目玉のひとつになるかも知れません。その場合、整備
費用も多額になると思われるので、全て民間に委託すべきだと思います。

山の中の静かな場所の立地条件を有効に利用したいと希望します

世代によって意見が異なると思いますので、県内・県外の市町村の施設を参考にして無駄のない施設を作っ
て欲しいです。利用状況等などです。

ワシタカが生息しているのに、雷管の爆ぜる音が一日中している陸上競技場をなぜ作ろうとしたのか。それよ
りも現在の陸上競技場をタータントラックの三種公認陸上競技場にして欲しい。

今も年寄りが多いが、ますます今後は年寄りが多い時代となる。ゆったりと自然を楽しむ施設が欲しい。

【女性のご意見】

私は７０歳です。自分が出掛けて楽しむ事はたぶんないと思います。これから大人になっていく子供達や青年
の為になるものを造っていただきたいと思います。老人の憩いの場は沢山あります。私共のことより、先を見て
いって下さい。
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スポーツ施設はローズアリーナがあるから、それより、街中に市民会館が欲しいです。おおるりでは何をやるの
も手狭で、人員も少なくて入れなくて、学校の合唱コンクールなど児童も保護者も入れ替えでゆっくり楽しむ事
もできません。他の有名人のコンサートなど他の市に取られてしまい島田市では観ることができません。田代地
区では交通のアクセスが悪く、どうか市内に市民会館を建設していただきたいと思います。

私は年が多いので解りませんので失礼します

交通手段が整備される事が先決ですが、桜の名所、紅葉の名所になって地産地消の食事をして時間があれ
ば、一風呂浴びてという行楽地だと良いナと思います。

週日に寄ってバスが（コミュニティバス）多く行くようにする。整備した場合子供たちの場合なら、土・日の内１ヶ
月の中で、第２土・日とか。老人の場合は月～金の中で多く行く日があるのはどうだろう。行く道に温泉マーク
を多く置くと良いと思う。楽しい気分になるように。

島田市民の人口増加になる様に利用されればいいと思います。今後家庭を持つ若い人達、又、お子様をこ
れから授かる夫婦の方々が１人でも多く子供を持って楽しく利用できる場所になれればいいと思います。島田
市外からの移住があれば最っといいですが？島田で開催される事に、市外から多数参加すれば良い所だと
評判になり再度来る様になればいい。

２０２５年問題、地域包括ケアが進みます。健康な老人を維持する為に、生きがいクラブに通っている人達な
どがゆっくり手足を伸ばして運動できるような施設が良い。

田代霊園を見下ろす地所から考えて、四季折々の花の咲く公園（芝生広場）くらいしか思い浮かびません。

小さな子供たちが安心して遊べる場、できれば軽い食事なども出来れば楽しめるのではないかと思います。
向谷から入る道が狭いので、少し広げて欲しい。行先案内の標示板が欲しい。

子供たちが安心して遊べる公園（家族とのふれあいも大事です）

良い土地がらなので多くの人が出かける目玉商品的なものを平行して楽しませる等と思います。

大井川緑地公園などスポーツ施設は充実していると思います。しかし、幼児などが遊ぶ施設は比較的少ない
と考えます。隣接した施設（伊太和里の湯）と合わせて、自然小動物などとの触れ合い、森林と合わせた遊具
施設など近隣から人を呼び込むことが出来る魅力ある施設を希望します。※多少の利用料金の徴収も考慮
する事も可能かと？※スポーツ施設は、旧金谷中学校跡地など利便性が良い所で良いと思います。

高齢のため、利用することはないと思います。

スポーツも大切ですが、島田は中央公園をはじめ色々な広場、大井川のマラソン広場など若い人達が中心
に行っているようですが、自営業で年金も少なく、終末をどうするか、少しばかりの国民年金で毎日心配です。
１０万どころか、その日の（食事も）赤札のついた物を買っているのです。スポーツより、永福荘のこともあまり知り
ませんが、申し込んでも入れないと聞きます。スポーツより、困っている私達の為に、税金を使って、島田にい
てよかったと思うようにして下さい。病院に行きたいが、お金がかかるからと悩んでいます。足が不便で、病院に
行くにもバスも遠いし、申し込めば車がまわって来てくれる町がうらやましいです。勝手なお願いですいません。
他県からどんどん静岡へ入ってくるようですが。

金谷地区に人を集める施設・温水プール（リハビリ用）・地場産品市場等を作ってください。

コミュニティバスをはなみずき通りにも通して欲しいです。自動車を運転できない人にとっては、行きたくても交
通便の遠回りになってしまい、行きたいと思ってもあきらめてしまいます。

年齢と共に田代が遠くなりました。田代に行く直通バスが六合駅からも出ていますか？気軽に出掛けられる足
があるとうれしいです。

スポーツ施設だけでは、利用できる人が限られてしまうと思う。子どもからお年寄りまで、市民みんなが利用で
きる癒しのある場所になってほしいと思う。

３．【施設は必要でない】と考える人のご意見
18歳～29歳
【男性のご意見】
もっと他にやることがあるのではないですか？

【女性のご意見】
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田代の郷に施設は必要無いと答えましたが、島田駅から出る無料バスなどが出来たら、行ってみたいと思いま
す。

悩むくらいならやめた方がいいと思う。その場所まで行ってスポーツする人がいるのか謎。税金がもったいない
気がします。作るなら観光地並の繁盛するような施設で島田市を活気付けて欲しいです。がんばって下さい。
よろしくお願いします！！

島田市にスポーツ施設は、ローズアリーナがあるから、必要ないと思う。そして、今ある河川敷の陸上競技場
で足りている。

過疎化が約束され、人々は都市に出ていきます。施設を建設するにあたっては、建設費に加え、維持費・人
件費も検討しなければいけません。一時的な思いつきでの建設は止めて頂きたい。納税もためらいます。

30歳～39歳
【男性のご意見】
スポーツ施設をつくるより他の方へ予算を使ってもらいたいです。スポーツ振興課は必要ない課だと思う。

伊太和里の湯も赤字と聞いている。これ以上税金をつぎ込むことはやめるべきである。

正直ほとんど使ったことがありません。少し奥まった場所にあって、利用者は限られているのではないでしょう
か？まず、財政状況と利用状況がどういう状況なのかを知らせて欲しいです。そのうえ今回のアンケートに明
記した上で、今後の活用方法についてのアンケートをとるべきだと思います。

私は初倉に住んでいるので、田代の郷にまで行って利用する事はありません。今現在、中断しているとの事
で、どのぐらい整備されているのか分かりませんが、スポーツ施設以外の利用方法に変更可能であれば、田代
の郷周辺の方達の意見を基に周辺住民の方たちにとって有効的な土地利用されたら良いと思います。

交通（道路、橋）も合わせて整備する必要がある。

マラソンコースのリバティも、河原にグランドゴルフ、サッカー、野球をするところもある。これ以上は必要ない。
近いところにもいい施設はあるので、わざわざ金のかかる事はしなくて良い。もっと他に人の集まることを考えて
欲しい。

近くにキャンプ場が足りないから、あれば利用したい。家族でも利用があると思います。

新東名からのアクセスを良くし、伊太和里の湯を拡張するなどの方が、利用者数は増えるのではないか。

【女性のご意見】
わざわざ大規模な施設を作る必要があるのでしょうか？伊太和里の湯も行ったことがないので、どのような環
境かわかりませんが、例えばキャンプ場のような自然を楽しめる施設なら利用したいと思えるのですが・・・

予算がないと言われている中、予算は箱物を作るのではな、く医療福祉を充実させるべき。土地利用につい
ては、市ではなく民間ｏｒ分譲等売りに出す。

猛禽類の生息地ということもあり、生態系のバランスが保てるように土地利用をお願いしたいと思います。個人
的には市の施設は既存の物で足りているという認識でおります。なるべく島田の自然をそのままに守れるよう宜
しくお願い致します。

みんなが利用できるように、スポーツ施設とそれ以外を組み合わせた方が良いと思うが、猛禽類の保護団体
の意見を踏まえての展開になると、かなりの制限がかかると思う。公式の大会等ができない中途半端な施設
になるのなら、建設しない方がよいと思う。

無駄なお金を使わないで欲しい。他にやる事があるのではないでしょうか。中途半端に造っても、利用するの
は決まった人だけだと思います。スポーツ施設は、バラの丘の所にもあるし、そんなにいくつもいらないと思う。

スポーツ競技に深い関心があるわけではないが、市が、スポーツの街として合宿誘致を想定しているなら、そ
のようなビジョンのもとで市に運営して欲しい。迷走が一番困る。あまり交通アクセスの良い場所とは言えない
ので、市民が日常的に利用するものをつくるよりも、岩手県のバレーボール専用体育館のような特化型のス
ポーツ施設をつくり、全国をシェアする方向で考えて欲しいと思っている。ワシタカへの影響も慎重に考えて欲
しい。

金谷にこのような施設が出来たら、近いし子供を連れて行きやすそうです。

40歳～49歳
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【男性のご意見】
先ず先にしてもらいたい事が有ります。市にお願いすれば、予算がないと言うだけ。六合小学校西側の道路。
市内探してもこんなに悪い道路は他には無い。山奥にスポーツ施設を作るより、道路の舗装をしてもらいた
い。雨降り等は車に汚水をはねられるし、バイク自転車等が転倒する恐れが有ります。早く舗装改修してくださ
い。
行ったことがない（行く必要のない）場所の為、イメージが全くわきません。少なくとも需要は少ないと思います。
もっと必要な所にお金を使って欲しいです。

良い場所だとは思うが、最初のうちだけで結局閑散としてしまう。人が多い、街の方に整備した方が良い。

当該土地は、住宅街から離れた土地であるため、公共施設の建築などではなく、工業団地として企業誘致を
積極的に行うのが良いと思う。また、スポーツ施設は一部の市民しか使用することがないと思われ、市の予算
を使うのであれば、市役所の建て替え、インフラの整備を優先していただきたい。

俺達の血税を上手く使って下さい。お願いします。以上

交通の便が悪いため、人を呼び込む施設を作っても良い結果にはならないと思います。

市民に役立つお金の使い方をして欲しい。大変な思いをして税金を納めているので、早く議論して決めてくだ
さい。スポーツをしている人だけが利用できる施設であれば、個人からお金を取る必要が有ると思います。な
ぜ税金で？

利用しない、整備しなくていい。

本当に必要な施設を作って下さい。一部の人だけが利用する施設ならいらない。

島田の市街地からあまりに遠い為に、スポーツ施設を作ったところで、気軽に行くことが出来ないと思う。可能
であれば、ショッピングセンターや図書館等を作った方が良いと思う。

すいません、計画の存在すら知らなくて、でもアンケートを取る事はすばらしいと思いました。多分、造っても利
用者が少なくもったいないと思うので、他に予算をまわした方が良いと思いました。でも、スポーツ施設自体反
対という訳でもありません。うまく検討して進めてもらいたいと思います。よろしくお願いします。

自然・天然温泉、ハイキングコースと整う中、施設利用の特定されるものでなく、幅広く集客出来るものを建て
るべきであり、スポーツ施設的だけのものをではこの良き周囲の状況下でもったいなく思える。

【女性のご意見】

土地を有効活用することはとてもいい事だと思いますが、市内（市街地）から少し遠いし、自家用車等で行ける
方しか気軽に利用できないと思います。もし、土地利用で使うならば、合宿所のようなグランドや体育館と一緒
に使える施設があれば、市外の方々や団体も沢山利用してくれるのではないかと思います。

①交通の便が悪すぎる。②空地目の前が「霊園」となっているので、趣向ある環境に向かない。③2009年から
そのままで、なぜ今さら？とありとあらゆる思いがありました。「箱物」を作るなら、その地区の方の話をまず聞く
べきです。このようなアンケートはそれから後がすじ。あまい考えを持って、私達の税金を無駄遣いしないで下
さい。

山の上なので自転車では行けない。バスも少なく自家用車でしか行けない。小中高生が利用できなく、夜は
暗いので自家用車でも行く気がしない。ローズアリーナがあるので、いらないと思う。お金をかけるなら他に整
備するところがあると思う。今ある施設の整備にお金をかけるべき。

今のまま自然を守って欲しい

「埋め立てが完了したから」ということでそこに施設を作る必要があるのか？また管理運営費を税金で支払っ
ていくのであれば、それに見合った利用者数を見込めるのか？よく検討していただきたいです。

仮にその施設が出来たとして、駐車場や、周辺の道路も利用しやすい状況になるのでしょうか？

市内から田代の郷までの道路整備がしっかりできるのであれば、箱物を建設することもいいと思うが、周囲の
環境が整わないまま、施設だけ、目的も明確に示されないまま整備するのはやめた方がいいと感じる。陸上競
技場の整備をするなら、どうせ高額な建設費用がかかるようならば、リバティ付近に整備した方が、よっぽど活
用されると思います。

交通の便が悪い。案内板が少ない。むだな税金を使わないほうがいい。利用者がいないと思う。

ララポートみたいな大きなショッピングモールができたらいいなと思います。又は、お年寄りが楽しくゆっくり暮ら
せる街みたいな感じでつくったらいいなと思います。老人ホームを街にしてしまうみたいな。

環境への負荷を最小にするよう、またその点が施設のアピールポイントになるよう、やれたら良いと思う。「安心
して利用できる」ということは、そういう意味が大きのでは、と思う。
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島田市民の多くの人が利用できる施設として欲しいです。島田にはローズアリーナという立派な施設があるの
で、ムダのないようにしてほしいです。

スポーツ施設や他の施設をつくっても、特定の人しか使わないのではないか。

新しく施設を作るより、今ある市民会館を利用できるようにしたり、島田球場の設備を見直して欲しいです。

もし、何か施設を建設するのであれば、「ここにしかない」という特色のある物の建設を望みます。どこかのマネ
事のようでは、人は集まらないと思います。市民が気軽に立ち寄れる施設にするのか、遠くの人達をメインにし
た観光スポットにするのか、どちらに焦点を合わすのかも含めて検討して下さい。

・陸上競技場、ローズアリーナ、他、市ではこれ以上予算を使わないで欲しい。・病院の建設の前に、島田市
民会館の建設をして欲しかった。幼稚園・小学校・中学校・高校の音楽の発表が出来ないで、他の市に流れ
ている。もう少し、お金を使う場所を考えて欲しいです。・交通の便が不便。

50歳～59歳
【男性のご意見】
今は田代の郷整備の時ではない。優先順位の再考を願います。アクセスが中途半端な地区だと思います。

多くの人を呼び込もうとする土地利用には反対です。必要を感じない。豊かな自然を大切にし、静かな環境
と、ほっとできる時間を求める人のための空間作りをお願いしたい。今後、利用者の急増や大きな経済的効果
はないことを前提にした、人的、経済的に無理のない利用を考えるべきだと思う。

既存の施設を有効利用するべきで、新に田代の郷にスポーツ施設を建設することは税金のむだ遣いです。総
合計画における位置づけ見直しが必要と考えます。今回のアンケート結果を踏まえ埋立地の土地利用につい
て再検討すべきと思います。

アクセスが悪い。新東名金谷ＩＣ周辺の方がアクセスが良く、競技場等の利用も活発になるのでは？

墓所を広げる。

ハイキングコースの拠点施設（公園、アスレチックコース）を作り、ハイキングコース、温泉施設との連携を図
れるようにする。

無駄な税金。管理費のかかる施設は作らないでほしい。

もし温泉施設を残すにしても、施設名称「伊太和里の湯」は変更を希望する。「リバティー」も同様。現代の時
代の気分で名をつけることを避けるという理由による。

当初の陸上競技場を作ろうとした経緯がわからない。事業計画当初は「より多くの市民に・・・」「地域の発展
に・・・」と考えなかったのか？当然考えたことでは？近年は、駅伝チームが合宿に来島します。宿泊棟を作り、
温泉・宿泊・競技場を利用した施設としたらどうか？島田マラソンも知名度が上がってきた。スタート地点とな
るようにしたらどうか。・猛禽類の生息地で・・・とあるが、すでに環境センターを作った時点で環境への影響を
及ぼしている。いまさら保護委員会の意見？野生の生き物ってもっと強いのでは？

市で行うべき使用途が考えられない。民間、あるいは学校が用地を必要としたときに、無償あるいは廉価にて
譲渡し、整備及び管理はそこが行うようにすれば良いと思う。

コミバスも通らないなら、交通手段がない。従って使わない。

・伊太和里の湯と共存できるものを作ってもらいたい。・一度に人が集まる施設を作ると、駐車場を広く整備し
たり、道路も整備する必要がある。（毎日使われない為、採算が合わない）

住宅、工場等の誘致

市の施設を造るには、いささか立地場所が遠隔であると思う。駅の近くや市街地に作る方が、より利用者が増
え活性化につながると思う。

急いで整備する必要はないと思う。今後利用方法はじっくり考えて行けば良いと思う。

税金の無駄な使い方は止めていただきたい。

老人ホームをつくってください

島田市の財政、事業運営の見直し、事業計画、市民への説明が必要、観光資源として市が潤えばよいが、
藤枝のサッカーグラウンドのように無駄な投資はやめるべき。

気軽に行ける場所とは思えない。今、必要とは思えない。
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六合駅周辺の渋滞等が何十年も続いている。のに、そういった整備をしないでこういった箱物を作った過去の
行政に問題がある。まず、財源が限られているのだから今後も保守費用のかかる物に金をかける等無駄遣い
もはなはだしい。前市長の問題なので、新市長になったなら対応して欲しい。

【女性のご意見】
個人的には、温水プールが欲しい。

田代の郷自体一度も行った事なくて行く手段さえありません！バスもタクシーもお金かかるし、私の住んでいる
所からは交通手段は全てお金がかかり、家族も障害者で同じような状態なので、これから先も行く事はなく使う
こともない。意味のないアンケートです。

温泉に立ち寄った人が、老若男女みんな利用できるようなものにして欲しいです。

市の場合、守られているから赤字を出すことに慣れている。民間は自分たちでいかに利益を出すか考える。

ごみの処理については、他地区に比べて簡単にできているので大変ありがたいと思っています。しかし、スポー
ツ施設となると住んでいる所から遠いし、利用する者がいないので、このアンケートが届いて、驚いた位です。
どちらかというと、市民会館をどうにかしていただく方が嬉しいです。

グランドゴルフをやる場所にしたらいいと思う。

自然を保護する観点を重視して下さい。新しい箱モノ作りよりも、既存の施設を充実させて有効に活用できる
様な方向の方が良いのではないでしょうか。ツケを若い人に払わさせないような市政をお願いします。維持管
理も考えると、統廃合も必要なのでは・・・

近くに島田総合スポーツセンターがあるので、田代の郷にスポーツ施設を作るのは無駄だと思う。もしも土地
利用するなら、あまり経費のかからない、尚且つ田代の郷の自然環境を利用し、キャンプ場を作るのはどうで
しょう。学校行事にキャンプを取り入れて、子供たちに良い経験を。又、一般の人も、温泉に入ってキャンプ場
に泊まるというのも良いかと思います。

スポーツ施設は利用しないと思いますが、一つのアイデアとして、環境や自然をテーマにした施設はどうでしょ
うか？例として「自然科学館」のようなものです。（必要というのではなく、あったら行きたい・・・と思います）周囲
に生息する動植物を紹介したり、島田市の環境保護活動を紹介するようなイメージです。

防災公園みたいなのを作ったらどうでしょうか。

島田市のために確実に利益が出るものを作ってほしいです。

とにかく遠い

建設費等お金のかかるものは新しく設ける必要ないと思います。どうしても必要な施設の修理や建て替えもあ
るようなので、今は、お金をかけない施設または収益のあがる施設を考えた方が良いかと思います。

税金の無駄遣いだけはやめてほしい。

市民会館をまずなんとかする事を考えて欲しい。

伊太和里の湯の招待券が手に入り、静岡市内に住む妹を連れて入湯しました。道中あまりにも淋しい環境で、
こんなに奥に温泉施設があるのかと驚いていました。スポーツ施設ができても、交通手段が限られて、利用し
にくいかと思われます。

初倉に住まいがある為、なかなか遠くて行くことがない。自然が多くそのままでも良いと思う。

地場産品を週１回安く売ってくれるとか、島田出身の人の作品を紹介し展示してくれるとか、そんな場所であっ
て欲しい。

伊太和里の湯は、何度か利用させてもらっている。とてもいい所だと思うが、少し遠く感じます。特に、夕方行く
と、途中真っ暗く、ここでよかったのか間違っていないか、不安を毎回感じます。

市内の数ある（ソフト・野球・サッカー・グランドゴルフ他）場所を今一度見直し、又、市営球場なども直す所が
たくさんあるので、そうゆう所に目をやって欲しいと思います。今ある物に直す気も無く、新しいことだけ進めてる
のはおかしいと思う。そんなに市にはお金があるのですか？どうしても必要だと皆が賛成する時に、その時々の
市民が使える物を考えたらどうですか？市でも最初の段階に市民にアンケートを出したら、良い考えが出るか
も知れません。

ローズアリーナ・リバティ等、今ある施設を再考してみる必要があるのではないかと思います。（スポーツ施設
の場合）場所的にも、使用する人が限定されてしまうと思います。老人施設等は、どうでしょうか。広い土地を
活用していくのは大変と思いますが・・・
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この場所は、アクセスもあんまり良くないし、クネクネの山道を自家用車で走って行くのは、少々不安な時もあり
ます。ワシタカの生息地であり、色々な制限があるので、整備は限られた物になるのでは・・・？

地理的に、少し交通機関が不便で、利用しにくいのではと思う。

財政が厳しいので、税金はもっと他の優先すべき事業に活用してほしい。

スポーツをやる人ばかりではないので・・・スポーツ以外の人も使える施設を考えて欲しいです。

人が利用する為の人間の施設ではなく、昆虫や鳥などが住めるような森があったらいいと思います。人工的に
ならないで自然な所が欲しいです。

島田市街地に人通りがないのに、他に人を集めるより、駅前に集客を考えるべき。また、財源を生み出す行政
をするべき。

もともと伊太和里の湯は焼却場の熱を利用するということで作ったものだと認識していたが、何の原因か利用
できてないままらしい。大前提が変わっても計画はそのまま実行され、こんなはずではなかったという事が多々
あると思います。今回の競技場も、新東名の残土処理したところを利用するんだから、こんないいことはないと
思う反面、詳細を知れば、リスクが多いのではないでしょうか。良いところばかりを強調するだけでなく、もっとリ
スクを重要視すべきだと思います。

島田市にスポーツ施設はある程度あります。しかし、文化施設は少ない。予算には限りがあるので、お金を使う
なら市民会館を建設して欲しいと思います。図書館だってせっかく出来ても、大井川や吉田に比べて小さく、
駐車場も有料。大変不満を感じる。メガソーラーが現在もあるが、ソーラーでも水素発電でも、総ての市民は
恩恵を受けられるようなものを整備していただきたい。また市民会館について、市議会の答弁では、おおるりで
十分と言った人がいるそうですが、たとえば中学の文化発表会では保護者は交代で入場しなくてはならず、兄
弟がいる場合は、一度出てから再入場しています。老人会等の行事でも、座席は足りません。他のイベントで
も、わざわざミュージコや焼津へ行ってやっているものもあります。島田市は、中学の合唱や吹奏楽などのレベ
ル高い街でした。スポーツだけでなく、文化の水準の高い市として発展する事も視野に入れた街づくりをして欲
しいと思います。老舗の和菓子店や市立図書館のすぐそばにキャバクラがあるようなところは、他では見た事
がありません。田代の郷についてだけでなく、どんな市にしていきたいか、島田市のよさを生かすような街づくり
を考えていただきたいと思います。他の市町村では、市外から引っ越して来ている人が多い。若い人にも魅力
のあるところも結構あるようで、時々、テレビ等で紹介されています。そんな市に、島田市もなってほしい。そし
てホームページを開くと増えていく赤字が減っていく日が来る事を願っています。

60歳～69歳
【男性のご意見】

どうして田代の郷にスポーツ施設を作りたいのか、その必要性が理解できません。税金の使い道をもう少し違う
ものに使うことは出来ないのでしょうか。箱物行政と言われ久しいですが、一端作れば管理維持費用に税金を
使うことになります。田代にその魅力があるとは思えません。場所も離れすぎです。人口減、高齢化、少子化を
考えると、もっと違う使い方があると思うのです。

市が行うべき公共施設の整備として、市民病院、市役所がまず考えられる。体育施設の建設は必要でないと
は思わないが、市の財政状況から、優先的事業を考慮すべきと思う。多くの市民が支持し、感謝する施設の
建設を優先してください。

多目的更地として開放、春はお花見広場、夏はキャンプ場、秋はスポーツ広場。

私たち地区からは、とても遠く感じる。

田代の郷近くに住む人達が、そのような施設を必要としているのですか？

市の財政負担が増す事はやめてもらいたい。その為に市民サービスが不足してもやむを得ない。

田代の郷の事も大変良いですが、病院問題や子供問題、道路、市としての色々な問題が大きくあると思いま
す。お年寄りの問題もそうです。教育、その他。

本当に市民が必要事なんであるかを考えて欲しい。高齢化、少子化、財政的にもむりがある。

田代の郷の土地利用について、再度、各自治会に問いてみてはどうか？

金谷地区からだと遠くなり、車の運転も出来なくなる方が増える時のバスなどの利用が便利になるかどうかも
問題になる。

スポーツ人口が減少している中、さらに施設を拡大するよりも、老若男女が利活用できるもの（例えば、笹間と
連動して、陶芸の体験活動、山菜取得と試食、あるいは美術大学と連携し、ガラス工房etc）など、ふだんの地
域の公民館活動ではできないものが良いと思われる。その中で特徴あるものをイベント化していく。
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６０才以上の学校の様な施設、教室の先生は各分野の得意な人がなる（手品、書道、将棋・・・他）

工夫（ソフト面）により、改善を行う

現在、島田市はアリーナも有り、河川敷の整備もしっかりしているので、これ以上はいらない。それよりもリハビリ
センターでも考えてみてください。

人の考えで早く土地利用を考えがちだが、もっと長い目で人間も自然の一部だから、そんなに急がないほうが
いいですよ・・・市営のゴルフ場なんて、どうですか？＿

土地利用自体を、もう少し時間をかけて議論すべきで、拙速に決めるべきでないと考えます。いずれにしても
多額の税金を投入することになるので、整備ありきで進めては後悔することになります。

田代の郷にスポーツ施設を作る必要はない。他の利用方法を考えるべきである。このアンケートは田代の郷
に作る事を前提にとっている感じがするので、アンケートの理由が理解できない。

自然に任せておけば、それなりで良いと思います。そのうちに少し貴重植物を植えたらいいと思います。

・もっと具体的な数字（今までに使われた金額、これからの予算）を明記し、進めることをうながすようなアン
ケートはすべきではない。・市などで行われるアンケートには「このアンケートを実施するにあたり、人件費・経
費等含め、○○○円程かかります」せめてこのくらいを表記して欲しい。

民間に払い下げる。

金谷地区に、リハビリ温水プール、地場産品市場等を作ってください。

年寄りが増えてきたため、自分も含めて、移動距離の長い田代地区に施設整備を進めるよりは用地買収等市
街地には難しい問題があるかも知れませんが、なるべく移動距離の少ない市街地近郊に施設を建設してほし
い。

・無理にコストを掛けて整備する必要ないと思います。・災害時に使用できる様な整備（トイレ・かまど等）をした
らどうでしょうか。

【女性のご意見】
市民会館がないので、先に考えていただきたい。島田市民として一番望んでいます。

管理費のかかる箱物を作るのではなく、島田のどこに住んでいても参加できるもの？できる場所？が欲しい。

ますます高齢化が進み、年金生活者が増えていきます。山の方に行く足もなく、利用者の少ない箱物は絶対
に作らないで下さい。税金の無駄遣いは、やめましょう！

木を植える等、お金のかからない事が良い。

自然環境に配慮しつつ、整備事業をやる事に矛盾を感じます。今ある「伊太和里の湯」でも、明かりや生ごみ
等出ている事です。猛禽類も静かにしていて欲しいでしょう。ハイキングコースを充実させるのも、いかがでしょ
うか。私はそのようなコースがある事は知りませんでしたが。民間に運営を委託すれば、雇用も増えるのでこれ
は良いと思う。

持病があり行けません。健康な人の為に有意義にお使いください。

自然のままで残して欲しいと思います。

年齢を重ねるとコミュニティバス等の交通手段が便利でないと田代の郷までは行けない。利用者が限られると
思います。

最初は「伊太和里の湯」との関係から、（近所の高齢者がよく利用しているので）高齢者福祉のためのスポーツ
施設と考えましたが、アクセスの関係から高齢者利用を対象とするのはどうかと思いました。子供たちのための
小規模な合宿所、（食事施設県立「山の村」がありましたが、そのような施設、昔体験ができるような。）はどうで
しょう。ビオトープや自然体験、農業体験がができる施設が島田市にもあったらと思います。子供対象・家族対
象でどうでしょう。

私は初倉地区に住んでいます。田代の郷まで行くに道は不便で時間がかかるので、施設が出来ても利用しま
せん。でも近くの方々には、スポーツ施設でなく、大人から子供や老人までが通える所があれば良いと思いま
す。私の希望は、田代の郷ではなく市民会館の跡地に施設が出来れば通いたいと思います。
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現市は大きな出費が目前にいくつもある。市民会館、市役所、病院、金中跡地の利用、それらを考えて民間
に整備管理を行うべき。谷口原を利用、湯日からの温泉を引き、市役所、温泉付病院と併設した建設など考
えたら、埋土はいらないし経費削減になる。半世紀過ぎて初倉は何の利益も見つからない。吉田町が繁栄さ
れ、それに乗り初倉は住宅増加の状況と考える。高齢者にとって、不便な町です。コミュニティバス、住宅の多
い所には高齢者も多い。こんな不公平のバスはない。駅からの空港行きバスも廃止を望む。若者に夢のある
町を。

山の中にその様な施設を行なって、どのようなメリットが有りますか？大井川河川敷を利用したらどうですか？

今はフルタイムで就業中なので利用は考えていないが、退職後、利用時間や利用料金等、私に合えば利用
するかもしれない。今はローズアリーナを使っている。

島田市に住んでいて、この件の事は知らなかったです。やはり自分が住んでいる所の事なら興味などはある
が、あまりありません。現在、子供の数が減少していることを考えると、老人の事を考えてみてはと思います。こ
のアンケートの内容にそわないかも知れませんがすみません。もし、何かができた場合、アクセスをバスなら無
料とかしてみては？隣接する伊太和里の湯を利用して、湯治場などどうでしょう。

以前、伊太和里の湯まで行ったことがあるが、坂道が多くとても大変であった。車でもわざわざ行こうと思わな
い。陸上競技場は大井川の河川敷にもあるし、その方が使いやすい。他市の物を利用しても良いと思う。建設
費もかかり、地球温暖化にもつながるので、建設にはむしろ反対です。

川根地区ですので、近くでの利用が出来ています。違った利用法もあると思います。（スポーツ以外で）

一部の人しか利用できない箱物はいらない。無駄な税金は使わない。

誰でも気楽に利用できる施設がいいですね。

どんな施設を作っても、最終的に利用が少なくなり、管理費がかかり、赤字施設になると思います。

遠すぎる。交通の便が悪い。

個人的には、大浴場あまり好きではないので、伊太和里の湯も行った事がありません。スポーツ施設も今のと
ころ間に合っているのでは？その費用は、市民病院運設費へ回したほうが良い。民間で使いたい企業があれ
ば、売却したらどうですか。

田代の郷の土地利用よりも伊久美地区の人口減少等によりさまざまな問題が生じています。そういった地域の
事を考えて欲しいと思います。

自然環境への影響を考えるならば、なおさらドッグランにも使える芝生広場にとどめる位で良いのでは。金谷
側から大井川水路橋が幅広げ車の通行が自由に出来れば、伊太和里の湯が近く頻繁に行くことが多くなり、
利用する人も増すのではと思います。

現在、伊太和里の湯は、民間での運営となっているようですが、維持管理については満足出来るものではな
く、食堂での食事内容、接客にもプロ意識に欠けるように感じます。田代の郷の整備については、民間の専門
分野（企業等）による整備・管理運営が望ましいと思います。

全市民が利用できる土地利用を考えてほしい

田代環境プラザを建設した時に、温水プールを作ったら良いのになと思いました。今となったら仕方ないです
が、長い目で計画を立てて下さればありがたいです。

自然環境への影響を考慮する必要があるならば、どの様な施設をも建設すべきではないと思います。どの様
な場所になっているのかわかりませんが、自然に戻すということは出来ないのでしょうか。例えば、植林（サクラ
の木、花ミズキの木等）して、自然の森に出来ないのでしょうか。

田代の郷の土地利用の件について、市民にどうしたら良いか聞くことがおかしい。今までどの位の金を使った
か考えるべき。計画が有るなら、もう一度０点から考えるべき。市民にとって一番大事な事は何か考えるべきで
す。

明日香の里、のように自然を残したい。

「伊太和里の湯」ですら行った事がない。今後必要となる老人介護施設を作り、福祉を中心とした土地利用を
考えてほしい。若い人達が利用するスポーツ施設は、ローズアリーナがあり、その辺りを充実するようにすれば
よい。

田代の郷のメリット・・・静かな、空気がきれい、温泉地に隣接しているので、お客さんたちにも立ち寄ってもらえ
るような他地区にはないような森林公園等を提案します。　デメリット・・・市外地、手狭、高い場所で下から見え
にくいので、防犯上の心配、夜間照明の制限

伊太和里の湯を含め、利用しやすいアクセスがないと発展しないと思います。
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・今回、田代の郷の土地利用についてでしたが、現段階では必要ないと思います。当然、整備や維持に税金
がかかるはずですし、市民の年齢を考えると、ちょっと出掛けれる場所ではないように思います。健康寿命を考
えるなら、ラジオ体操の推進や、歩ける道の整備とかの方がいいかと。・静岡空港、島田駅、新東名金谷イン
ター、ローズアリーナとせっかくきれいになって個単位として存在するんですが、それらの施設のまわりが充実
していってないように思います。商業施設など、集客を考えて、休日に手軽に出掛けられる方がいいと思うの
ですが。

70歳以上
【男性のご意見】
小公園は各地にあるが、子供・老人等の憩いの場として市民の楽しめる大きさのものを欲しい。子供主体のも
のにすれば活気づくのでは。

田代の郷に新に施設を作るにしても現在ある施設と比較検討して。多数の市民が使える新たな施設がわから
ない。また新に作る場合、交通の利便性も充分に考える必要があると思う。

事業始めるに当り、自然環境への配慮も必要かもしれませんが、猛禽類が生息しているからと、又何羽いるの
か知りませんが、それを優先していたら事業は進みません。

私は伊太和里の湯に一度も入浴したことがありません。川根温泉は一度だけ利用した事があります。もっぱら
掛川のならここの湯に行っています。私の友人の中でも、伊太和里の湯に行く人は少ないと思います。田代の
郷の土地利用は芝でもはって公園として管理運営に金のかからないようにして下さい。スポーツ施設は充分あ
るし、交通の便も良くありません。（得に金谷、川根、初倉から）私たちの支払う都市計画税は公平に使われて
いますか疑問です。市長が変わり少しは変化があるかと期待していましたが・・・

車の計量に時間がかかりすぎ。もう少し手続きを早くして欲しい。待つ人の身になって欲しい。

現地を見ていませんのでコメントできません。

山の中で遠い場所にあるので常時の活用に不便である。よって、家族が半日程度遊べる遊戯設備（子供ゴル
フ・フリスビー・射撃）などが良いのではないか。週に１～２回行うスポーツ施設は近くないと利用できない。

本当に温泉が出ているのか市民が変に思っています。川根温泉が来なくなっていかない人が多数いるとの事
です。

島田市を流れる大井川にはマラソンコース、市営野球場、サッカー場、グランドゴルフ等、上流（川根）より下
流（六合）まで一流なものがあるので・・まずはその管理を充分に行う上で（特に陸上競技場トラックの管理不
十分なひどい事、島田球場の老朽化はさみしい）田代のスポーツ施設を考える必要と思います。さて、今回の
市町対抗駅伝競走の結果がさみしい近年の最低です。（藤枝市との比較で差をつけられた）市教委長の奮
起を望む。市長の十位目標がカラ回りだ。市長応援しています。教委会にカツを入れてください。来年は６位
入賞だ。藤枝の上に。以前、寒風の島田市内一周駅伝に何回か走っている７０代の自分です。

アンケート項目はいろいろですが、私の居住する船木地区からでは非常に遠く不便です。従ってアンケート用
紙への回答はしません、

大井川河川敷に、リバティという整備されたランニングコースがありながら、その利用者は意外に少ない。県市
町村対抗駅伝競走市の部の成績は、１７位であった。前所のグラウンドも、いわゆる陸上競技に利用されてい
るのはあまり見掛けない。これからまだまだ活用・開発の余地が残されているものと思う。そのような中で（ロー
ズアリーナとは異質の施設構想としても）なぜ、山間の田代の郷にスポーツを中心とした施設を新設しなけれ
ばならないのか、仮に新設したとしても、果たしてどれだけの利用者があるのか、極めて疑問である。面積が
２．７ｈａ、ワシタカ類保護のため、人の集合を抑制するとあっては、なおさら良案は浮かばない。いずれにして
も、用地を２年も３年も放置しておく放漫な運営は、許されない。早急に民間へ譲渡し、有効活用すべきであ
る。島田市に必要なのは、内外から多数の客を引き寄せられる大規模な観光施設ではないか。

人口減の今、新たな新設は必要ないと思います。

例、老人ホーム等の福祉施設が良い！

老人ホーム、介護施設、焼却場を利用し暖房、風呂。

財政的に、事業費その他費用を考えると、一地区に大きな予算を計上する事はどうか。

この先、人口が減った時、はたして利用する人、団体が有るとは思われないと考えます。

梅園を中心とした農業公園。伊太地区の地元も運営管理に参加。家族そろって温泉、農業公園で１日ゆっくり
健康増進を。
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私は田代をよく知る人です。８０才になりますが、小学校入学前より家の土地がありよく行きました。少々不安が
あるのは、坂道があること。中学生・小学生が自転車で田代まで行くにしても坂が問題です。何回も自転車で
行きましたが、自家用・コミュニティ・バイク以外では無理です。小中高生が自由に行けるところでないと。大
井川河川敷の発展で、田代は無理、山の奥までスポーツは行かないのではないか。千葉山も何百回と登った
私が無理と思うので正直利用は無理ではないか。８０才になろうとしている人が感ずる正直な気持ちですね。

とにかく場所が山の中という事で、人を集める手段がむつかしい。老若男女だれでも簡単に行ける所で無いと
集客は困難と思う。例として私が車をやめて自転車で動いている。当地へ出掛けるには、バス利用となる。伊
太地区を通る他に手が無い。何か安い費用でやってと利用者の目途が無いと思う。ちなみに金谷発のバスを
利用しているが、伊太から乗るバスは人が一人も乗っていない。空である。人集めより他に利用方法が無いも
のかと考える。大衆向けには余りにも不便。市でやっても赤字は目にみえている。

田代の郷にしかないような魅力的な施設を希望する。

施設を特定すると利用が限定され、費用対効果はあまり認められないと思います。

スポーツ振興に反対する様で申し訳なく思っています。少し美術的な事も考えて頂きたい。島田市には美術
館がない。期待しています。

陸上競技場を田代の郷に整備することに対し、地理的に不便であり、市民全体として利用者が特定される。も
し、陸上競技場が新設される場合、誰でも利用しやすい場所を選んで欲しい。

土地を売却し地元従業員を採用する企業を設置すべき。

・地理的にむずかしい場所だと思います。・温泉施設があるので、老人介護施設も良いかと思いましたが、隣
に墓地があるので「うば捨て山」のようだし。・スポーツ施設なら、市民の為でなくて（利用してもいいが）、外貨
を稼ぐような、学生やスポ少などの合宿の人達が利用できるように。

芝生公園、児童公園などが良いと思います。

野鳥などの事を考えると、これ以上人の手を入れてほしくない。もし入れるのであれば、野鳥等が集まりやすい
環境作り。例、木や草花を植えて自然公園のようにする事を望む。

・多くの人を集める施設は少々無理がある様に思う・迷惑施設しか利用価値がないのかな～・スポーツとした
らアーチェリーなどなら！どうだろう・道路が良くなりアクセスが良くなれば状況は変わるかも

民間に施設のアイデアを出してもらい、すべてを民間に任せる。

【女性のご意見】
①河川敷を大いに利用出来る様②登り下りの道路を増やして舗装して頂きたい

あんな場所に何を作っても無駄です。場所が悪い。

土地の利用方法はいろいろあると思いますが、いくら福祉施設・スポーツ施設を作っても市民の健康維持に
はつながらないと思います。御自分の健康維持は自分の身の回りにあると思います。高齢者が増えているので
あまり利用できないし、それより自然の樹木を植えた方が良いと思います。若い方の施設は充分ある。

５２年前の都市計画（半世紀）向島（若松町）公園の計画が今だ実現しないのに、田代の件は、中止せよ。５２
年前の件が、実現したら、他の都市計画を行っても良い。田代の郷には、これ以上、市民税・県・国からの助
成金を使うな。

市街地から離れていすぎ。何も必要ないと思います。

家族で休日を過ごせる広場のような公園（トイレ、木陰のベンチくらいで、あまり遊具は設置しない）

新しい事をはじめるのはとても大変な事です。高齢者が増えてゆく中、今４０代３０代の若い人達は大変な老後
を強いうれています。あるからお金を使うのではなくて、今ある施設をもっと有効に使って、最小限に出費を考
えて、市の財源を残してやれる様、市長及び関係の方々にお願いします。子供を欲しいけど、生活が？だか
ら子供は産めない人が多いのではないですか？これでは人口は増えませんよ。

自然を楽しめるいこいの場であってほしい

市の老人施設等

今の場合でも、自家用車で行かれても、何年か？運転しなくなった場合、バス停は遠いし不便。アンケートも
そういった方々の為に成る様な内容が無いのが、少し残念です。

緑地公園にして、市民が憩える場所にすれば良いと思う。

島田駅から路線バスを利用して行けば良いのですが、最近、六合南線等バスの回数が少なく不便です。特
に、使いたい時（土・日）は休みですのでバスがあっても何の価値もない。
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旧金谷町内の様々な整備が全くされていないと思います。税金はある程度、平等に使うべきだと思います。市
の負債をこれ以上増やして、若い人達に負担をかけたくない。

ワシタカの生息地であるならば、そのことを第一に考慮すべきと思います。施設を造るよりも、雑木や山野で視
ることの出来る花木などを配し、心の癒しになるような環境をつくることが大事かと思います。

町から離れている為利用する人がないと思う。猛禽類の生息地でもある事から施設計画はどんなものか。一
つ上げるとするなら、美しいみどりの山々を生かし、ウォーキングで体力をつける、又勉学面で利用する様な
合宿施設はどうかと思います。それには、管理運営は委託のほうが良いと思います。

核家族の今日、超高齢者障害等で暮らすその日暮らしで、スポーツ施設は現在の所考えられません。スポー
ツ施設以外も若い人達他必要とする人の意見有れば反対は致しませんが、今回のアンケートで土地利用対
策等知り、回答までに行かないのであしからず。交通手段も考えられません。

健全者も入所できる「老人ホーム」が必要ではないでしょうか。

伊太田代地区が猛禽類の生息地という事なので、その自然環境を守るのにはあまり人為的なものは作れない
のではないですか。いまの自然を守り、次世代の人たちにと考えると、田代地区の自然はこれ以上壊さないほ
うが良いと思います。

あまりにも遠すぎて、年寄り・子供が行ける距離ではないし、他の施設で楽しんでくると言った方向もあればい
いとは思いますが。現在ある、体育館、バラの丘公園とか、池や池の回りの遊具などの近くを考えた方が効率
が良いのではないでしょうか。田代の郷の発展は施設ができてどう発展していけるのか見当がつかない。島田
市に住んでいる人達の意見も、あまり良く思っていないようです。山奥過ぎてダメです。発展場所としてアピー
ルできるのはみんなの目がすぐに見える場がいいですね。

何分にも、不便な場所なので、特別、市民が行ってみたいと思うものでない限り、なかなか難しいと思う。唯
一、孫が楽しむ事の出来る遊園地などを欲しいと思う。

今は車に乗るからいいけど、あとは分かりません。若い者は務めがあるから、行くのは難しくなります。バスもあり
ませんから。

むずかしいことは良くわかりません。財政難の無理市政を圧迫することには賛成できません。
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