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集計報告書

平成 27 年８月
島田市

目次
調査概要 ........................................................... 1
調査の目的 ...................................................................................................... 3
調査の概要 ...................................................................................................... 3
この報告書の見方 ........................................................................................... 3
１８歳以上調査結果.................................................. 5
あなたご自身についてうかがいます。 .......................................................... 7
「地方創生」についてうかがいます。 ........................................................ 10
住みやすさについてうかがいます。 ............................................................ 12
働くことについてうかがいます。 ............................................................... 17
結婚についてうかがいます。 ....................................................................... 24
出産・育児についてうかがいます。 ............................................................ 28
人口減少社会におけるまちづくりについてうかがいます。 ....................... 33
自由記入設問 記述（全文） ....................................................................... 34
中学生調査結果 .................................................... 91
あなたのことについておたずねします。 .................................................... 93
島田市についておたずねします。 ............................................................... 97
未来についておたずねします。 ................................................................. 101
自由記入設問 記述（全文） ..................................................................... 103
高校生世代調査結果................................................ 125
あなたのことについておたずねします。 .................................................. 127
島田市についておたずねします。 ............................................................. 131
未来についておたずねします。 ................................................................. 135
自由記入設問 記述（全文） ..................................................................... 139
転入者調査結果 ................................................... 147
あなたご自身や、ご家族のことについておたずねします。 ..................... 149
転入の理由について、おたずねします。 .................................................. 155
自由記入設問 記述（全文） ..................................................................... 161
転出者調査結果 ................................................... 171
あなたご自身や、ご家族のことについておたずねします。 ..................... 173
転出の理由について、おたずねします。 .................................................. 179
住みやすさについてうかがいます。 .......................................................... 182
自由記入設問 記述（全文） ..................................................................... 186
事業所調査結果 ................................................... 193
「地方創生」についてうかがいます。 ...................................................... 195
貴社の現状についてうかがいます。 .......................................................... 197
貴事業所の従業員についてうかがいます。 ............................................... 200
貴事業所の今後の意向についてうかがいます。........................................ 206
島田市についてうかがいます。 ................................................................. 212
自由記入設問 記述（全文） ..................................................................... 216

調査概要

1

2

調査の目的
島田市では現在、
「人口ビジョン」と「総合戦略」の策定を進めています。本アンケート調査は、計画を
策定するうえでの基礎資料として活用するため、住民の方の意識・意見を把握することを目的に実施し
たものです。

調査の概要
○

調査期間：平成 27 年４月 28 日 ～ 平成 27 年５月 12 日まで

○

調査対象：下表のとおり

○

配布・回収状況：
調査対象

○

配布数

回収数

回収率

18 歳以上

2000 票

523 票

26.15%

中学生

808 票

784 票

97.03%

高校生世代（15～18 歳）

500 票

127 票

25.4%

転入者

1000 票

334 票

33.4%

転出者

1000 票

283 票

28.3%

事業所

1000 票

324 票

32.4%

調査方法：郵送配布・郵送回収
中学生については、各学校を通じて直接配布・回収

この報告書の見方
この報告書の分析結果を読む際の留意点は以下のとおりです。
○「調査結果」の図表は、原則として回答者の構成比（百分率）で表現しています。
○百分率による集計では、回答者数（該当質問においては該当者数）を 100％として算出し、本文
及び図表の数字に関しては、全て小数点第２位以下を四捨五入し、小数点第１位までを表記しま
す。このため、全ての割合の合計が 100％にならないことがあります。また、複数回答の設問で
は、全ての割合の合計が 100％を超えることがあります。
○図表中の「0.0」は四捨五入の結果または回答者が皆無であることを表します。
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１８歳以上調査結果
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あなたご自身についてうかがいます。

①性別（１つに○）

「１．男性」が 42.1%、
「２．女性」が 55.4%となっています。

無回答
2.5%

１．男性
42.1%
２．女性
55.4%

回答者数=523
回答者数=523

②年齢（１つに○）

「11．65 歳以上」が 14.0%で最も多く、次いで「５．35～39 歳」が 12.2%、「６．40～44
歳」が 11.9%、「３．25～29 歳」が 10.5%、「９．55～59 歳」が 9.6%となっています。
回答者数=523
回答者数=523
0%

10%

１．19
１．19歳以下
19歳以下

4.2

２．20
２．20～
24歳
20～24歳

6.7

３．25
３．25～
25～29歳
29歳

10.5
8.2

４．30
４．30～
30～34歳
34歳
５．35
５．35～
35～39歳
39歳

12.2

６．40
６．40～
40～44歳
44歳

11.9

７．45
７．45～
45～49歳
49歳

7.1

８．50
８．50～
50～54歳
54歳

6.7

９．55
９．55～
55～59歳
59歳

9.6

10．
10．60～
60～64歳
64歳

7.5

11．
11．65歳以上
65歳以上
無回答

20%

14.0
1.5
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③職業（１つに○）

「１．会社員」が 36.3%で最も多く、次いで「４．パート・アルバイト」が 17.6%、
「７．
無職」が 13.0%、
「５．専業主婦（夫）」が 10.9%、
「３．自営業」が 6.3%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

１．会社員

40%
36.3

２．公務員

4.8

３．自営業

6.3

４．パート・アルバイト

17.6

５．専業主婦（夫）

10.9

６．学生

5.0

７．無職

13.0

８．その他

4.2

無回答

1.9

④あなたのお住まいの地区はどこですか。（１つに○）

「１．旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
」が 36.7%で最も多く、
次いで「２．六合地区」が 15.3%、
「７．金谷地区」が 13.6%、
「３．初倉地区」が 11.5%、
「８．五和地区」が 5.9%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

１．旧島田市内(
１．旧島田市内(第一中学校区、
大津地区を除く第ニ中学校区）
15.3

３．初倉地区

11.5

４．大津地区

4.4

５．大長地区

3.4
1.0

７．金谷地区

13.6

８．五和地区

5.9

９．川根地区
無回答

40%
36.7

２．六合地区

６．伊久身地区

30%

5.2
3.1
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⑤島田市に住んで何年くらいですか。（１つに○）

「４．20～30 年」が 20.1%で最も多く、次いで「１．50 年以上」が 18.5%、「３．30～40
年」が 17.6%、「５．10～20 年」が 13.6%、「２．40～50 年」が 10.1%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

１．50
１．50年以上
50年以上

18.5

２．40
２．40～
40～50年
50年

10.1

３．30
３．30～
30～40年
40年

17.6

４．20
４．20～
20～30年
30年

20.1

５．10
５．10～
10～20年
20年

13.6

６．５～10
６．５～10年
10年

8.4

７．５年未満
無回答

30%

9.6
2.1

⑥あなたのご家族の構成は次のうちどれですか。
（１つに○）

「３．二世代（親と子）
」が 49.3%で最も多く、次いで「４．三世代(親と子と孫)以上」が
19.5%、「２．一世代（夫婦のみ）」が 17.4%、「１．単身（ひとり暮らし）
」が 9.6%、「６．
その他」が 2.7%となっています。

回答者数=523

0%

10%

１．単身（ひとり暮らし）

20%

30%

17.4

３．二世代（親と子）

49.3

４．三世代(
４．三世代(親と子と孫)
親と子と孫)以上

６．その他
無回答

50%

9.6

２．一世代（夫婦のみ）

５．兄弟姉妹

40%

19.5
0.0
2.7
1.5
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60%

「地方創生」についてうかがいます。

問１ あなたは、島田市のことが好きですか。（１つに○）

「２．まあまあ好き」が 53.9%で最も多く、次いで「３．どちらともいえない」が 20.1%、
「１．とても好き」が 18.5%、
「４．あまり好きでない」が 5.4%、
「５．きらい」が 0.6%と
なっています。

回答者数=523

0%

10%

１．とても好き

20%

30%

40%

50%

18.5

２．まあまあ好き

53.9

３．どちらともいえない

20.1

４．あまり好きでない
５．きらい
無回答

60%

5.4
0.6
1.5

問２ 「地方創生」とは何か、知っていますか？（１つに○）

「２．聞いたことはある」が 50.3%で最も多く、次いで「３．知らない」が 30.4%、
「１．
理解している」が 17.2%となっています。

無回答
2.1%
１．理解している
17.2%

３．知らない
30.4%

２．聞いたことはある
50.3%
回答者数=523
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問３ 国は、地方創生を推進する上で、４つの目標を立てています。あなたが最も期待する
目標は何ですか？（１つに○）

「４．時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
」が 32.1%で最も多く、次いで「１．地方における安定した雇用を創出する」が 26.2%、
「３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」が 25.6%、
「２．地方への新しい
ひとの流れをつくる」が 10.5%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

１．地方における安定した雇用を創出する

10.5

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

25.6

４．時代に合った地域をつくり、
安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

問４

40%

26.2

２．地方への新しいひとの流れをつくる

無回答

30%

32.1
5.5

問３でうかがったことについて、具体的に国や市が進めるべきだと思うことがあれ
ば記載してください。（ご自由に記入してください）

※自由意見は、34 ページ以降を参照。
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住みやすさについてうかがいます。

問５

島田市が住みやすいと感じる点はどういった点ですか。（あてはまるものすべてに
○）

「１．自然環境が豊か」が 57.9%で最も多く、次いで「13．生まれ育った土地」が 47.4%、
「５．安全安心な場所」が 30.8%、「２．交通の便がよい」が 22.2%、
「９．買い物をする
店の多さ、近さ」が 18.5%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．自然環境が豊か

57.9

２．交通の便がよい

22.2

３．仕事がある

4.8

４．通勤・通学の利便性

13.4

５．安全安心な場所

30.8

６．教育・保育サービスの充実度

5.5

７．医療・福祉サービスの充実度

9.0

８．家賃、土地の価格

8.0

９．買い物をする店の多さ、近さ
10．転入者への助成制度
10．転入者への助成制度

18.5
0.8

11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
12．まちの知名度
12．まちの知名度

14.3
2.3

13．生まれ育った土地
13．生まれ育った土地

47.4

14．上記ほかの理由
14．上記ほかの理由

4.2

15．
15． わからない・特にない
無回答

60%

9.0
1.0
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70%

問６

島田市が住みにくいと感じる点はどういった点ですか。（あてはまるものすべてに
○）

「９．買い物をする店が少ない・遠い」が 38.6%で最も多く、次いで「２．交通の便が悪
い」が 35.4%、
「３．仕事がない」が 29.3%、
「７．医療・福祉サービスが充実していない」
が 21.0%、
「12．まちの知名度が低い」が 17.8%となっています。

回答者数=523

0%
１．自然環境が豊かでない

10%

20%

30%

1.3

２．交通の便が悪い

35.4

３．仕事がない

29.3

４．通勤・通学がしにくい

15.1

５．安全安心と感じられない

5.5

６．教育・保育サービスが充実していない

13.2

７．医療・福祉サービスが充実していない

21.0

８．家賃、土地の価格が高い

12.6

９．買い物をする店が少ない・遠い

38.6

10．転入者への助成制度が足りていない
10．転入者への助成制度が足りていない

7.5

11．近所のつきあい、地域活動が少ない
11．近所のつきあい、地域活動が少ない

6.3

12．まちの知名度が低い
12．まちの知名度が低い
13．見知らぬ土地
13．見知らぬ土地

17.8
3.1

14．上記ほかの理由
14．上記ほかの理由

6.9

15．わからない・特にない
15．わからない・特にない
無回答

40%

13.4
4.2
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50%

問７ あなたが、住む場所を検討する際に、重視する点は何ですか。
（あてはまるものすべ
てに○）

「２．交通の便がよい」が 63.9%で最も多く、次いで「５．安全安心な場所」が 60.6%、
「９．買い物をする店の多さ、近さ」が 56.2%、
「７．医療・福祉サービスの充実度」が
51.8%、「３．仕事がある」が 46.7%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

40%

１．自然環境が豊か

50%

60%

41.1

２．交通の便がよい

63.9

３．仕事がある

46.7

４．通勤・通学の利便性

42.4

５．安全安心な場所

60.6

６．教育・保育サービスの充実度

35.2

７．医療・福祉サービスの充実度

51.8

８．家賃、土地の価格

35.9

９．買い物をする店の多さ、近さ

56.2

10．転入者への助成制度
10．転入者への助成制度

7.3

11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
12．まちの知名度
12．まちの知名度

16.8
3.8

13．生まれ育った土地
13．生まれ育った土地
14．上記ほかの理由
14．上記ほかの理由

70%

11.5
2.5

15．わからない・特にない
15．わからない・特にない

1.9

無回答

1.5
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問８ あなたが、住む場所を決めたり、住宅を購入したりする際に、きっかけになり得る行
政サービスは何ですか。
（あてはまるものすべてに○）

「11．医療費無料制度」が 44.6%で最も多く、次いで「２．子育て世代への税制優遇や補
助金」が 44.4%、「10．保育所・学童保育の充実」が 36.7%、「１．転入者に対する税制優
遇や補助金」が 29.6%、
「７．住居に関する不動産情報の提供」及び「９．大規模商業施設
の誘致」が 21.4%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

１．転入者に対する税制優遇や補助金

40%

29.6

２．子育て世代への税制優遇や補助金

44.4

３．二世帯住宅、三世代同居などへの助成
４．移住歓迎パンフレット

17.6
6.3

５．転入に関する相談窓口
６．定住促進専用のホームページ

14.5
6.1

７．住居に関する不動産情報の提供

21.4

８．住宅開発

9.0

９．大規模商業施設の誘致

21.4

10．保育所・学童保育の充実
10．保育所・学童保育の充実

36.7

11．医療費無料制度
11．医療費無料制度

44.6

12．地域資源を生かした自然とふれあう教育
12．地域資源を生かした自然とふれあう教育

17.8

13．ブランド力や特徴のある教育機関の有無
13．ブランド力や特徴のある教育機関の有無

6.7

14．地域コミュニティの充実
14．地域コミュニティの充実
15．農業体験等が簡単にできる仕組み
15．農業体験等が簡単にできる仕組み
16．市民団体活動、地域活動の支援
16．市民団体活動、地域活動の支援
17．その他
17．その他
無回答

50%

17.0
4.6
6.7
5.5
7.3

15

問９ あなたは、今後も島田市に住み続けるご予定ですか。
（１つに○）

「１．住み続ける予定である」が 72.7%で最も多く、次いで「４．わからない」が 14.0%、
「２．予定はないが、いずれ引っ越すと思う」が 11.7%、
「３．近々、引っ越す予定である」
が 1.3%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１．住み続ける予定である

70%

80%
72.7

２．予定はないが、いずれ引っ越すと思う

11.7

３．近々、引っ越す予定である

1.3

４．わからない

14.0

無回答

0.4

【問９で「２．予定はないが、いずれ引っ越すと思う」、「3．近々、引っ越す予定である」
を選択した方にうかがいます。】
問９-1 引っ越す理由は何ですか。
（あてはまるものすべてに○）

「２．転勤・就業のため」が 35.3%で最も多く、次いで「10．上記以外の理由」が 20.6%、
「８．生活環境がよくないため」が 17.6%、「３．結婚のため」が 16.2%、「６．親の介護
のため」が 10.3%となっています。

回答者数=68

0%
１．進学のため

10%

20%

30%

1.5

２．転勤・就業のため

35.3

３．結婚のため

16.2

４．妊娠・出産のため

1.5

５．子どもの学校のため

1.5

６．親の介護のため

10.3

７．市のサービスに不満があるため

7.4

８．生活環境がよくないため

17.6

９．理由はない

7.4

10．上記以外の理由
10．上記以外の理由
無回答

40%

20.6
1.5
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働くことについてうかがいます。

問 10 あなたは、現在、どこで働いていますか（就労形態は問わない）。（１つに○）

「１．市内で働いている」が 39.6%で最も多く、次いで「２．市外で働いている」が 30.4%、
「４．働いていない」が 23.7%、
「３．学生である」が 4.8%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

40%

１．市内で働いている

50%

39.6

２．市外で働いている

30.4

３．学生である

4.8

４．働いていない

23.7

無回答

1.5

【問 10 で「１．市内で働いている」、「２．市外で働いている」を選択した方にうかがいま
す。】
問 10-１ 現在、働いている環境で改善してほしい点は何ですか。（あてはまるものすべて
に○）

「１．給与」が 54.1%で最も多く、次いで「２．休みの日数（有給休暇の取得など）」が
25.4%、「３．労働時間」が 22.1%、「７．福利・厚生」が 18.9%、「５．職場の人間関係」
及び「６．仕事の内容・やりがい」が 18.3%となっています。

回答者数=366

0%

10%

20%

30%

１．給与
25.4

３．労働時間

22.1

４．勤務シフト

10.1

５．職場の人間関係

18.3

６．仕事の内容・やりがい

18.3

７．福利・厚生

18.9

８．介護・育児休暇制度の促進

10．上記以外
10．上記以外
無回答

50%

60%
54.1

２．休みの日数（有給休暇の取得など）

９．法令順守（パワハラ・セクハラなど）

40%

12.3
7.1
10.4
8.7
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【問 10 で「２．市外で働いている」と「３．学生である」を選択した方にうかがいます。
問 10-2、問 10-3 にお答えください。】
問 10-2 どこで働いていますか、または、どこへ通学していますか（あてはまるもの１つ
に○）

「１．静岡市」が 17.4%で最も多く、次いで「４．藤枝市」が 14.7%、
「６．牧之原市」が
13.6%、「３．焼津市」が 13.0%、
「８．吉田町」が 9.2%となっています。

回答者数=184

0%

10%

20%

１．静岡市

17.4
3.8

２．浜松市
３．焼津市

13.0
14.7

４．藤枝市
５．掛川市

8.2
13.6

６．牧之原市
７．菊川市

5.4
9.2

８．吉田町
９．川根本町
10．その他静岡県内（市・町・村）
10．その他静岡県内（市・町・村）
11．静岡県外（都・道・府・県）
11．静岡県外（都・道・府・県）
無回答

2.2
3.3
4.3
4.9
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問 10-3 通勤・通学先の市町と異なる島田市に住んでいる理由は何ですか。
（あてはまるも
のすべてに○）

「１．島田市に実家があるから」が 68.5%で最も多く、次いで「８．上記以外の理由」が
16.3%、「５．生活環境がよいから」が 11.4%、「３．人間関係がよいから（友達がいるな
ど）」が 8.2%、
「２．家族が市内に通勤・通学しているから」及び「４．職場・学校に近い
から（交通の便がよいから）」が 6.0%となっています。

回答者数=184

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１．島田市に実家があるから
6.0

３．人間関係がよいから（友達がいるなど）

8.2

４．職場・学校に近いから（交通の便がよいから）

6.0

５．生活環境がよいから

７．家賃が安いから

11.4
0.5
2.7

８．上記以外の理由
無回答

80%

68.5

２．家族が市内に通勤・通学しているから

６．医療・福祉のサービスがよいから

70%

16.3
5.4

問 11 あなたは、今後、新たに職に就く、もしくは転職の希望はありますか。（１つに○）

「１．就職・転職の希望はない」が 46.3%で最も多く、次いで「２．市内で就職・転職し
たい」が 35.8%、
「３．市外で就職・転職したい」が 8.8%となっています。

無回答
9.2%
３．市外で就職・転職
したい
8.8%

１．就職・転職の希望は
ない
46.3%

２．市内で就職・転職
したい
35.8%
回答者数=523
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【問 11 で「２．市内で就職・転職したい」と「３．市外で就職・転職したい」を選択した
方にうかがいます。問 11-1、問 11-2 にお答えください。】
問 11-1 あなたが（将来的に）仕事を選択する上で何を重視しますか。
（あてはまるものす
べてに○）

「１．給与」が 57.9%で最も多く、次いで「６．仕事の内容・やりがい」が 48.1%、
「２．
休みの日数（有給休暇の取得など）
」が 46.8%、
「３．労働時間」が 46.4%、
「４．通勤時間」
が 44.2%となっています。

回答者数=233

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．給与

57.9

２．休みの日数（有給休暇の取得など）

46.8

３．労働時間

46.4

４．通勤時間

44.2

５．職場の人間関係

33.0

６．仕事の内容・やりがい

48.1

７．福利・厚生

27.0

８．介護・育児休業制度の有無

11.6

９．法令順守(
９．法令順守(パワハラ・セクハラがないなど）

12.0

10．上記以外の理由
10．上記以外の理由

60%

1.7

無回答

18.5

20

70%

問 11-2 就労するなら、次のうち、どの分野の仕事を希望しますか。
（あてはまるものすべ
てに○）

「６．商業・サービス業（コンビニ・スーパー等含む中小企業）」が 32.2%で最も多く、次
いで「５．商業・サービス業（コンビニ・スーパー等含む大企業）
」が 28.8%、
「４．工業
（中小企業）」が 21.5%、
「７．公務員」が 18.0%、
「３．工業（大企業）」が 17.2%となって
います。

回答者数=233

0%

10%

１．農林業・畜産業
２．水産業

20%

40%

6.0
0.4

３．工業（大企業）

17.2

４．工業（中小企業）

21.5

５．商業・サービス業（コンビニ・スーパー等含む大企業）

28.8

６．商業・サービス業（コンビニ・スーパー等含む中小企業）

32.2

７．公務員

18.0

８．自由業（芸能・スポーツ・弁護士など）

8.2

９．上記以外の職種

15.0

10．就労を希望していない
10．就労を希望していない
無回答

30%

6.0
0.0
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問 12 就労機会の向上等に向けて、島田市が重点的に取り組むべきと感じるものはどれで
すか。
（あてはまるものすべてに○）

「１．求人・求職のマッチング」が 45.7%で最も多く、次いで「６．就労に関する相談窓
口」が 39.4%、
「３．企業情報などの情報発信」が 39.2%、
「７．起業支援」が 21.6%、
「２．
企業・事業所などと連携した職業体験」が 21.0%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

40%

１．求人・求職のマッチング

45.7
21.0

２．企業・事業所などと連携した職業体験
３．企業情報などの情報発信

39.2
20.7

４．合同就職（転職）説明会
５．ビジネススキル向上のためのセミナー

18.4
39.4

６．就労に関する相談窓口
７．起業支援

21.6
14.1

８．職場環境向上のための企業向け広報
９．その他

50%

4.4
13.2

無回答

問 13 あなたが、通勤・通学等に要する時間はどれくらいですか。（１つに○）

「１．15 分未満」が 24.9%で最も多く、次いで「２．15～30 分未満」が 22.6%、「３．30
分～１時間未満」が 19.7%、「６．通勤・通学をしていない」が 12.2%、
「４．１時間～１
時間 30 分未満」が 5.7%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

１．15
１．15分未満
15分未満

24.9

２．15
２．15～
15～30分未満
30分未満

22.6

３．30
３．30分～１時間未満
30分～１時間未満

19.7

４．１時間～１時間30
４．１時間～１時間30分未満
30分未満
５．１時間30
５．１時間30分以上
30分以上

5.7
0.8

６．通勤・通学をしていない

12.2

無回答

14.1
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問 14 あなたが、通勤・通学等に要する時間として許容できる時間はどれくらいですか。
（１つに○）

「２．15～30 分未満」が 38.8%で最も多く、次いで「３．30 分～１時間未満」が 31.5%、
「１．15 分未満」が 8.2%、
「４．１時間～１時間 30 分未満」が 5.2%、
「５．１時間 30 分
以上」が 1.0%となっています。

回答者数=523

0%

10%

１．15
１．15分未満
15分未満

20%

30%

40%

8.2

２．15
２．15～
15～30分未満
30分未満

38.8

３．30
３．30分～１時間未満
30分～１時間未満

31.5

４．１時間～１時間30
４．１時間～１時間30分未満
30分未満
５．１時間30
５．１時間30分以上
30分以上
無回答

5.2
1.0
15.3
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50%

結婚についてうかがいます。

問 15 あなたは、現在、結婚していますか。
（１つに○）

「１．独身」が 35.0%、
「２．結婚している（事実婚を含む）」が 59.5%となっています。

無回答
5.5%

１．独身
35.0%

２．結婚している（事実婚
を含む）
59.5%
回答者数=523

【問 15 で「１．独身」を選択した方にうかがいます。問 15-1、問 15-2、問 15-3 にお答え
ください。
】
問 15-1 今後の結婚に関するあなたの希望は次のうち、どれにあてはまりますか。
（１つに
○。「１．」を選択の場合は、年齢も選択してください。
）

「１．いずれ結婚するつもり」が 49.2%で最も多く、次いで「３．わからない」が 31.7%、
「２．結婚するつもりはない」が 18.0%となっています。

回答者数=183

0%

10%

20%

30%

40%

１．いずれ結婚するつもり

49.2

２．結婚するつもりはない

18.0

３．わからない
無回答

50%

31.7
1.1
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60%

【問 15-１の回答者（独身者で「いずれ結婚するつもり」と回答）のうち、18 歳～34 歳の方
の回答の抽出】

18歳～34歳 独身者の結婚に関する希望
回答者数＝95
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

１．いずれ結婚するつもり

90%

75.8%

２．結婚するつもりはない

6.3%

３．わからない

無回答

80%

17.9%

0.0%

【問 15-1 で「１．いずれ結婚するつもり」を選択した方にうかがいます。】
何歳までに結婚したいですか。
（以下から１つに○）

「３．26～30 歳」が 36.7%で最も多く、次いで「４．31～35 歳」が 20.0%、「２．21～25
歳」が 14.4%、「６．40 歳～」が 10.0%、
「５．36～40 歳」が 7.8%となっています。

回答者数=90

0%
１．～20
１．～20歳
20歳

10%

20%

14.4

３．26
３．26～
26～30歳
30歳

36.7

４．31
４．31～
31～35歳
35歳

６．40
６．40歳～
40歳～
無回答

40%

0.0

２．21
２．21～
21～25歳
25歳

５．36
５．36～
36～40歳
40歳

30%

20.0
7.8
10.0
11.1
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問 15-2 現在、結婚していない理由は何ですか。
（あてはまるものすべてに○）

「１．結婚したいと思える相手がいない」が 33.9%で最も多く、次いで「９．出会う機会、
きっかけがない」が 33.3%、「２．家族を養うほどの収入がない」が 21.9%、「８．まだ若
すぎる」及び「12．上記以外の理由」が 17.5%、
「７．結婚資金が足りない」が 16.9%とな
っています。
回答者数=183

0%

10%

20%

30%

１．結婚したいと思える相手がいない

33.9

２．家族を養うほどの収入がない

21.9

３．精神的に自由でいられる

15.8

４．経済的に自由がきく

13.1

５．異性とうまく付き合えない

12.6

６．仕事（学業）に打ち込みたい

9.3

７．結婚資金が足りない

16.9

８．まだ若すぎる

17.5

９．出会う機会、きっかけがない

33.3

10．結婚に意味を見出せない
10．結婚に意味を見出せない

9.3

11．理由は特にない
11．理由は特にない

10.4

12．上記以外の理由
12．上記以外の理由
無回答

40%

17.5
1.1

問 15-3 結婚した場合、島田市に住み続けたいと思いますか。（１つに○）

「３．住む場所にこだわらない」が 49.2%で最も多く、次いで「１．住み続けたい」が 37.7%、
「２．住み続けたくない」が 7.7%となっています。
無回答
5.5%

１．住み続けたい
37.7%
３．住む場所に
こだわらない
49.2%

２．住み続けたくない
7.7%
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回答者数=183

問 16 島田市が重点的に取り組むべき結婚支援事業は何だと思いますか。
（あてはまるもの
すべてに○）

「１．安定した雇用の支援」が 54.7%で最も多く、次いで「２．若い夫婦への住まいの支
援」が 36.3%、
「４．婚活イベントなどによる出会いの場の提供」が 32.1%、
「３．結婚祝い
金などの経済的支援」が 23.3%、
「５．結婚相談窓口（仲立ち）
」が 16.8%となっています。
回答者数=523

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．安定した雇用の支援

54.7

２．若い夫婦への住まいの支援

36.3

３．結婚祝い金などの経済的支援

23.3

４．婚活イベントなどによる出会いの場の提供

32.1

５．結婚相談窓口（仲立ち）

16.8

６．若い世代への結婚に関する講習会

5.0

７．交際術やマナーなどを学ぶ講座

5.2

８．結婚を推奨するようなＰＲ
８．結婚を推奨するようなＰＲ

7.6

９．行政がやる必要はない
10．その他
10．その他

60%

9.6
2.7

無回答

10.7

問 17 「ご夫婦の方(事実婚含む)」と「独身の方で交際相手がいる方」におうかがいしま
す。どのようなきっかけでお知り合いになりましたか。
（あてはまるものすべてに○）

「２．職場や仕事関係（アルバイトを含む）」が 20.3%で最も多く、次いで「５．友人や兄
弟姉妹を通じて」が 16.1%、
「６．見合い（親せき・上役などの紹介も含む）」が 9.4%、
「１．
学校」が 7.8%、
「４．学校以外のサークル活動やクラブ活動・習いごと」が 3.4%となって
います。
回答者数=523

0%

10%

１．学校

20%

20.3
1.3

４．学校以外のサークル活動やクラブ活動・習いごと

3.4

５．友人や兄弟姉妹を通じて

16.1

６．見合い（親せき・上役などの紹介も含む）
７．結婚相談所
８．街なかや旅先
９．インターネットの恋愛・結婚情報サイト
10．その他
10．その他

40%

7.8

２．職場や仕事関係（アルバイトを含む）
３．幼なじみ・近隣に住んでいた

30%

9.4
1.5
2.3
1.0
2.7

無回答

35.8
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出産・育児についてうかがいます。

問 18 あなたは、現在、お子さんが何人いますか。
（１つに○）

「６．子どもはいない」が 36.3%で最も多く、次いで「２．２人」が 30.8%、「３．３人」
が 13.4%、
「１．１人」が 12.6%、
「４．４人」が 1.1%となっています。
回答者数=523

0%

10%

１．１人

20%

30%

12.6

２．２人

30.8

３．３人

13.4

４．４人
５．５人以上

40%

1.1
0.0

６．子どもはいない

36.3

無回答

5.7

問 19 今後さらに何人のお子さんを持ちたいですか（１つに○）

「６．子どもはいらない」が 45.3%で最も多く、次いで「２．２人」が 17.4%、
「１．１人」
が 13.2%、
「３．３人」が 5.7%、
「４．４人」が 1.0%となっています。

回答者数=523

0%

10%

１．１人

50%

5.7
1.0
0.0

６．子どもはいらない
無回答

40%

17.4

３．３人

５．５人以上

30%

13.2

２．２人

４．４人

20%

45.3
17.4
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【問 19 の回答者のうち、20 歳～49 歳の既婚者の回答の抽出】

予定子ども数別回答状況
回答者数＝163
0%

10%

１人

20%

30%

40%

50%

10.4%

２人

52.8%

３人

31.9%

４人

1.8%

５人以上

1.8%

子どもはいらない

60%

1.2%

問 20 あなたにとって、理想的な子どもの数は何人ですか。
（１つに○）

「３．３人」が 41.5%で最も多く、次いで「２．２人」が 36.9%、「４．４人」が 5.0%、
「６．子どもはいらない」が 4.6%、「１．１人」が 3.3%となっています。

回答者数=523

0%

10%

１．１人

20%

41.5

４．４人

無回答

50%

36.9

３．３人

６．子どもはいらない

40%

3.3

２．２人

５．５人以上

30%

5.0
0.8
4.6
8.0
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【問 20 の回答者のうち、20 歳～49 歳の既婚者の回答の抽出】

理想的な子ども数別回答状況
回答者数＝170
0%

１人

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2.9%

37.1%

２人

３人

54.1%

４人

3.5%

５人以上

1.2%

子どもはいらない

1.2%

問 21 理想的な子どもの数を実現するために、課題となること（なりそうなこと）は何で
すか。
（あてはまるものすべてに○）

「１．子育てや教育にお金がかかりすぎる」が 71.5%で最も多く、次いで「７．年齢的な
問題」が 31.0%、「５．子どもを預ける施設が整っていない」が 30.2%、
「８．育児・出産
の心理的・肉体的な負担」が 27.3%、
「４．子育てを手助けしてくれる人がいない」が 25.0%
となっています。
回答者数=523

0%

10%

20%

30%

40%

１．子育てや教育にお金がかかりすぎる
14.9

３．自分の仕事に差し支える

21.2

４．子育てを手助けしてくれる人がいない

25.0

５．子どもを預ける施設が整っていない

30.2

６．妊娠・出産・子育てに関する情報不足

9.8

７．年齢的な問題

31.0

８．育児・出産の心理的・肉体的な負担

27.3
11.9

９．配偶者の家事・育児への協力が見込めない

11．課題は特にない
11．課題は特にない
無回答

60%

70%

80%
71.5

２．家が狭い

10．上記以外の理由
10．上記以外の理由

50%

3.3
4.8
8.4
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問 22 「理想とする子どもの数より子どもの数が少ない方」にお聞きします。理想の子ど
も数と差があるのはどうしてですか。（あてはまるものすべてに○）

「１．子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が 27.9%で最も多く、次いで「３．自分
の仕事（勤めや家業）に差し支えるから」が 10.3%、
「５．子どもを預ける施設が整ってい
ないから」及び「７．高年齢で生むのはいやだから」が 9.2%、
「13．その他」が 9.0%とな
っています。

回答者数=523

0%

10%

50%

60%

10.3

３．自分の仕事（勤めや家業）に差し支えるから
3.4

9.2

５．子どもを預ける施設が整っていないから
2.1

9.2

７．高年齢で生むのはいやだから
８．これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから

7.3

９．健康上の理由から

6.7
4.2

10．配偶者の家事や育児への協力が得られないから
10．配偶者の家事や育児への協力が得られないから
11．配偶者が望まないから
11．配偶者が望まないから

40%

6.5

２．家が狭いから

６．自分や夫婦の生活を大切にしたいから

30%
27.9

１．子育てや教育にお金がかかりすぎるから

４．子どもがのびのび育つ環境ではないから

20%

2.5
3.8

12．末子が配偶者の定年退職までに成人してほしいから
12．末子が配偶者の定年退職までに成人してほしいから

9.0

13．その他
13．その他

53.2

無回答
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問 23 今後、育児に関するサービスとして、島田市が最も力を入れるべきだと思うのは次
のうち、どれですか。（１つに○）

「１．幼稚園・保育所・認定こども園などの定員の拡充」が 34.0%で最も多く、次いで「５．
各種助成をはじめとする金銭的なサポートや現物給付」が 29.1%、
「２．子どもを預かるサ
ービスの時間の延長」が 22.8%、「６．子育てにおける母子の保健・医療体制の充実」が
21.2%、「３．子どもを預かる施設の教育・保育の質の向上」が 18.2%となっています。

回答者数=523

0%

10%

20%

30%

１．幼稚園・保育所・認定こども園などの定員の拡充

34.0

２．子どもを預かるサービスの時間の延長

22.8

３．子どもを預かる施設の教育・保育の質の向上

18.2

４．子育てに関する施設・サービス・イベントなどの
情報提供の充実

9.9

５．各種助成をはじめとする金銭的なサポートや現物給付

29.1

６．子育てにおける母子の保健・医療体制の充実
７．子育てに関する様々な講座、イベント、講演会の実施

40%

21.2
3.1

８．子育てに関する総合的な相談体制の充実

12.2

９．その他

3.4

10．行政が行うサービスをこれ以上増やす必要はない
10．行政が行うサービスをこれ以上増やす必要はない

3.4

無回答

9.9

32

人口減少社会におけるまちづくりについてうかがいます。
問 24 現在（平成 27 年３月）
、島田市の人口は 100,646 人です。あなたは将来何人くらい
が本市の人口としてちょうどよいと思いますか。
（１つに○）

「４．10 万人～20 万人」が 36.1%で最も多く、次いで「３．10 万人程度」が 27.5%、
「６．
わからない」が 20.7%、
「２．５万人～10 万人」が 4.8%、
「５．20 万～30 万人」が 4.4%と
なっています。

回答者数=523

0%
１．５万人未満

10%

20%

30%

40%

1.5

２．５万人～10
２．５万人～10万人
10万人

4.8

３．10
３．10万人程度
10万人程度

27.5

４．10
４．10万人～
10万人～20
万人～20万人
20万人
５．20
５．20万～
20万～30
万～30万人
30万人

36.1
4.4

６．わからない
無回答

20.7
5.0

問 25 今後、人口減少が進んでいくと、あなたにとって最も困ることは何だとお考えで
しょうか。

※自由意見は、次ページ以降を参照。

問 26 島田市が活性化し、人口減少に歯止めをかけるためには、市としてどのようなこと
を重点的に進めるべきだと思いますか。あなたが普段感じていることを教えてくだ
さい。
（ご自由に記入してください）

※自由意見は、次ページ以降を参照。
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自由記入設問 記述（全文）
問４ 問３でうかがったことについて、具体的に国や市が進めるべきだと思うことがあれば記載して
ください。
（ご自由に記入してください）
＜参考＞
問３ 国は、地方創生を推進する上で、４つの目標を立てています。あなたが最も期待する目標は何
ですか？
【回答１ 地方における安定した雇用を創出する】を選択した者
〇国に対して具体的に思う事はまだありません。市に対しては、個人的主観ですが、無理に『街』に
する必要に無いと思います。田舎には田舎の良さがたくさんあるので、そこを生かし、田舎なりの
発展を目指せば良いと思います。派手な『ハコモノ』を造るより、多少不便でも『住み易い』町に
なる事を願います。
〇若い人達の仕事の場をつくる。
〇国の４つの目標、すべてに力を入れてやるべき。
〇大手企業に土地を安く提供し、工場を増やし雇用の拡大をはかる。
〇地方に根づいた企業がもっと地域貢献をするようにして欲しい。そのために、貢献した企業が市民
にわかる形ようなしくみを作ってもらいたい、地域の人がその企業に助けられその企業に入社し
て、地域を助けたいという流れを作ってもらいたい。
〇都会に出て行った若者は地方にはほとんど帰らないと思う。こうなる前に地方創生を真剣に考える
べきだったと思います。
〇現在アベノミクスで一部の上場企業はベースアップ等、マスコミ等でさえも景気が良くなっている
ような風潮があり、その為税金等が上がっているが地方の中小企業一般庶民には何も反映されてい
ないし、逆に生活が苦しくなっている。格差社会が「貧乏人は死ね」と言っているようなものだ。
市独自で力を蓄え市民が安心して生活できるようにしてほしい。
〇企業誘致することを第一と思いますがそれには土地の紹介、売込みを具体的な提示を市が行う。
〇市役所の税金等の対応が親切でない。高圧的な態度でくる。税金が高すぎる。
〇島田市は自然がすばらしいと思います。高い山がある訳では無いですが、すばらしい里山がありま
す。これを生かして継続的な活動につなげていけないでしょうか？
〇以前に失業していた期間があり、島田市の有効求人倍率を知りました。その時感じたのは、島田市
には働き口が少ないという事です。個人的には年代問わず働ける場所をもっと作って頂きたいと思
います。
〇地方創生という言葉は聞くが、何をするのか良くわからない。人口減は様々な理由があると思う
が、雇用・仕事が安定すれば人も増えるし安心して子育てできると思う。国ばかりに頼らず、市は
もっと市民の収入が増える努力をしなければダメ。収入が増えれば税収も増え、福利厚生にもまわ
せる。
〇少子化対策が急務。そのためには、特に男性の雇用の安定が大切、ここを重点的に進めるべき。
〇大学や高校を出たとき、地元に帰りたいと思えるよう、親も努力したいと思います。ですが働く所
がなければ帰ることもできません。雇用をする場が必要です。
〇老後も安心して暮らせる社会。お年寄りを大切にしていく社会。若い人たち子供たちが「働き、税
金を納め社会が成り立っている」ことを理解し実現していく教育。
〇雇用の数ではなく、生活していけるだけの収入が得られる雇用をつくっていくことが大事だと思い
ます。1 日、3～4 時間の雇用を増やしても意味がありません。
〇川根や相賀より奥の地域で住んでもらう様に、無償で住居を貸し出し、農業を丁寧に教える。生活
できる収入が農業から得られるようになるまで地元の周囲の方にも教えてもらう。必要な農機等を
最初は貸し出す。
〇企業誘致による雇用先の確保により人口減少を防ぐ（大学誘致を含む）
。駅南地区の活性化。駅北付
近の商店街の活性化（本通りが寂れている）
。大井川河川敷をもっとスポーツ関係で有効活用を。医
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療施設の拡充。六合地区には公園が少なく子供の遊び場がない。また、街灯が少なく路地が暗い。
六合駅付近の活性化。
〇農業支援。
〇女性が働き易いように保育園や学童保育を充実させる。
〇安定した雇用＝社会保障。
〇若い人だけでなく、働ける人は何歳からでも職をさがせるように、働き口をふやしてほしい。派遣
労働ばかりで、若い人も将来設計が出来ない。
〇雇用が第一。その為に近隣に工場等を誘致。島田市はベッドタウン化してもよい。島田、金谷、藤
枝市、焼津市、牧之原市と共同で地域全体での工場地、商業地ベッドタウン化と役割分担を決めて
取組む。地の利（空港、港）を最大限生かす広域の取組みを望む、一市一町のナショナリズムを廃
止して。
〇商店街の活性化。
〇働く時間が限られてしまう、主婦層の安定した雇用を確保してほしい。
〇広報しまだ 4 月号で勉強させていただきました。市外に出て学んでいる若者が、生まれ育った島田
市へ帰って来られる雇用があること。魅力ある務め口（会社）があることと思います。中学生、高
校生に島田市の会社をたくさん知る体験をさせて下さい。生徒・学生に会社訪問を学校と会社との
連携をとって実施してみてはと思います。（職場体験とは別に）すぐそばに山があり、田畑、川があ
る緑豊かな島田市を PR して下さい。
〇公務員にばかりお金が流れすぎていると思う。中小企業には、何も恩恵はない。税金を払って、そ
れに見合っただけの仕事を公務員がしてくれているとは思えない。議員削減や議員年金の削減、公
務員が優偶されている日本の考えを変えてほしい。
〇新東名金谷インターチェンジ付近の開発を早急に進める事。時間がかかり過ぎ！！
〇地方創生を言っているが実際に何をしているかわからない。具体的な内容が伝わってこない。
〇子育てをしながら、男女が働ける環境がしっかりしているといいです。また、経済的な事を考えず
子供を産める様に手当てを厚くしてほしい。
〇年金がもらえない高齢者（収入なし）や障がい者がいる事を、国や県や市は知らないと思う。（知ろ
うともしない）年金がもらえない高齢者や障がい者が安心して働ける場所があればよい。
〇特に島田市は金谷、川根と（大井川鉄道での通学、路線バスでの通学など）交通手段が課題だと思
います。今後、高齢化になるのは待ったなし。高齢になっても車の運転をやめることがしにくい、
交通事故も心配です。市営バスも利用者が少ないとどんどん本数が減ると思いますが、これがかえ
って利用者離れになるのではないか？例えば、スクールバス、病院、自動車学校のバスを一般の人
たちもなんとか利用できないでしょうか？車イスのタクシーも葬儀の時なかなか予約が大変でし
た。島タクシー平和タクシーさんに伺うと台数を増やすほどの利用もないので台数は増せないとの
ことでした。実際藤枝のタクシー会社を利用することが多かったのですが．
．．。介護施設は増えてい
るので朝・夕を送迎以外で在宅介護の方が利用できないか？無理かもしれませんが、いろんな立場
の方たちの出合いで少しでも改善できないかと思います。
〇雇用のチャンスが少ない事と、悪質な経営者が多くいます。時代の流れでしょうが…。長期的に働
く事の出来るしくみ作りが必要だと思います。
〇私は特養ホームで介護福祉士として勤務していますが、世間で言われている通り、人手不足と低賃
金です。元は市でやっていたところなので、民間の医師の方が始められた法人よりかなり低いで
す。入居待ちの方も多くいて、自宅で介護されている方も多いと思います。職員不足で定員満員で
可動できていないところもあると聞いています。会社員の方並の給料がもらえて職員が増えれば待
ちの方も少しずつでも減っていき、家族が介護から手が離れれば働きたいと思っていた方は、希望
が叶うし、双方面で良い方向に向っていくと思います。
〇雇用と経済の活性化は市民生活において最も大切なことだと思います。空き地をもっと、広く一般
に貸し出したりしたらどうかなと考えます。川沿い（リバティ）の整備がすごく良く、はじめて見
た時はびっくりしました。企業向けにも何か利用してもらえるようにしてはどうでしょう。せっか
くあるのだから、利用しないともったいない！
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〇静岡県の人口が流出している 1 つの要因が、雇用の不足であると考えます。仕事があれば人口が増
加する事もあるかもしれません。島田市のみではなく、近隣の市町村でも企業誘致が出来れば良い
のではないかと思います。
〇新しい建物を作るというよりは、住民が欲しがるものを（頭企画で）提供する、今は世界遺産ブー
ムだが、現存している、隠されている豊かなものに目を向けてもよいのではないだろうか。引っ越
して来た当時、島田の企業は東海パルプしかないというのに驚いた、大井川町、藤枝市にはあるの
に、又東海道沿線、水も豊かなのに、東京、大阪、名古屋、東京（横浜）静岡と転勤族が藤枝の隣
から島田を選んでいるのだが･･･人口減少がない市は少し雰囲気が違った。住民や女性が欲しがるも
のを頭で（企画で）提供する。知人となった人と話していたら、島田が栄えた時、豊かな文化を持
った素晴らしい人達がいたことを聞かされた。やはり外からの人材が流れ込まないと、魅力的で豊
かなで面白い市にはならないのではないだろうか。税制優遇とかして誘致出来ないのだろうか？
〇雇用を創出し、若者が住める街にし、出産数を増やして子供の人口を増やすこと。
〇地方の自立が真の地方創生で経済基盤の自立となりますから、政策は角度を広げてやっていただき
たい。宅地として分譲しても、市は責任をもたない。フォローがほしいです。分譲する時は、土砂
災害など考えてほしい。市営住宅も、まわりに迷惑がある。市は家主だと思って責任を果たしてほ
しいです。
（島田に住むのが嫌になる）何事にも、島田市の経営者だと思い仕事に取り組んでほし
い。島田市が進めるべき大切な事＜ボランティア精神を少しでももってほしい＞民間企業は大変厳
しいものです。
【回答２ 地方への新しいひとの流れをつくる】を選択した者
〇観光への力の入れ方が弱い（島田市）
。客がお金を落としていく工夫をしてほしい。
〇子育て支援として保育園の充実化。安定した雇用。駅周辺の活性化。
〇島田駅前や商店街は、3 年に一度の大祭の時に、にぎやかだが、普段は寂しく感じる。大きな商業施
設があれば、活気がつき、人の流れができると思うし、雇用も増える。また、もともとある商店も
守っていくことも大切だと思う。
〇企業誘致。商業活発化。高齢者対策市としての取り組み。
〇スーパーやデパートなどのショッピング関係ものがなさすぎる。せっかくインターが出来たのにこ
れでは人の流れは入ってこないと思う。
〇ひとの流れで街がにぎわい、人口増加のための政策を推進してほしい。
〇私の夢は、島田が今の姿（豊かな自然や農業風景）を保ちながら、外から島田を訪れる人々が増え
る事です。蓬莱橋のぼんぼり祭りや元気市のキャンドルナイト等、もっと沢山の人に来てもらえた
ら…と思います。川越遺跡や北河製品所も活用して、素敵なイベントが出来のではないかと感じて
います。六合から川根まで各所に見られる桜並木やカタクリ・ツツジ等も昔から大好きな風景で
す。「島田景観計画」をもっと市民が協力でき、分かりやすい内容のものにも取りくんでくださるよ
う、期待しています。
〇今日もテレビで静岡空港への中国からの便が増えたと聞きました。これだけ多くの観光客が入って
くるのに静岡のこの島田市に滞在する時間、期間はどのくらいなのでしょうか？せっかくこの島田
市近くに空港があるのに、全く栄えていない！全く活用できていない！活性化されていない！アピ
ールできていない！もっと人の集まる都会を参考にして、大型店（ex、コストコ、イケヤ、アウト
レット等）を呼びこんだり大型温泉施設をつくったり、もっと新しい事に挑戦して下さい！
〇島田市に願うこと。駅前施設（島田駅等）の拡充／他市町と比較して、駅付近で待ち時間をすごす
施設が少なすぎると思います。このため、コミュニケーションバスの利用が難しくなったり、塾等
の送り迎えで待つ場所がなく、縦列駐車をしている車も多く見受けられます。駅南北共に、イート
インスペースのある軽めの飲食店があれば、集客力も見込めるのではないかを思います。ex ドトー
ル、ミスタードーナツ、コメダ、スターバックスとか。憩いの場が欲しい。／上記の内容と重なる
点もありますが、友達とランチをしたいとき、軽くお茶をしたいとき、行きたいお店がありませ
ん。このため、藤枝や焼津に出向くことが多いです。古くからの飲食店はありますが、他市町のよ
うに“新しいお店が出来たから行ってみたい”と思わせるような魅力的な店舗は少ないと感じま
す、帯通りや、駅南等、道路は補装されてとてもキレイなので、お店が揃えば他市町からも人が集
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まるかもしれません。新しいお店（外見にもこだわった若い人が好きそうなお店）をもっと増やし
て下さい。お願いします。
〇田舎の開いている土地を活用してアウトレットモールやキャンプ場（御殿場や海外でもアウトレッ
トモールなら町よりはなれていでもいっぱい人が行ってまいす。
）も作る、そうすれば市も多少はお
金が入ってくると思う。
〇地方、特に過疎地域への定住を働きかけるべきだと思う。
〇ふるさと納税に、市内観光といったその土地についてあまり知らない人に訪れる機会を増やすもの
を拡充する。
〇企業をもっと誘致したり、空港を利用する人たちに魅力のある島田市を作ってほしい。橋や河原町
の整備をして、観光客がみたくなるようにしてほしい。
〇地域の特性や特産品を上手く利用し、アピールが必要。それがビジネスや観光資源と結びつけば、
雇用も生まれてくると思う。昔からここに暮す人々だけでなく、転入者が入ってきて第二の故郷に
したくなるような政策や支援を考える。
〇政治の中心となる都市と経済の中心となる都市を分けた方が良いと思います。
〇都市部に集中している仕事と商業施設を地方へ分散する。仕事もない、休日に買い物をする場所も
ないと若い人達は都市に出ていくしか生活できない。
〇質問の内容が漠然としていると感じます。
〇地方に財源を渡す…やる気のない自治体は支援されない。自主性と各省職員の地方派遺のバランス
（地方分権）。25 年後、島田市が消滅自治体にならないように。
〇雇用場所の確保。
（お茶農家への紹介等）イベント等での島田市のアピール（キャラクターや名産
品、B 級グルメ）テーマパークや、商業施設の誘致。
〇若い世代が帰ってくる事が市の安定につながるので、1～4 は全て大切だと思います。
〇東京集中の解消。
〇正規雇用を増やす（若者だけでなく）
。公立中・高の質を上げる（塾頼りにしない教育）
。都市に何
でも集中し過ぎず、地方に人が流れるしくみを考える。
〇自治会や商店街などが個性を見つけ、アピールして地元の良さを見直す。働きざかりの 30 代～40 代
の子育て世代がもっと地元に目を向けられるような取り組みをする。
〇地元商店街の活性化。島田の商店主は、お大臣タイプが多く経営の方法が時代に合っていない様に
感じる。大型店に客が集まるのは安いばかりでなくお客に対するサービスの姿勢やニーズに応えて
いるから。ちょっと高いかもしれないけどあそこのお店では楽しい事がある。＋αの話が聞ける
等、魅力を up する努力をすべき。お客様至上主義でも良いが、接客マナー等大型店の研修を一度見
てくると良いと思う。そのあたりのノウハウを教えるための場をつくる。平田オリザさんの話を前
に聞いた、大型店、チューン店が町に増えると、地方の町はつぶれると…
〇若者（働き手）にとって魅力ある街づくり。島田駅前も整備され道路はキレイですが、施設が何も
なく閑散としています。アニメやゲーム、ゆるキャラなどの流行りに乗ってみるのも良いかもしれ
ません。とにかく、若者の興味ありそうなこと、イベント等で若者を呼びもどさないと、遊興施設
がない→若者が寄りつかない→売上にならないので新しい遊興施設も誘致できない→高齢化が進む
負のスパイラルです。
【回答３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる】を選択した者
〇茶業の低迷しているなか、農家への支援。
〇教育特区、産業特区等の誘致を促進し都市の個性創りへの支援。
〇若く活気ある町作りするには、昔、候補にあった、都市部の大学の誘致。
〇充実した雇用の確保。保育サービスの充実。
〇出産しやすい環境を創っていただけるとうれしいです。保育園、出産費用、不妊治療、産後の検診
など。まだ子どもはいませんが不安がいっぱいです。（知らないだけかもしれませんが。）
〇地方の人口減少、若者の流出が進行するのは現代となっては止めることは出来ないものだと思いま
す。その上で国、地方はそれを極力抑えることが必要となってくると思います。子育てへの財政的
支援。地方企業情報を若いときから子供に知ってもらう。付加価値化・街の縮小化。
〇借金返済。
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〇ふるさと納税は市外の人に島田市のことを知ってもらえる大きな機会なので、もっと特産品をよい
ものにした方がいいと思う。特産品に魅力がないと思う。（市外の友人も言っていた）
〇出産後も安心して働くことができる職場が増えるといい。子どもの体調不良時など、休みが取れる
環境だと、働くお母さんにはありがたいと思う。
〇シングルマザーの暮らしやすい市。
〇市内に病院（医師）を増やす（特に産婦人科、小児科）。交通の便を良くする（バスの本数が少な
い。駅が狭い。駐車場がない）
。道路の整備（年寄りや子供が自転者で走る姿をよく見かけるが、道
路がデコボコしていて危険）。旧国道一号線！道が混みすぎる！
〇少子化を気にしているくせに、子供を預ける保育園が少ない。本当にお金がないのに保育園に入る
ための審査が高すぎる。こんなんだから皆子供を産まないんですよ。
〇国…地方自治体にもっとお金を配分してほしい。財源がなくては地方の活性化はむずかしい。女性
が安心して子供を産めるために保育園や幼稚園を増やす→人員確保のためにまず賃金を増やす。
衣、食、住は生きていくために絶対必要なこと、土地や住宅をもっと安くしてほしい。市…島田市
で言えばもっと魅力ある町づくりを。藤枝市の商店街や駅周辺は個人経営でも結構活気がある。で
も島田の本通りは……。住む人の意識改革のための「何か」も必要なのかも…。
〇市の援助、子どもに対する。病院代をもっと考えて、お金のことを気にせず生活できるようにして
ほしい。
〇若い世代の結婚、出産、子育てができる街、それには、やはり安定した雇用であり、仕事をしなが
ら子育てができる街、待機児童をなくす。
〇国も地方も、人口が増えればすべて解決する。人が生まれて死ぬまで 1 人の人間に非常の多くの金
がかかる。消費もするし、税金もとれる。雇用もする、企業も、増える。だから、結婚して、沢
山、子供を、産み、育てていける、環境を作っていくか与えなくてはダメ！今の親は子供を産みた
いが、産もうとしない。小さい時は子供に金をかけず、産み育てやすい環境を整えることが必要。
〇島田に特に何もないから、結局、藤枝や静岡まで出ないといけない。もう少し色々作ってほしい。
〇保育園の充実・教育費の補助など。
〇少子化対策や子育て世代や子供達に対するサービス等の充実。
〇待機児童のゼロ。
〇島田市は市民税が高い割に、市民が直接何かを得られているという感じが全くしない。他の市町村
では、子供の医療費が無料だとか、市民が実感できる支援があるのに対して、島田市は、そのよう
なことができていないから、若い世代の人々がより住みやすい市町に移り住みたいと思うのは仕方
のないことだと思う。人の集まらない駅周辺の整備ばかりに力を入れないで初倉地区、金谷、川
根、島田市といっても広い範囲なのだから、もっと有効に税金を使うことが第一だと思う。
〇子供が育ちやすく産みやすい国と町を作る。
〇沼津市長泉町の様に若い人達が安心して出産・子育ての希望が有り人口が増加しているように、島
田市に人口が増加する市政がほしい。東海道大井川宿の川越えを昔ながらの宿にして全国から集ま
る工夫が出来ないかな？
〇無駄を省く。発想の転換。智力・体力・行動力のある人材の発掘。有能な市役所の職員がたくさん
いれば、市議会議員はボランティアでも良いのではないのですか？市政レポート配りの手伝いを
15、6 年程やっていますが、読んでいる人はいるのでしょうか？あのレポート代は無駄だと思いま
す。県議選公開討論会へ行きました。立候補者の考えが良くわかりました。これからも続けてほし
いと思います。
〇国の目標にあるように、まず、若い世代の出産、子育ての環境を整えて、人口を増やすことが、第
一だと思う。それから、安定した雇用があれば、地方も活性化してくるのではないでしょうか。
〇島田市内から川根地区へ移ってきました。今の若者は自分の事しか考えていない人が多すぎて、独
身者で会社員などは贅沢している。田舎は人がどんどん減っているのが現実です。田舎に住むメリ
ットを増やさなければ人は都市部へ出ていくのはあたりまえです。消防団へ入りましたが、人が少
なすぎて強制力が強く、若者が嫌がって田舎に住まないし、私以外全員が消防の経験がないから、
力が無く迷惑がられています。生活保護者は、地域のボランティアへ強制参加させるとかしないと
ズルイ人ばかりが得をしてまじめな人が損をして、人へのおもいやりの優しさがなくなってきてい
るのが見てわかる。だから、年をとった親をみない若者が増え、自分の生活しか考えなくなり、独
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身でも贅沢して自分の老後も考えず結婚しない人が増えているから少子化が止まらない。僕も、結
婚して、毎日ギリギリの生活をしていますが、生活保護者が旅行とかパチンコをしていると怒りが
こみ上げてくる。税金を払って、きりつめて生活しているのに働いてない人が、遊んでいる事は、
今の日本は破綻するのがわかる。日本も市も、まじめに働いている人をもっと裕福になるようにし
ないと労働意欲もなくなり、事件も増えると思う。
〇中学生以下の医療費の無料化、保育料の低減化、中心市街地の活性化（郊外型大型スーパー等への
対抗策の検討、進出店舗へのあとおし、既存商店への助言指導）
。
〇女性が子供を産んで育てやすい環境作り。
〇アイディアのある婚活をしてほしい。
〇弱者への配慮（経済的なことだけでなく、人、物、金すべてにおいて支援していく体制づくり）
。魅
力ある小中学校づくり（この市のこの学校に子どもを預けてとても良かったと保護者や祖父母、地
域住民が心からそう思える学校づくり）
。このような評判が全国レベルで良くなっていけば自然に島
田市に住む人も増加する。
〇今まで、地方を作ろうとして作った訳ではありません。自然発生的に出来たものだと思います。全
体を良くしようと考えず、重点的にメリハリのある事業を考えて下さい。
〇これは国全体の“流れ”になるかと思いますが、結婚・子育ての支援以前に結婚における“男性か
ら見てのデメリットの大きさ”を国が理解していないように感じます。「人生の墓場」とは良く言っ
たもので、自分は恋人はともかく、今の法律・制度からして結婚したいとは考えません。もし仮に
そこに一石を投じる事ができれば、仕事の関係で都会に行った方が良い今の時勢を変える事ができ
ると考えます。結婚・子育てを支援すれば、自分のような若者は好んでここ（島田市）にやって来
ると思います。
〇定年した人達が自分達の特技を活かしてボランティアに行ける場所をつくる（子育て支援＋高齢者
同士の交流等）
。地方の為にイベントやボランティアをやっている方々に対してのバックアップを手
厚くする。
（補助金＋広報）
〇若い世代は、子育てするなら、環境も大事だが。利便性と、手当ても期待している為、今の場所
は、色々と不便である。
（車がないと）
〇結婚後の雇用。
〇若年層の収入増につながるサポート（税金）。出会いの場の提供（街コン？）。
〇税金が上がり、支払いが増え子供を育てるのに大変です。とてももう 1 人出産する余裕が無い。産
後にパートの面接を受けたが、子供が小さいと言う理由で落とされた。市内の会社です。
〇離婚をしない風潮づくり（キャンペーン）
。家庭が社会の基盤であるとの認識から、地に足のついた
生活ができる人の育成。
〇子供がいる世帯への税制の優遇。大学授業料の個人負担低減のための制度改革。
〇ご当地アニメやゲームの作製への補助・協力。アラフォー世代の結婚への希望もがなえてほしい。
〇若い夫婦に対する援助。20 代、30 代前半の所得に対する手取り金額がいくらかになるか理解頂きた
い。結婚後アパート暮らし、出産、子育の金銭の不担は不安でしかない。国、市から援助が期待で
きれば、若い世代が住み良い市として注目できると思う。
〇個人の病院・総合病院を増やして、医者を増やせばいいと思います。
〇結婚はともかく、出産・子育ての不安がとても多い。出産後、1 ケ月で家まで保健師さん？が来てく
れるが、その 1 回のみでその後のケアは特になし。しかも短い時間で悩みを打ち明けられるはずも
ない。もっと定期時に訪問してほしい。
「島田市は出産、子育てがしやすい！」と思わせる為には、
他の市より保育士さんの訪問が多い、スーパーでの配達料が安い、バス、電車代が子育てカード提
示で割引（子供同伴）、ベビーカーを使用した時の道路の段差が少ない、歩行者用の信号が少し長い
していくのはどうか？島田市で出産、子育てをするメリットがほしい！5 人産んで 100 万給付されて
もなんの足しにもなりませんよ。それなら 1 人産まれたら子供に 1 万、お母さんに 1 万とか地味に
嬉しいです。
〇これから、人口の減少が進むため、地方は特に厳しくなると思うので、人口を増やす事が大事と思
います。島田市としては、子育てしやすい地域として、外から若い人を呼び込むように、若い世代
に手厚い補助をして、人口増になるような計画をしてほしいです。又、島田市高齢者が多いので、
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子供を育てる若い世代の手助けをするような仕組みを使ってもらい、両者が助け合って元気になる
町づくりを進めてほしいです。
〇若い世代の為、若い人が島田市から出ない、島田市に来るよう進めるべきだと思います。子供が多
いと地域活性化につながると思うので、子育て支援の充実、子育てしながら仕事も両立できる等。
〇子育てしやすい環境づくり。
〇出産、育児に対する助成金等、生活に直接関係する補助。生活が苦しくなるから子供は 1 人、2 人と
考える人が多いと思います。
〇人口の増加を目指すなら、子育ての環境整備を急いで進めるべき。子育て世代の収入が少なく、核
家族化が進む現在の状況では、負担が大きい。また、母親が仕方なく働きに出ている家庭もある。
①出産、育児に対する補助の拡大。②定住できる環境の整備（土地などの新規購入補助）③公園な
どの子供を遊ばせる場所の増大など他にも挙げたらキリがないが．．．
。
〇小児科が少ないと思う。島田市内に住んでいるが、かかりつけの小児科は藤枝にある。
〇景気回復・雇用があっても収入が少ないのでは意味がない。かといって最低賃金を上げろというこ
とではない。
〇雇用の安定。老後の保障（年金問題）
。若い世代の結婚・出産・子育ての保障。
〇娘家族が同じ島田市内で暮しています。夫婦、子供 3 人の 5 人家族です。子育て支援が充実してい
る一方、その内容に変更があったり、継続性がなかったりと不安定で計画が立てにくかったりして
います。3 人の子供それぞれが同じ支援が受けられなかったり、物事の狭間に合ったケースの場合、
気の毒になります。是非、安定し、継続性のある支援が必要だと思います。
〇消費増税はしかたないことだと思いますが、給料が増えない昨今ではとても厳しく感じます。特に
子どもが生まれて 2～3 年はやはり女性は自由に働けません。ヨーロッパにあるように、生活用品は
税が少ないようにする。子育て 5 年以内など優遇措置があれば助かります。また女性の雇用につい
てももう少し現実味のある対応があればとても助かるなと思います。
〇働く場の創生が何よりも重要と思うが、公共施設や工場誘致は簡単ではない。地域の資源（山林、
畑、空き家、川等）を生かした働く場をつくれないだろうか。
〇子どもを持つお母さん、又は、結婚、出産を予定している女性が、もっと働きやすくて、生活しや
すい環境を作る事が、大切だと思います。
〇保育園等の待機児童をゼロにする。（働くことのできる環境をつくってもらわないと、産むことが難
しい。
）
〇静岡空港、新東名インター、川越・博物館、バラの丘、諏訪原城、市民病院、六合地区、大鉄 SL、
川根ホテルなどの核心より得るスポーツと複合的な大規模の施設。エリアとして開発し他からの注
目を集める。魅力あふれる地域づくりをしていく。
（現状は単発的な感が否めない）
〇正規雇用の推進。
〇老後の生活が安全、安心、安定した生活基準ができている法律を今一度考え直す（年金等）
。
〇婚活イベントを増やして出会いを。
〇アパートがだんだん増えているが長く住む事はなし、ある程度住んだら他へ移る方が多数いる。島
田市の人口が定着しない。
〇公共事業に頼らず地域産業を育てて雇用を作るべき。具体的な地域産業の PR が欲しい。
〇今の若い人たちは、結婚・子育てにお金がかかりすぎる割に、自分たちの収入が少ないから、結婚
しない。子供を産まないのだと思う。実際に私たちもそうです。人口を増やしたいと思うのなら、
結婚している人や、子供のいる世帯の税制優遇など、子供がいても働きやすい環境づくりが必要だ
と思う。子供がいると、働きづらい、面接を受けさせてもらえても、子供を理由に不採用になるこ
とが多いです。企業側にも子育て中に働く人たちのことを理解してもらえるように、働きかける必
要もあるかと思います。

【回答４ 時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する】を選択
した者
〇若い世代も大切でしょうが（子育て）
、もっと、市全体に〝活気〟があるくらしにしてほしい。
〇現在、湯日自治区では、行政では、出来ない学童（児童クラブ）に代わる物を造ろうと、自治会長
中心に、頑張っています。教職員の方々にも、平日から、ご協力を頂き、それでも、足りない、安
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全な子供達の放課後は集まれる場所を作ろうと頑張ってくれています。子を持つ親として、自分
も、また、自分の子も、独立する事なく地域の中で、育てて頂ける事に感謝していますが、市とし
ても、児童数の少ない学校への支援や、児童クラブに代わる、子育て中の親への支援も、考えて頂
きたいと思います。それと、もっと、広報活動に力を入れて欲しいです。単世代で、私より若い
方々のご夫婦が、知らないから、市のサービスを利用していない事が残念です。
〇その市、町にあった独自性を出してアピールする。観光地場産品等を、前面に出して、他市との違
いをはっきりと示す事。
〇国のアドバイザーが市へのその時々の良きアドバイスや情報を提供する。市は個々での提案やアイ
ディアを、くみ上げ援助する。市の要求や相談を国が、全国・世界への発進をするチャンスや場を
設計してくれる。個人では、良いアイディアも、実現しない事が多く、市（市民）が 1 つの企業の
ように動けたらもっとできる事があると思う。
〇人口が減少することはもはや止められないと思う。人口減少を食い止めることも必要かもしれない
が、それよりも少ない人口でも成り立つ、コンパクトで効率的な市政を望みます。
〇①若い人達が将来に関心を持ち安心して居住出来る地域と思えるような場所。②企業誘地により家
計を安定出来る地域にする。③福利厚生面で子供たちの子育て支援の充実。④老人の老後の生活に
安心感を持てる施設。
〇地方分権。他市町にまどわされる事なく、島田市独自の行政。
〇①地域活生化につながるイベント等。②不自由なく生活できるようにしてほしい。
〇発達障害のある人が住みよいまちづくり。ふわりへの専門職配置と福祉課への専門職の増員を進め
てほしい。島田市の公務員体質が根強く、お役所と言われ他の市の対応に比べてサービスや市民の
目線に立った対応でないと周囲から言われ非常に残念！
〇観行事業の活性化。大井川の川下り、川根での農家民宿（農業体験）。
〇育児ばかり支援しているが介護支援に力を入れてほしい（お金の面が大変）。
〇中央からの介入をやめる。革新的な規則緩和。補助金をやめる、地方への財源の移管。市レベルで
は、規則緩和、市職員の意識改革。
〇国や市が進めることは先に聞くのではなく、具体的にやりたいことを国や市が示しそのことについ
てどうか聞いてほしい。
〇マイナス志向。格差の是正。
（給与格差の縮小）
。経済優先価値観の是正。若い人たちへの優遇。
〇藤枝のように活性できないのか。公園がなくて、せいせいボール遊びもできず、吉田や藤枝に行
く。中央公園も行きます。そんな、子供を育てやすい環境づくり。島田が大好きになってしまう魅
力つくり。
〇過疎化の対策として、市の特長をハッキリと打ち出す事を希望する。
〇地域で安全安心に暮らしていけるために、公共交通の確保、子育て環境（保育）学校（小中）道路
整備（維持）、市役所（支所）の存続、医療（病院）充実など。
〇産まれ育った所で安心して安定した生活ができるような地域づくり。そして地元に誇りをもてるよ
うなものをみつけられる何かがほしい。教育その他で工夫が必要だと思う。
〇年寄りのケアも、必要だと思いますが、働き盛りの世代の（妻子持ち）ケアをお願いしたい。我々
の世代が幹となり、高齢者や小さい子供たちを支えていきたい。そのための軸となるような安心、
安定が感じられる様な島田市にしていってもらいたい。
〇男、女の出会いの場を（民間の結婚相談所ではなくて）1 年に 2 回とか定期的に開催して欲しい。金
谷・島田共駅周辺が寂しい。どちらとも書店が閉店してしまい金谷駅には、売店も大鉄の乗り場に
しかない、駅の待合室にいると旅行者がとまどっていた。
〇地方の実情に合った施策。しっかりとした受け皿を作ってから、実施する。待機児童問題が良い例
と考える、受け入れる所が無いのに金だけ出しても何ともならない。
〇４つの大きな目標が、島田市のレベルにまで落とし込むとこうなるという様な具体例を挙げない
と、ピンとこないので、島田市としてこんなことをしたいと市民にアピールして欲しい。市民はそ
れをたたき台として議論した方が、色々な意見が出し易いと思います。
〇市民が安心して働き希望を実現し魅力あふれる地域づくりに取り組んでもらいたい。
〇雇用に対して仕事が少なく、低い賃金で働かなければ生活が苦しく、周囲を見ても税が高すぎるの
ではと思っています。子育ても保育など高いと思いている人がたくさんいます。
（子供の件です）。
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〇主導的な活動というよりは市民個々の活動をつなげていくメディウムのような立場に徹して欲し
い。主体はやはり市民であり、企画や運営のサポートではなく、様々な活動団体やクラブ、組織を
Mix していくことが多様な魅力につながっていくと思う。その先はオートマティックに進んでいくと
思う。
〇経済的にきびしい状況の中、収入をしっかり確保しなければ何もできない。人口減少の中何をする
の？
〇税金の使い方に疑問を感じる事が多々あります。例えば“〇〇まつり”といった打ち上げ花火的な
ものや、様々な助成金（これを消化するのにムダな催しをせざるを得ない地区、団体…）の丸投げ
は、人口増に、そして市民が実感する、住みよいまち、魅力的な市政につながっているのでしょう
か。人口減を真剣に考えるのであれば地域づくりという名のもとにお金をバラまくのではなく、本
当に必要な人所に必要な税金が投入できるような小さな市町を目指すべきたと思います。自立でき
ない市民を創り出すことのないようぜひとも公務員の方は、お金の使い方の、スペシャリストにな
っていただきたいと期待しています。（コスト意識と費用対効果）民間企業はもっとシビアです。
〇人口減少はやむをえないとはいえ、都市部への集中を避けるために地方への雇用、子育てのし易
さ、地域間の連携（情報の共有）を推進し、地域間の格差を無くす努力が必要と考えられる。単な
る掛け声のみで終わらず、言った事は必ず実行することが行政への信頼を増し、ひいては住民が安
心してくらせる町となると考えます。
〇企業の誘致、若い人の働ける場。雨に関係なく出来る、野球、サッカー、コンサートドーム球場な
どがあったらと思うが？
〇何も知らずに六合に引っ越してきたが、街中で育ったため同じ県内でも勝手が違い暮らしにくさを
感じる。近所のお年寄りが亡くなり、その葬儀の際、会社を休んで手伝いに来るよう言われたり
（向こう 3 軒両隣の範囲ならわかるが、町内会単位で毎回は不可能）
。葬祭場で行う今日、そんなに
人手は不要なのに農村時代の流れで非合理的な圧力が存在する。毎月、町内会長同志の会合があ
り、故にその報告をするため町内会がある。静岡市で働いている身には本当に大変。地元で小さく
まとまっている時代は去りベッドタウンとなりつつあることをわからせてほしい。
〇それぞれの地域の独自性を認め、それぞれのアイディアで活性化をめざす。
〇予算の額によって出来ることが、かぎられる。いままでのように国の決定権が地方に、まかせられ
れば身近になり、いろんな事が市民に分かって良い方向に進みそう。
〇島田市は土地（広い）も多いし、大規模な商業施設を作ってほしい。（誘致してほしい）人も集まり
（周辺の市からも）活性化する。その中で流行などを感じられるようにしたい。
〇地域ごとに必要とするサービス福祉とかを地元の人々の声をよく聞いて今必要な事を進めていくと
良いと思います。特に子育て世代にやさしい町になっていくと住みたい都市になれると思います。
〇まず個人が地域をより良くするために努力すること。
〇下水道整備。区画整理。
〇私は川根地区に住んでおります、一応島田市に入りますが、川根地区はほとんどと言っていいほど
島田市になっても変わっていません。交通も不便、買い物も不便、何より医療が不安で老後が心配
というのが本音です。夫の定年と、父の高齢という事もあり、5 年少々前に川根に戻りましたが、私
には子供もなく、夫婦のみになった時に病気でどちらかが倒れた場合、病院へ行くにも遠すぎま
す。こうした事もあって、将来不安が多く、病院をもっと近くに、というのが今の思いです。島田
まで通うには遠すぎです。今の状熊だとずっと住みたいと思えません。
〇我国が戦後に進めてきた経済活動は GDP の増大にとらわれすぎてきた。原料を輸入し効率的にもの
を生産するというスタイルであったと思う。我々の持つ自然、環境、資源等特徴のあるものを育成
し、これにより世界の中で重要な経済活動を進めていればもう少し問題が少なかったかも知れな
い。安い原料を世界から集めてきて、高度の技術で加工し輸出する方法では原料に弱みをもってし
まいます。もう少しエネルギー原材料を自分で生産することのできる経済活動を進めるべきと思い
ます。
〇都心中心だけでなく小さな市町村を活性化させることも考えるべき。
〇地元企業の PR、特産品の PR。
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〇高齢者の健康促進につながる取り組み。“元気で長生き”の人口を増やす。若い世代への介護負担増
をくいとめる。お金をかけずに、住民のアイディアで住民の住みやすい町を作る。経済的な面で苦
労せずに暮らせる。場所を創出する。助け合いができる社会作り。
〇人口の集約化を行政目線で行う。
〇歩道を作ったり、夜とか夕方歩きやすいように街灯を増やしたり。バス停がなくて不便な所は、バ
ス停を作ってほしい。バスを増やしてほしい。
〇地方創生を推進する上で、必要不可決なことは国民が健康に生きることのできる環境を整えること
だと思う。出産で人口が増えたとしても、障害を抱えた子供さんが多く生まれてしまった場合や 60
代以降の方々が防ぐことのできる病気にかかり、亡くなってしまった場合など。国民が健康でなけ
れば為し得ないことです。環境問題、医療費がかからないようにする。予防対策、高齢者や障害者
に優しい街づくりなど。市単位あるいは地域単位でもやれることはあると思います。
〇子育てしやすい環境づくり。再度職場復帰しやすい就業環境及び保育園の充実化。公園を増やして
ほしい。
〇地方創生について、もっと判りやすく具体的に説明してほしいです。
〇成功事例ができた場合、一過性のものとならぬよう存続していく事ができる環境作りが必要ではな
いでしょうか。子育てや作物を作るのと同じで毎日行っていく作業を継続してこその成功事例だと
思います。主体となるものがメディア対応に追われる日々に身をおく事となれば成功事例が衰退し
ていく確率が高いと思います。成功事例を作り出す事に力を注ぐとともに、成功になった場合のメ
ディア対応も配慮できる事を考えていただけたらと思います。
〇国が決めた事は、市に何でもかんでも押しつけるのではなく、国で責任もって、細部までやり抜い
てほしいと思います。
〇島田市は暗い場所が多々あるので、夜など治安の面で心配と不安があります。町の中で電灯をもっ
と増やしてほしいです。又、防犯カメラ等の補助金などを出す体制を作ってほしいです。
〇安心してくらせる。
〇初倉地区は昔から茶業を中心に生活して参りました。それなりにソコソコな暮しもできたし、平穏
無事な地域ではありました。ところがここ 5 年程前から生産過剰と消費減退で茶価の値段も昔の 1/2
～1/3 位になりました。農業、肥料代は値上がりしているのに茶価はみじめなものです。若者の茶離
れも時代と共に仕方ないものと考えます。今さら茶価とか消費量云々は云えません。今後、初倉地
域の茶園を国、県、島田市で巧く利用できる推進案を期待しています。
〇市として、市民の声を反映出来るだろうか、全てを反映出来ない事は承知しているが、少数意見に
もしっかり考えていろいろな行動を求む。それが出来なければ国、県への働きがけなど出来るとは
思えない。外から人を呼び込むのが最短の人口増加だが、今住んでいる人にも目を向けていってほ
しい。
〇この土地の、何事にも閉鎖的な考え方を改めて欲しいと思います。昔からの考え方、やり方が根強
く、新しい考え、やり方を受け入れる体制がないと思います。
〇20 歳であるが、あまりニュースや新聞を読まないので、国や市の政治がどうなっているかわからな
い。そのため、市の選挙に行ってもどこに投票していいのかわからない。だから自らニュースなど
を見て調べればいいのだが、面倒と思ってしまい関心を持てない。よく、ニュースのメインで若者
の選挙率が低い、18 歳からの選挙権と聞くが、学校の中では政治と関わる機会が少ないと思うた
め、関心が持てず、選挙率は上がらないのではないかと思う。よって、もっと身近に政治の中身に
関心が持てたらいいとは思う。
〇むかしの島田市は、とても活気があったと思う。今の本通りのさみしさはひどいと思う。人も事も
あまりにも活気がなさすぎます。みんなが集まりやすいなにかを見つけないとどんどん島田は寂れ
ていくだけ。観光など力を入れるべき。
〇時代に合うといっても、しっかり田舎っぽさ？島田のいいところは残してほしい。極端に変えるこ
とはしないでほしい。
〇出産、育児が安心して行える環境を整える。特に出産に関しては、産婦人科の医師が増える事を望
みます。その他保育所、学童の充実も大切です。安定した雇用も必要です。
〇折角静岡空港が出来たのですから空港近辺に人が集って来る、寄りたくなる様な施設を用意し島田
市の良い所を見聞して頂くことが市の発展となると思います。どんな施設が良いのか、若い人にも
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魅力あるもの、雇用につながるもの…都会へ出て行った若者を引き戻す様な、と誰もが思っている
のでしょうが具体的には！？ともかく大型施設が来れば住民も増えることでしょうし地方活生化に
つながることでしょう。
〇地方活力の源泉はマンパワーの活性化が求められる。この活性化実現に向けた基礎的環境整備が必
要。それは①雇用の創出。②子育て世代の支援および教育環境充実（ハード・ソフト）。こうした施
策を生み出す行政及び民間の企画管理システムの構築。
〇病院の問題、早く建て替えて最新医療施設をととのえる。地域の重要業務である。それが脆弱だと
地域も脆弱になる。前市長の時からの問題、早急に手を打つべき！早くしないと地震で崩れてから
では遅い！災害時に強力な医療施設であってほしい。地震はいつ来てもおかしくない。3.11 のよう
な地震か来たら崩壊しますよ！頼みます！
〇若い人が集まるよう仕事もそうですが公共（安い）住宅が不足していると思う。また、独身者が多
いので市民会館の様なところでイベントやコンサート（若い人向けも）などをやったら出会いが増
えてくると思う。又、車社会に駐車場などの気配りも必要。
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問２５

今後、人口減少が進んでいくと、あなたにとって最も困ることは何だとお考えでしょう
か。

旧島田市内(
旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
▼19 歳以下
【男性】
○ほんとに年金がもらえるかどうか。
○自分達が高齢になった時の年金、介護などの負担が 1 人分、重くなってしまう。
【女性】
○子供が減少し、子供達との交流が少なくなること。
○税金の負担が増える。少子化により 1 人当たりの負担が増える。
○例えば市内で働いた時にお客様が少なくなってしまうこと。

▼20～24 歳
【男性】
○老後の生活。年金。
○医療、保有、雇用といった施設等が不十分になる。過疎化が進むと商業施設も発展しない。
○市の活気が無くなり衰退すること。
○消費者が減るので経済が回らなくなり、結局は自分の収入が減る。
○税金の上がり具合い。

【女性】
○年金問題。
○私は、人や店舗、そして“憩いの場”がたくさん揃う島田市に住みたいです。このまま人口減少が
進んでいくと、新しい施設や“憩いの場”を増設することは難しくなると考えます。また、集客力
のある、こうした施設が揃わないことでさらに人口減少は進むと思います。他市町からも遊びに来
たくなるような、活気ある島田市になるためには、まず、人口が増えることが必要だと考えます。
このため、人の集まる、便利な島田市に将来も住み続けるためには、人口減少が進んでしまっては
困ります。
○年金。介護を希望する人が増えるが、人手不足により、老々介護となり、家族への負担が大きくな
る。
○人口減少＝少子高齢化だとやっぱり将来というか老後、年金がもらえなくなりそう。そうなるとか
なり困ると思う。
○税収が減ることによる公的サービスの減少や有料化が心配ですが、人口減少は止まらないと思いま
す。ある程度の所で減少が止まったら、働き方を日本人は見直すべきです。いつもどこでも何でも
手に入る生活でなく少し不便でも、ゆったりと人間らしく生きる幕らし、農業にかかわる事や物と
大切にする少し前の生き方に戻っていくのが良いのでは。
○年金がもらえない。税金が増え、自分が負担する金が増える。自分自身の生活が税金で困らないか
心配。どうなるかわからないが。
▼25～29 歳
【男性】
○お祭りに参加する人数が減ってしまう、人口減少しても困るが、増加しても困る事があるため、ま
ずは、今の人が幸せに暮らせる事を考えて欲しい。
○税金をおさめる人もいなくなり、市民の負担が多くなる。活気もなくなる。
○高齢者が増えて、若い世代の人数が減っていくと、島田市の活気がなくなってしまうのが心配、税
収の減少や、にぎわいなど。
○買い物をする店が少なくなりそうなことです。
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○市の税収が減り夕張のようになったら困る。活気のないさびれた市になってしまう。子供の人数が
減れば学校が統廃合され、子供に通学の負担になる。
【女性】
○商業施設などが減り、ずっと住んでいる人の生活が不便になる。
○年金、保険。
○買い物をする店がつぶれて少なくなってしまう。
○スーパーやお店が減ってしまうこと。

▼30～34 歳
【男性】
○高齢化も進むため、1 人にかかる介護保険料が増えること。税金徴収不足も進むため、あまり市の
ために使えるお金が少なくなることで、出し渋りが多くなる。最終的に市への魅力も少なくなり、
人口減少が余計にすすむと予想される。→1 人にかかる負担が大きくなることが一番心配。
○働き手の減少により負担する事が多くなり、働く事が重荷につながり、働き手がさらに減少する悪
循環になる事。
○住民税の高額化等の金銭的負担。

【女性】
○働く世代に対して年金世代が多すぎて、高齢者医療を支えきれないのではないかという事。出生率
の伸び悩みが心配。老若男女の笑顔が溢れるような未来になってほしい。
○働き手の不足。すべてにおいて困る事になると思う。負の連鎖につながる。
○若い人がどんどん減って、高齢者ばかりになると社会保障がどうなっていってしまうのか。子供が
成人する頃に希望のある世の中であるのか。
「移民受け入れ」的な案もある様だが、そうなると治安
も不安定にならないのか？
○高齢者の介護など。
○高齢者は増え、若者が減ってしまった場合、高齢者に対する医療や福祉、その他の負担が働き世代、
子育て世代に掛かってしまうんじゃないか？これから、子供が中学→高校→大学となった場合、不
安。
○社会保障。
○商業施設が減っていくかもしれないので、年をとった時に生活が不便になると思う。
○高齢者が多く、必要な医療サービスが受けられない（施設が足りない、ヘルパーの不足など）。
○年金。介護。
○島田市の活気が減少するのではないか。
▼35～39 歳
【男性】
○年金。
○税金を払う人が減って行政サービスが減ること。ただ、減らさずそのままの行政サービスを継続さ
せると借金が増えるので、何をどの程度減らす、やめるといったことを市民と相談して欲しい。
○島田市の財政が厳しくなる。
○ライフラインの確保ができなくなる。
○市が税金による収入が減り、様々な方面で影響がでること、年寄りばかりになって街の活気がなく
なること。

【女性】
○高齢化により医療費の増、老老介護、年金減額。
○①子どもの学校の入学生の数が減る。クラスが減る子ども同士の交流が減る。②病院がますます廃
れていく。先生がいなくなる。
○高齢化社会の問題。
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○年をとって健康でなくなった時、家族や友人が同じ市内にいないこと。
○年金問題や介護問題。
○納税額が増える。市の活気がすい退し、お店等が減っていく。
▼40～44 歳
【男性】
○街のにぎわい、交流関係、が減ること。
○老後の年金・医療への負担が増えること。
○老後。

【女性】
○働くところがなくなる。買い物するところがなくなる、病院がなくなる。今の島田市でも、ギリギ
リのところにあると思います。何とかしないとこのままでは住めなくなります、駅前をみて下さい。
昔のように人は歩いていないし、シャッター通りです。もっと活気あるまちづくりを考えて下さい。
もっと若者を政治に参加するように、もっと都会を参考にするようにして下さい。
○老後の心配、固定資産の税金。
○行政がつぶれてしまうこと。
○若い世代が減り、納税額が減ると行政サービスが低下し、高齢者や社会的弱者が生活していけなく
なる。
○老老介護。
○将来子供が少なすぎて、学校が存続するのが難しくなり、遠い学校へ行かなければならなくなるか
もしれない事（統合により）税金がますます高くなるかもしれない事。
○街の活性化。人がいてこそ、活性化していくので、人の集まるイベント。福祉、子育て講演会など
子育て世代にあった催しは大切かと思います。子供が集まれば親もおじいちゃんおばあちゃんみん
なが笑顔で集まれる何かは大事がと思います。
○仕事。でも、育児は親のつとめだから、税金を使ってまで一部の人ばかりに利益を与えるのはおも
しろくない。優偶されすぎていると思う。それだったら、一人で頑張って生活している人にも（世
代を問わず）何か同じくらいの恩恵を与えてもいいと思う。育児世代ばかりに目を向けていては実
はダメ。単身者が島田でくらしたいと思った時に世帯者が増えるんだから。
○年金制度
▼45～49 歳
【男性】
○税金が高くなる！（税収がとれない為）
○国が抱えている借金、社会福祉。
○経済活動低迷。
○市の規模と税収のバランスが崩れ、行政サービスが広く浅くではなくなるから。それに対応するた
めの資本がおいつかない。それでも住みつづける理由が見あたらなければシンクタンクが発表して
いる住みやすい町に、移らざるを得ない、市町村格差をうめる魅力が今の島田市にはない。昔は（区
画整理前）あったと思う。
○人口減少により財政的にきびしくなり、各種サービスの低下が予想される。
○社会サービスの低下（税収の低下による）
○人口減少＝魅力がない＝外へ出ていってしまうという負の連鎖のように思える、市の収入が減れば
財政的にも大変になるので、今から行政にどこまで頼れるかが不安であります。
「あなたにとって」
だけ見れば、困る所もあれば困らない所も考えています。そうならない様に民間と頑張りましょう。

【女性】
○年金。
○税金収入がなくなるので、公的なサービスが低下します。さらに医療費はどんどん膨らむので、1 人
当たりの負担はどのくらいになるか心配です。保健センターで働く方は真剣に、病気の予防と医療
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費の抑制のために、取り組んでほしいです。
“○○まつり”は、医療費の抑制に効果があるのでしょ
うか。
○若い世代の税金の支払い額が増え、負担となる、私達の年代が年金を頂ける歳になったとしても果
たして年金が頂けるか分からないし、額も少ないので、税金などの負担が増えると、生活していけ
なくなります。消費税もこれから先上がっていくでしょうし…
○税金の引き上げ。
▼50～54 歳
【男性】
○仕事の減少。
○老後を支えるための人手と市の力が足りなくなる。
○現在進行型ですが、社会保障制度の破綻。商業施設が減少し生活が不便になる。市民税が上がるの
ではないか。
○年金が減る、もらえなくなる。
【女性】
○税金等の負担が増えること。
○老後、受け取る年金の減額。介護サービスの質の低下。
○少子高齢化が進み、若者の税金負担が大きくなる。介助者も不足してしまう事が予想されるので十
分な介護、支援が受けられなくなる不安がある。又、島田市の伝統の継承という点においても島田
に魅力を感じ住み続ける後継者を育てていく必要がある。
○子育て世代が減り高齢化する事で、地域活動等に限界が生じてくる気がします。
▼55～59 歳
【男性】
○年金問題。
○市の予算減に伴う各種施策への取組減。
【女性】
○雇用が減る。
○市の税収→事業縮小→雇用→高齢者介護、独居）→病院依存（退職）→施設がなく難民となる。
○税収入減少による高齢者福祉サービスの減少。
○市の存続と高齢者の生活。
○年金がへり続ける。税金が高くなる。
○税金や、年金等の収入が減り、安定した生活が出来なくなること。
○町に活気がなくなる。

▼60～64 歳
【男性】
○人口減少による、市勢の衰えによる行政サービスの低下や雇用状況の悪化が問題であると思う。
○福祉。
○高齢者が増え若者への経済的（年金等）負担が多くなり労働意欲が薄れる事。
○いろいろな個々の負担が多くなる！
○空き家の増加、人口密度の低下による公共インフラの負担の増加。

【女性】
○若者の減少――住民の高齢化。
○空き家が多くなる。
○老後の福祉サービス。
○治安や環境の変化。
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○税金の増加

▼65 歳以上
【男性】
○税負担の増。医療、福祉サービスの低下。
○充分な介護サービスが受けられなくなるか、受けても高額になる、周囲が老人世帯ばかりで何かの
場合助けてくれる人が居なくなる、若い人や、子供達が周囲に居て、ワイワイガヤガヤしていると
自分も気力が湧いてくる（若い人、子供達の居ない社会は寂れる）
○地域の活性化がなくなり、生きていても楽しく思える環境が減る。
○行政サービスの減少、税負担の増加。
○人口減により日本全体の経済活動が低調となり収入の減少につながると思います、人口だけでなく
一人一人の生活が充足するような（収入の増加）ことにならなければならない。今のように量の増
大による収入増のあり方でなく高い利得が得られ、人口減があっても高い経済活動が推進されるよ
うにならなければならない。人口減と同時に収入が減少することにならないようにする事が重要で
す。
○社会福祉の諸制度を支える財源不足。

【女性】
○人口が少ないと、働く人が少なくなるから。
○今より全体に活気が無くなり、40 代の息子、娘、孫達の将来が色々な面でとても心配です。
○近隣のつながりが薄くなり、防犯上も不安がでてくる。
○若い世代が減少し、築いてきた福祉や支援等の土台がゆらいでいくのではないかと不安です、もし、
一人暮しになった時、時代の流れにもついていけず、これからは近所づきあいも稀薄になっていく、
体力の衰え、施設入所はお金次第、こんな事を考えると、自分らしく安心して老後を過せないので
はないか、と不安に思う。
○経済成長、社会保障・地域の活性化の減少。
○人口減少が進むとまず商店（個人商店）街、会社（小）の衰退、イコール税収が少なくなる、いろ
んな面で行政の目が届かなくなる。いい所は至れり尽くせり……と駄目な所は意見を言っても聞い
てくれないとあきらめ、ますます、駄目に…ここでも差別化。
○活力がなくなって、ユニークさに欠けていく。
○お年寄りだけの町になってしまう（現にたくさんあると思います）。町内の存続ができなくなって
しまう（組）。
六合地区
▼19 歳以下
【男性】
○就職率の低下。
【女性】
○税金負担が多くなること。
○子供の数が減少すると、小学校などが減ってしまう可能性があり、そうすると自分が子どもを産ん
で就学するときに家の近くに学校がないと、通学に大変。市民病院に就職予定なので、患者様の数
が減ってしまう、保育所などの子供を預ける所が少ないと仕事との両立が大変になってしまう。

▼20～24 歳
【女性】
○今でも少ないスーパー等の店が減ると買い物に行くのが大変になる。
○子どもが減ると将来自分の子どもが就学するときに学校や同級生のことが心配。
▼25～29 歳
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【男性】
○おそらく、日々の買い物に困ると思います、後、人口が少ないからと、テコ入れがおそくなる事で
はないでしょうか。
○自分が高齢者となった時に支えてくれる若者がいなくなる。
○自分が老後になったときに支えてくれる若者がいなくなること。
○税額が増える。商業（特に小売り業）が減る。店がなくなれば人も減る。学校も減る。つまり、悪
いスパイラルが始まる。2060 年なんて 50 年も先を考えるより、5 年、10 年先が安定できることを
強く望む。

【女性】
○税金の負担が増えるのは困ります。
○老後が心配。

▼30～34 歳
【女性】
○将来の年金の事。

▼35～39 歳
【男性】
○年金の受取額の減少。
○財政が安定せず、市が活性化しないことが懸念されます。
○高齢化。子育て世代が減ると、街の活性化が落ちる。
○年金がなくなる。商売がなりたたなくなる。
【女性】
○人口が減った事により、行政サービスがどんどん減らされる事が因ります。例えば、金谷、六合、
初倉地区の行政サービスセンターを廃止して、市役所で 1 本化するとか。
○自分が高齢者になる頃に、人口減少が顕著になる可能性がある。社会保障が最も不安な点だと思う。
しかし、人口減少は自然な流れであり、それ自体は受け止めるべきことだと思う。
○税金が上がる？福祉の充実が難しくなることが危惧される。例えば、医療費が上がるとか介護・ケ
アサービスが不十分になるとか…。
▼40～44 歳
【男性】
○税収の確保ができないこと。社会として成立していくのか？
○老後の生活。若い人が出ていき老人が増えた場合、孤独死が心配。

【女性】
○ますます住民税が高くなる。
○年金、老後の生活。
○年金の増額と保険料の増額。
○税金等、かかるお金が多くなっていくのは困る。
○高齢化になっていくので支える人が、少なくなっていくと困ります。年金がもらえなくなると困り
ます。
○高齢化が増々進み、介護者や、介護施設のスタッフ不足。医療現場も機能しなくなってくると思い
ます。介護保険や、障害者支援の資金：サポートの低下も心配されます。
▼45～49 歳
【女性】
○増税、年金減、地域のつながりが減る、若人たちが減る（外へ出てしまう）
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○高齢者の定義が変わるであろうと予測でき、現在高齢者とされている年齢に自身が達した際に年金
受給を受ける事がきちんとできるであるかが不安である。
▼50～54 歳
【男性】
○老後人づき合いが無くなってしまう。
○年金支給。
○市全体の活力の低下。魅力のない市になってしまうこと。これによって優秀な人材は都市部（東京、
名古屋など）へ流出してしまう。
○地域コミュニティの運営ができなくなる。地元に元気や、希望がなくなる。
【女性】
○年金が、毎年減っていくようなので、自分たちが年金をもらう頃はどれだけもらえるのか不安…
○税金が増えること。
○地区の自治会が成り立たないのでは？お年寄りばかりになってしまうと、不安な事ばかり介護の問
題など。

▼55～59 歳
【男性】
○年金支給額の引下げ。行政サービスの低下。雇用先がなくなり子供が家を継がなくなる。

【女性】
○一人々に対する税金の負担の増加。
○老人の介護費用不足。

▼60～64 歳
【男性】
○年金、医療費助成の減額。

【女性】
○年金額＝生活費が減少する＝自分達の子供・孫の世代（負担増）が苦労する。＝経済的にも、介護
してくれる人がいるのかという不安なども含め「最も」というより、全てに困難さが連鎖していく。
土台が先細りしていくということはある意味恐ろしいこと。

▼65 歳以上
【男性】
○過疎地域。老人の世話をする人がいなくなる。

【女性】
○市民税の減少に伴う民生費・教育費の減少、安全で安心できる生活ができるだろうか不安です。
初倉地区
▼19 歳以下
【男性】
○学生ですが今後年金等がどうなるのか心配されます。
○少子高齢化。

▼20～24 歳
【男性】
○年金問題、税金増加、高齢化で負担ばかりになる、会社で昇進しにくくなる（理由、年寄りばかり
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が残ってしまうから、65 歳定年？）
。車の連転も高齢者による事故が増える、病院が年寄りのたま
り場になり、若い世代の待ち時間が長くなる。
▼25～29 歳
【男性】
○年金。税金を納める人の減少。
【女性】
○税金が上がることの心配。
○島田市の消滅。水道料金や市民税などの値上げ。
○市の税金収入等が減り、様々なサービス（助成金等）がなくなる。
○若い世代、子供が減ることで保育所などが単に少なくなってしまうのではないかという心配。
○雇用が減る、働く場所がなくなってしまうこと。

▼30～34 歳
【男性】
○人口減少が進んでいくと税金も社会保障の負担も人口減少で市に入ってくるお金も減少するので、
その分は今後負担するので困ります。
【女性】
○雇用や、商店が近くになくなること（少なくなる）。
○将来の年金、自分の生活への負担。
○働き手がいなくなってきて、年金うけとれる歳になったときにすっごく少ない金額になってそう。
▼35～39 歳
【男性】
○社会保障が減りそう。
【女性】
○老後の生活。年金がちゃんと受け取れるのか不安。子供が 1 人なので老後に迷惑は掛けたくない。
○税収が減り、良い公的サービスが受けられない。
○社会経済活動も減少します。
○身近な店の減少。医療の質の低下。

▼40～44 歳
【男性】
○公共交通機関の便数減少、商店の減少により、生活が不便となる。
○年金問題。教育機関の減少。
【女性】
○高齢化である以上、人口は多い方が、市の収入源としても助かるはずでは？また、ボランティアな
どの人員も不足するよりも、地域に、きちんと、各世代が居るのが、全ての行政にしても、自治会
にしても、運営していく、継続していく、未来につながる、と、なるのではないでしょうか？1 人
を大切にできなくなる。気がします。
○年金が受け取れない。今払っている分はもらえないから払いたくない。子供の将来の雇用。
○子供が少ないと役員をいっぱいやらなくてはならないので困ります。
○税負担が増えると困ります。
○働き手が減ったり、企業が撤退してしまうのではないか？高齢化が進み、街に活気が無くなってし
まう。
○子供の数がどんどん減っていくので、子供会の役員学校の役員等の負担が増えていき困っています。
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高齢者＞若年層になり、将来の介護に対し不安になります。

▼45～49 歳
【女性】
○高齢化社会を支えてくれる若い人達がいないと、自分が年老いた時に福祉、医療、行政のサービス
を満足に受けられるか心配である。
○島田市に限らず、日本全体で人口減少は問題。個人的には年金がもらえるか？消費税の増加。
▼50～54 歳
【男性】
○年金。
▼55～59 歳
【男性】
○近所とのつきあい。
【女性】
○高齢者が多くなり、地域のコミュニティが成り立たなくなってしまうため、近所付き合いはもちろ
ん、一人暮らしが増えて、面倒を見る人がいなくなってしまう、孤独死が増える。
▼60～64 歳
【男性】
○税収の減少により、市民一人当たりの税負担の増加、高齢者の増加により、地域社会の組織が成り
立たなくなる。若い人に負担が多くなる。
○市税、社会保障、老後の問題。

【女性】
○将来、人口減少が進んでいくと、年金も減って老後の生活が心配です。

【性別不明】
○地域の活性化。
▼65 歳以上
【男性】
○友人が少なくなる事の淋しさ。
○近隣（団地）の住人が同じころ土地購入、新築入居したので、中期高齢者ばかりになる。車の運転、
いつまでできるか。
（自身の病気、ボケ）70 才以降の老後。

【女性】
○私自身老人ですが農村部がますます老人化し働き手がなくなり農地が荒廃して行く事が心配です。
祖先から引き継がれてきた耕地を守ってゆくのが使命だという気持ちが強いので…若者に魅力あ
る農業、つまり収入が向上せねば農地は荒れてしまうでしょう、この先農村部はどうなってゆくの
か…
○日本国の将来が続かない。
大津地区
▼19 歳以下
【女性】
○高齢化。福祉サービスの低下。
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▼25～29 歳
【男性】
○しっかりと受給できる保障のない年金の支払いなど一人ひとりへの経済的な負担が大きくなるこ
と。

【女性】
○私達の老後、若い人達がいないと町が衰退していく。
▼30～34 歳
【男性】
○①近所付き合いの減少。②店舗数の減少。③教育サービスの減少、等。
【女性】
○お店がなくなっていくこと。
▼35～39 歳
【男性】
○農業をやる人が減り荒れた畑が多くなる。消防団員の確保が難しくなり、任期が現在 10 年やって
いるがそれが延びる。
○利便性の低下。

【女性】
○超高齢化により市街の活気がますますなくなる。
▼40～44 歳
【女性】
○就職口がなくなって、子供たちが出ていってしまうこと。
▼45～49 歳
【男性】
○年金？ただ日本人は長生きし過ぎている気もする。年金はほとんどないと思っているので気にして
いません。一度も結婚、出産しない女性が増えるのは、国が衰退していく事、なので、日本は何か
がおかしいのだと思う。

▼50～54 歳
【女性】
○税金が高くなる。

▼55～59 歳
【男性】
○財源の減少→行政サービスの低下。

▼65 歳以上
【男性】
○これからどれ程、生存できるかは、分かりませんが、若者と老人との、生存バランスが崩れること
による、介護負担の増大は苦しい（生活は不可能を覚悟している）。島田独自の特性をもって、ただ
受給者（介護者）から、負担させるのでなく、負担軽減の方策を希望する。
○各個人に対して福祉に関する税額の負担増。
○年金削減につながると高齢者なので困る事になります。
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大長地区
▼20～24 歳
【女性】
○人と人との関わりが希薄になり、何をやるにしても一人ひとりの負担が増加する。今よりももう少
し人が増えれば、あらゆるサービスや政策もスムーズに進めることができるのではないかと思う。
一人ひとりの自由な時間、自分や家族の為の時間が人口不足の為に個人の負担が増えたことにより
あまり取れなくなることは困ります。
▼25～29 歳
【男性】
○高齢化が進むと、将来の年金等の不安がある。
▼35～39 歳
【男性】
○地域の過疎化→地域がなくなる！？（農業従事者減→田畑の荒れ、小学校などが廃校になる。）
▼40～44 歳
【男性】
○町内会の仕事をやる人がいなくなる。
▼50～54 歳
【女性】
○税金の減収、それにより予算の確保ができず市民にサービスを提供できなくなる事。
▼55～59 歳
【女性】
○地域活動が若い人がいなくて困る、川ざらい、地区の運動会など。
▼65 歳以上
【男性】
○年金問題。
【女性】
○空き家が増えて、まわりは、草、木が茂り蜘蛛、害虫、シロアリが発生。火災、防犯の心配。精神
的な不安感を感じるようになります。
伊久身地区
▼35～39 歳
【女性】
○老後、今の若者（自分の子供を含む）に将来的に金銭的、肉体的に負担をかけるのではないか…。
○山間部の過疎化が進み、近所に人がいなくなりそう。また、山も荒れ放題になり、人が住めなくな
るのではないか。
▼40～44 歳
【女性】
○個人の負担が大きくなること。
金谷地区
▼19 歳以下
【男性】
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○税収の減少による市の経営悪化。

▼20～24 歳
【男性】
○人口が減ると、勤め先での仕事の様子が変わって大変になってしまうことが困る。

【女性】
○昔のような人付き合いができなくなり、外で遊んでいる子供を気にかけてくれるようなお年寄りが
いないと思う。人が減ったらその分、町が栄えなくなる。

▼25～29 歳
【男性】
○税負担増。
○町内会費の負担が増えること。かかるお金は毎年決まっているのに、人口減少かつ物価上昇で一世
帯あたりの負担が増えています。
○今、自分達が払っている年金を、将来自分達が年金をもらう時にちゃんともらえるかどうか。

【女性】
○人口減少による商業施設や教育施設の閉鎖、移転など。
（バスの路線、電車の本数減少も）島田市は
正直いって田舎であり、ただでさえ不便な生活がさらに不便になってしまうから。上記の施設が減
少すれば自然に市外への転居も増えていくと思います。人口減少する市＝住みにくい市。

▼30～34 歳
【女性】
○年金を受け取ることができるのか。子供の将来働く所があるのか。
○商業的な部分で、物を買う人がいなければ、どんなにサービスが上がったとしても、お金がうごか
ないので、自分に入ってくるお金も少なくなるので…。
○老後の年金がもうえるかどうか。
○高齢の方々を支える経済力や人員不足。

▼35～39 歳
【男性】
○商業施設の減少。
○税金の負担。医療費の負担。
○税収不足による税負担の増加。
【女性】
○過疎化。
○年金。
○税負担の大幅増。地域活動を担う若者が減り、今後の取り組みに支障。介護。

▼40～44 歳
【男性】
○老後の生活。
○活気が無くなる。新しいものができなくなる。税収入が減り、市民サービスの質が低下する。
○定年後、地域の係、区長等をする年数が増えそう。
○年金、子供の未来！
【女性】
○税金の増加。雇用の減少（会社店、病院の減少）
。
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○介護や福祉。地域との繋りが減少する。交通手段などの減少。医療機関、店舗の減少。
○税金の負担がかかる！
○老後。年金支給額の減少や増税により、生活できなくなる人が増えるのではないかということ。
▼45～49 歳
【男性】
○福祉サービス（含年金）
。
○税収減による行政サービスの低下。

【女性】
○税収入の低下による行政サービス維持の困難（質の低下）
。
▼50～54 歳
【男性】
○スーパー等の店や病院の減少。
【女性】
○確実に人口減少しているのだから困るということよりも、今もそうですが、増々一人一人が大事な
存在となると思います！一人ひとりが自己否定など、うつ病や、ひきこもりなどならない様、自分
らしく、自分を最高に活かせる様な社会を作らなければと思います。人口が少なくても、共に生き
られる様な市になれるといいですね。そして、浜岡原発から 30km 圏内の島田市ということが、新東
名インターができても企業が来ない、人口が減る（実際、島田市から藤枝市に引っ越すなど）要因
になっているのではないでしょうが？御前崎市、中電にもっと声を出していかなければならないと
思います。地震だけでは済まなかった、東北の悲惨さを考えると将来が心配です。

▼55～59 歳
【男性】
○行政サービスの低下。税金の増負担。

【女性】
○色々な面で個人の負担が多くなるのでは。
○空屋の問題と税金。

▼60～64 歳
【男性】
○自治会をやる人か少なくなる。

【女性】
○行政が行うサービスが減るという心配があります。
○町の活力が減退、労働力の不足、特に老人介護施設で働く人の減少。
○税金が高くなるのではないのかと思う事。地域での活動、コミュニケーションをとるのに大変にな
るのではないかと思う。
▼65 歳以上
【男性】
○財政面（全てに影響する）
○税負担が大きくなることです。町に活気がなくなる。
【女性】
○年金額の減少。介護保険料の負担。病院看護師さん達を外国人に頼るようになるか？町の活性化が
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望めない。
○子供達が親の所から遠くに住むと、淋しくなります、近くで子供が住んでくれるのが一番の望みで
す、その為にはやはり生活がしやすくなる事が良い事です。
○若い方が少なくなれば、今後、年金等の心配もあるので厚生年金又、国民年金等の重要性を認知さ
せるようなものがあるといいと思う。ただ“私達の頃は年金かけてももらえない”のフレーズだけ
が、みんなの頭にインプットされている感が強い。
五和地区
▼19 歳以下
【女性】
○今以上に物の流れ（人の流れ）が悪くなる。
▼20～24 歳
【女性】
○自分自身を介護してくれる人がいない。
▼25～29 歳
【男性】
○少子化。
【女性】
○子供たちが将来的に税金などの負担が増え、大変になっていくと思う。

▼40～44 歳
【男性】
○税金が上がる。

▼45～49 歳
【男性】
○税金が増える。年金が、少なくなり老後の生活が不安。

【女性】
○人口が少なくなると、電車やバスの本数が今よりもっと少なくなり、車が運転できない人は困る。

▼50～54 歳
【女性】
○税金の負担増。
【性別不明】
○金銭的な不安、増々重荷がかかるのではないか？
▼55～59 歳
【女性】
○現在の年金制度が崩壊してしまうのではないかと思う。老後も安心してすごして行きたい。
▼60～64 歳
【男性】
○老後の生活。
【女性】
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○年金がもらえるか心配です。
○農産物の売り上げに関係してくるので、生活にひびく。人とのつきあいが薄くなるのではないか。
▼65 歳以上
【女性】
○財政が心配です。若い人が減少すると街全体かさびれる。
川根地区
▼19 歳以下
【男性】
○若い世代の人が少なくなってしまい、活発な町でなくなってしまう。
▼20～24 歳
【男性】
○将来、就労した職業の需要の減少。
▼25～29 歳
【男性】
○地域の活性化が乏しくなる。
【女性】
○税金、社会保険、年金などの費用の負担が大きくなるのは困る。
○市民税、住民税が上がること。
▼35～39 歳
【男性】
○介護問題が問題になると思います。
○地域の活動の役が増えすぎて、仕事を休まなければいけなくなるので、職場に居づらくなる。自分
の家の人達が年を取った時、生活に不便が多数出る。食料品の買出しが島田市まで遠くなる。車の
運転者が年よりばかりになり、事故の危険が増える。子供の数が村で少なすぎるので、子供どうし
のコミュニケーションがなくなる。消防団の人数が確保できないので、年をとってもやめられなく
なり、現実職場でもめている。消防団の活動で突然休まれるのは大変迷惑がられている。島田市内
の人々は、入ってない人が多いから、自分勝手な事ばかりを言う。

【女性】
○仕事上、顧客数の減少につながる。
▼40～44 歳
【男性】
○お店の数やみんなでスポーツをやる等の人数、子供の遊ぶ友達や遊ぶ場所。
○高齢者や障がい者を支援してくれる人がいなくなる事。
【女性】
○地域のイベントで小さい子が少ない若い人が少ないと祭りなどが盛り上がらない、少人数の中で負
担することがどうしても増えてくるような気がします。規模が小さくなってしまうのでは…と不安
になります。

▼55～59 歳
【男性】
○個人負担が増えること。税金・社会保障の保険科。年金問題。
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○町内会の行事等、高齢化が進み、若い世代が少ない。

【女性】
○住みにくくなる（限界集落）
。私は現在 60 才になります、隣保班では一番若いです、しかし、この
年になると、いろいろ事情もあり、いろいろな役がたくさんまわってきます、何事もなければいい
ですが災害等非常時があったとき、責任が果たせるかどうか不安です。いろいろな役が多すぎます、
このようなことを考えるとここで暮すことが重荷になることがしばしばです。
地区不明
▼25～29 歳
【女性】
○老後。
▼35～39 歳
【男性】
○経済成長の鈍化、衰退。
▼40～44 歳
【性別不明】
○都市への人口流出が進み、島田市がなくなる。
▼60～64 歳
【女性】
○医療、介護の充実年金の支給額など。
▼年代不明
【性別不明】
○老後の保障が全く持てない。
○①空き家が増える→静岡市等に集中人口増加。②行政のサービスの低下（学校数の減少等）。③職場
が海外になる。④外国人の人口が増え治安が悪化。⑤税 UP。③、⑤が特に心配。
○産業が活性化しないので、全てが悪循環になり、医療や福祉にも悪影響を及ぼします。
○経済の衰え。
○若い人達が少なくなり、過疎化が、どんどん進む事が、最も困ると思います。
○税金の増額。
○税金が値上がりするのではないか。
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問２６ 島田市が活性化し、人口減少に歯止めをかけるためには、市としてどのようなことを重
点的に進めるべきだと思いますか。あなたが普段感じていることを教えてください。
（ご自由に
ご自由に記入してください）
ご自由に
旧島田市内(
旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
▼19 歳以下
【男性】
○遊ぶ場所がなさすぎて、結局藤枝か静岡、浜松に行くことになりました。駐車場のある少し広めの
公園を市内に数ヵ所作ってください。花見とかできるような感じで。小さい頃から室内にこもって
いると土地に愛着なんてわきませんからね～。六合、島田、金谷、それぞれの駅の周りを若い人向
けの施設中心にして人が集まるようにして、パッと見だけでも人を集めないと暗い感じになってし
まうと思う。とにかく遊ぶ所が少ない！小さい頃から「島田で」遊んできて、少し大人になってき
てからも「別に島田から出ていく必要ないから」と思えるような町にしていただけたら、少なくと
も人口の減少を抑えるなんて難しい問題を考えなくてすむと思います。これを実行するのにどれだ
けのお金と時間がかかるかなんてわかりませんが、少しずつでも、そうなってくれると嬉しいです。
○魅力のある市にしてほしい。安心して子育てができ、医療面も自己負担が少なく、生活できること
が理想です。

【女性】
○島田市民病院の総合病院として全ての科が充実していること地域医療と総合病院のネットワーク
化。保育施設の充実化を図り、女性の職場復期しやすい環境を整えること。市民会館くらいの施設
を復活させ、コンサートをやったり市民の文化向上できる場を増やすこと。多目的ホールとして復
活するのも期待したい。本通り商店街のさびれたシャッター通りもさみしいです。市民の多くが健
康に過ごせるよう、予防医療の充実、認知症にならないための予防をおこなってほしい。
○もうちょっと名物になるものを作ったり、アピールできるものを考えて実現させたりするのがいい
と思う。
▼20～24 歳
【男性】
○島田市に長く住みたいと思えるような街づくり。スポーツ発展。
○市のイベント等をもっと増やす。雇用・商業施設、保育・医療を不自由なくさせる。
○企業の誘致。駅前などに、人がとどまる空間をつくる。（カフェなど）
○若い人たちが遊べる場所が少ないので、異性との出会いが無い。だからつまらないので県外や市外
に行く。
○若者の住みやすい環境（デパート、アミューズメントパーク）をもっと増やすことだと思います。
○公務員が多すぎるので税金が上がるのではないかと思う不安があります。人口減少になったら市役
所で働いている人も減らしているのか？市民にも知らせてほしいです。
『広報しまだ』も 2 ケ月に 1
回にするとか、わかりやすい市の節約をしてほしいです。
【女性】
○育児休暇を実際に取れるようにしてほしいです。女性の雇用の促進を進める。
（企業誘地等）
○進学により都会に行ってしまった学生が、戻ってくるような魅力ある町づくり。保育園不足をよく
聞く。保育園を充実させることにより、子育てへのサービスと伝がり、お母さんに優しい町となる
ようにする。
○“子育て”に力を入れてほしい。若い人で早くに結婚して子供がいる人もいるけど経済的に、1 人
でいいやとか 2 人以上は無理と考えている人も多いと思う。
○結婚、子育てなどの助成を増やす。
○島田市の活性化にはまず商店街の復活や起業支援、歴史的遺産の PR と活用、マラソンコースのア
ピール、マラソンに来た人へのまちとしての魅力の発信、島田の注目人？「キラキラ島田人」みた
いな、島田出身者の利用、公共施設のハードソフト面の充実。島田市役所の建て直し。庁内のサー
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ビスは以前に比べ、大変良くなっていると思うが、昼食を自席で食べるというのはどうだろう…。
来客にとっても、働く職員にとってもあまり快適とはいえないのでは…金谷庁舎には食堂（食事す
る場所）があるときいているが、島田市はないのですか？私が職員なら昼休み、休憩等人目にさら
されてとるのはイヤです。就業の体制としても良い環境とはいえないのでは、休みはキチンととり、
仕事は仕事…転入者の方も多分変だと思うのではと感じます。田舎の役所的な新しい建物が良いば
かりではないが、建物も古いし体制も古いのでは、その町の格が下かると思います。
○私は、今の島田市でも特に困ることはないと思っているので、充分だと思う。しかし、人口減少が
起きてしまうと市の維持は難しいのだとわかった。私が普段感じていることについて、人口減少を
止めることと関係があるのかはわからないが、市内の道路が安全だとは思わない、ということであ
る。最近は、家の近くの道路が広くなったため、車との距離が空いて、安心して利用している。前
は人一人が通れるくらいしかなく、車と接触しそうだったので良くなったと思う。しかし、国道な
どの歩道は信号に近づくと狭くなり、あまり利用したくないなと思う。私は駅から帰宅する時に自
転車を使用しているため、常々思う。国道沿いの歩道は高校生の頃、よく通っていたため、狭くて
すれ違う自転車と接触しそうになったり、曲がり角から車が出てきて車がこちらに気づかず前進し
てきたり、歩道への段差が多いため、道がボコボコと思うことがいろいろあった。国道はいつでも
学生が登下校に利用するため、直さないと事故が起きたりして危ないと思う。藤枝のユニクロ前な
どの歩道はとても広いので理想としては良いと思う。私の意見が届くとはわからないが、普段思っ
ていることが、住みにくいなどとつながると思う。少しでも参考にして頂けたらうれしいと思う。
▼25～29 歳
【男性】
○今島田市にいる人が幸せを感じるような町にして欲しい。幸せの形は一つではないが、住んでいる
人、企業などが近くにいる人に気遣いができるように良い事をした人がもっと幸せになれるような
政策を作ってほしいです。
○子育て支援の充実。商業施設を増やし、集客を向上させる
○ムダな箱物を作ったつけが、若い世代に負担にならないようにしてほしい。温泉の出ない温泉施設、
競技場、魅力のないホテルなど、そのような施設の負担を若い人たちにまかせたら、ますます、住
みにくい島田市になる。企業をもっと誘致したり、空港を利用する人たちに魅力のある島田市を作
ってほしい。蓬莱橋や、河原町の整備をしてほしい。観光客がみたくなるようにしてほしい。
○第二東名が出来ても活用できていない。国一バイパス、第二東名、川根線が集中している金谷地区
の発展を推進するべき。大規模病院の誘致と交通網の改善、水路橋の自由通行で、人の流れを作る
こと。
○交通の便が悪いので、そのことの見直しを進めるべきだと思います。
○保育所が充実していれば、子育て世代の方達が島田に土地を購入し、家を建て定住してくれると思
いますが、土地が高いので、駅から 20 分位の所に月坂団地のような所を作れば良いと思います。
【女性】
○自然豊かなのはいいが、“いなか”“不便”と思われがちなのが残念…。若い人が集まりやすい所、
カフェやファミレスがもう少し増えてもいいかなと思う。大きなショッピングモールもアピタしか
ないのも物足りない気がする…。買い物に行くなら藤枝…静岡…になってしまっている。でも、島
田は大好きです！これからもずっと住み続ける予定です！
○アパートの家賃をもう少し安く。幼稚園・保育園などの定員の拡充。
○仕事のため県外から来たが、地元の人が多く、刺激となるような（自分を成長させる）出会いが少
ない、いろいろな県から人が集まるような土地であれば、切磋琢磨し成長する機会がたくさんある
ように思う。よって若いうちにこの土地に来たことは本当によかったのかと思ってしまう。意欲の
ある人が別の土地に流出することは避けられない。有名な企業や全国区、グローバルな企業を誘致
できれば色々な人が集まり魅力ある土地になると思う。ただ自然環境についてはすばらしく恵まれ
ているので、田舎暮らしをしたい人の移住を進めるなど、自然を生かした取り組みもいいと思う。
しかし働く世代の仕事を確保し定着させないことには本当の意味での人口減少の歯止めにはなら
ない。
62

▼30～34 歳
【男性】
○老人ではなく子どもにお金を使うこと。島田市の魅力をアピールできるよう戦略的に単独部署だけ
でなく複数の部署で協働していくこと！市の窓口対応の質をあげること。障がい者（児）にやさし
いまちをつくること。大きい公園を魅力あるものにする。→あたらしい遊具をたてる等。人口減少
に歯止めをかけるという発想はうしろ向き！人口増加を目的として動いていくことが重要となる。
ネガティブではなくポジティブに。どうしたら住み続けたいと思うのか考える。マラソンの普及促
進。島田大祭への行政の績極的介入。→島田がほこれるものをのばしていく必要があると考える。
県内 1 位になるものを作る。保育の質など。そこから県外からの視察を増やし全国に売っていく。
とにかく歯止めをかけるような保守的思考ではダメ。
○日本の真中にある県としての活動に力を入れ、その延長上で空港・新幹線などへ移動をスムーズに
する等の対策があれば良いと思います。
○住みたくなるような生活環境の整備（家賃、交通、商業）若い世代が住んでくれない事には人口増
加は見込めない！まずは定住してもらえる環境作り。長く同じ地域に住む事で愛着も湧く（心理的
に環境を変えたくないと思う）。一般的に 2 人以上出産しないと人口増加にはならない。2 人以上出
産しても良いと思える環境を作る。

【女性】
○私は現在、小さな会社に勤めています。女性ばかりの会社ですが、産休・育休はあっても実際は取
りづらい環境です。市全体で環境が向上され、島田市で仕事が続けられたら嬉しいです。産休・育
休等、実際取れている期間の把握・企業への働きかけ等、して頂きたいです。
○高齢者サービスも大切だが、活性化の為には先ず、若い世代の人たちに住んでもらえる様な町づく
りが必要だと思う。その為には、企業を呼びこんだりして働ける場所をもっと増やしてもらいたい。
蓬莱橋があるのだから河原町をもっと活かして観光名所にしたり。大井川鐵道の PR も、もっとし
た方が良いのではないか？信号のタイミング（特に駅前）が悪すぎる。→なので駅前をなるべく通
らないルートになってしまう。道路の凸凹がひどく、ベビーカーを押すのが大変です。市民病院の
医師の向上。
○若い人が住みたいと思えるような市に進めて行くべきだと思います。若者が結婚、出産によって、
引っ越しをするとなった時やはり、色々な制度も気にすると思います。子供がいる家庭では、医療
費補助が充実している所が魅力的だと思うし、我が家の様に 3 人目が欲しいけど、経済的に不安な
ので、ためらいます。以前の様に補助等あれば、うれしく思います。
○年金支給開始の年齢が上がったことで親が定年を迎えても働かなければならず、子育てのサポート
を頼みづらい、核家族のわが家にとっては、時間いっぱい働かなければならず結果 11 時間越えで
子どもを預けなければならない現状にある。決して暮らしが苦しいわけではないが、保育料＋延長
料とかかり、なおかつ有給もほぼ使わないと仕事を継続していくことがむずかしい。となるともう
1 人子どもを望んでいるが現状を保つことが精一杯でなかなかふみきれないのも事実である。子育
てにやさしい町づくりをぜひすすめていってほしいと思います。母親も働かなければならない家も
多いのではないかと思う。しかし、子どもが急病で休みを取らなくてはならないことも多く、なお
夫婦でなんとかしなければならないという家族も少なくないと思う。となると、子どもの数は望ん
でいる数より少なくなるのではないかと思う。
○子どもを育てやすい環境をアピールすればよいと思う。子どもを生んでから、支援センターなどが
多いことを知ったので、もっと前から知っていれば、よかったと思ったので。
○街の活気がないため、市外に出てしまうのだと思います。今に始まったことではなく、20～30 年前
から、どんどんさびしい街になっていったと思います。今更遅いのですが、古い街並が島田市の魅
力だったと思います。それを中途半端な区画整理で台無しにしてしまったと思います。安全面を考
えてのことだったのかもしれませんが、他の市と似たような街にするのではなく、島田市にしかな
い、良さを残せなかったのが残念です。
○結婚したくてもしない、できない若い世代がたくさんいるので、参加しやすいイベントなどを企画
し、結婚熱が上がれば、自然と人口減少もゆるやかになると思う。
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○全国への PR。

▼35～39 歳
【男性】
○若い世代を増やす、市外に出なくてもいい様にする。一旦出た人が U ターンするということがし易
い環境造りをするべきです。市内でお金が回る様に、企業数・商業施設数などのバランスが取れる
様に、市として足りないと思う所に資金を投資して欲しい。大きな街ではなく、効率の良い街・住
み易い街にしていくには、バランスが大切かと思います。なかなか大きなテーマ過ぎて難しいとは
思いますが、時間を掛けて進めていって下さい。
○買い物をする大型店が少なく、ほとんど藤枝市に出かける。飲食店も藤枝が多く島田で外食する事
はない。アピタ・ジャンボエンチョーなどの近くに全国チェーンの店が来れば人が集まると思う（ぎ
ょうざの王将・回転ずし・焼肉店・コメダコーヒー）
。蓬莱橋のまわりに花（シバザクラ・コスモス）
とか喫茶店ができるといい、今ではさみしすぎる。
「川ざらい」は、高齢者の家庭、日曜出勤の仕事
の人達が今の時代多いので、市でシルバーなどの人を使いやってほしい。地域によって不公平で、
長い時間かかる所と、すぐに終ってしまう所があるので考えてほしい。広報が聞き取りにくくて、
わからない。犬の飼い主のマナー違反に迷惑している。
（散歩中に他人の家の敷地に糞をして、その
ままにして、帰ってしまう人が多い）。
○レジャー施設・商業施設が少ない。保育園のシステム、二人目の子が生まれた時の一人目の子の受
け入れ（一時退園扱いになる）が大変。一番みてほしい時期。予防接種を推進するわりには金額が
かかりすぎる。山梨県の子育て支援が充実しているらしいので参考にしてみては。子育てをのびの
びできるような環境にしてほしい。イベントの盛り上げ。
○若年層への妊娠後のフォロー体制の確立。性教育の早期化。大人と子供が交流できる場の創造・提
供。学生結婚への援助。
○単に金を配ることは良くないと思う。例えば、転入者や出産祝いなど、これらは該当する人、しな
い人が明確になっていて、もらえないで気分が悪い、なるべく多くの人がプラスになることを市と
して力を注いでほしい。医療費の負担軽減、買い物などでの割り引きなど。他には多くの人が利用
できる施設も必要だと思う。島田市に住んで良かった、楽しいと今以上に感じられるような市に市
民も巻き込んで実現していけたらなと思います。10 年 20 年先を見据えて少しずつ市が進化してい
けば良いと思います。

【女性】
○若い世代の住みやすい（転入してくるぐらいの）環境を作ること。子どもが 3 人いますが、教育費
のことを考えると頭がいっぱいになってしまいます。家のローン、生活費、保育料……。若い皆さ
んが、子どもを 2 人、3 人産めない気持ちがわかります。仕事も休みにくい環境です。子供を安心
して、2 人、3 人産める、育てることのできる島田市が理想です。
（島田に住むメリットの様なもの
が必要かと！）
○①保育園の定員を増やしてほしい。就労しながら、祖父母の協力が見込めない核家族は、保育園に
入れなければどうしようもありません。②関連して、市内の保育園（特に公立）の衛生環境があま
りにも悪すぎます。汚い、不衛生、せっけんも固形せっけんがあるかないか…。それも行き届いて
いない。薬用のハンドソープ・アルボース、ノロウイルスを殺菌するものを整備してほしい。0 才、
1 才は自分で洗えないので十分に保育士は、気を付けてほしい。ふとんを敷く場所も食事場所もほ
こりだらけ。掃除機をかけてほしい。トイレに裸足で入って、その足で、教室に入る子がいるのに
そこをハイハイしたり、落ちたものをひろって口に入れる子がいることをどう思うか？建物が古い
なりに、そうじを心がけ清潔にしてほしい。仕事をするために保育園に入れているのに、保育園で
感染症にかかり、仕事を長く休まなくてはいけなかった。③市内に小児科が少ない。ケン子どもク
リニックか、市民病院しかないため、予約がいつもいっぱいで取れず、混み合い、そのためいつも
隣町（藤枝市）まで行っている。藤枝、吉田町の医療サービス（小児科の数）とあまりに違う。こ
れでは、不安です。※特に、早急に対応お願いします。見に行って下さい。私立の保育園と公立の
保育園があまりに違います。トイレが汚いです。外にせっけんがありません。小学校は建て替え、
増築しているのに保育園に、建て替えがいかないのはなぜですか？水道・トイレだけでもリフォー
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ムして下さい。
○子育て、育児サポートの充実→若い世代が住みやすい環境。核家族化が増え、頑張っている母親が
多いと思う。そんな中で子育て支緩が充実していると安心や満足度が上がると思う。それが、結果
子供の成長にもプラスに働くと思う。例・託児が以前よりできにくくなった（予約できなかったり、
もう少し低料金だと嬉しい）引っ越してきたくなる様々…
○市外へ出ていくのは、若い世代だと思います。
（転勤や、マンション購入、マイホームの購入など）
私の姉もずっと島田に住んでいましたが、マンションを購入しました。その際、島田と藤枝のマン
ションがありましたが、迷わず藤枝を選びました。島田市も藤枝のような（特に駅周辺）街になる
といいと思います。せっかく素晴しい駅ができたのに、島田の街はいまだに『シャッター通り』で
すよね。特に本通りなんかは、全く活気がありませんよね？小さい子を持つお母さんがゆっくりい
られる場所で駐車料金がかかるのをやめたらどうでしょうか？『こども館』
『図書館』など。
○自分も含め 40 歳前後で子供が欲しいけどなかなかできないという人が多数います。不妊治療をし
ている人が多数ですが金銭的にも精神的にも大変な人が多いと思います。島田市は助成金などとて
も恵まれている環境かと思いますが年齢制限などを設けられると焦りを生んでしまうかと思いま
す。もう少し精神的にゆとりをもって不妊治療できる環境作りをしていただけるとうれしいです。
○お隣の藤枝市のような若い世代のファミリーが定着したくなるような環境づくりが出来ていない
と思う（子育て、公園の増設、高層マンション、若者向けのお店商業施設の拡充）
○「歯止めをかける」とは、ずいぶん消極的な意見だ。出ていくものは仕方がない。他県へ嫁ぐ人も
いれば、他県の転勤、他県に住む親の介護のための U ターン。それぞれの理由があるものを止めら
れない。新しく人を呼ぶ努力をすべきだ。富士市の富士山、伊豆の温泉、島田市には何かないのか？
こちらに引っ越してきて初めて知った帯祭り。すばらしい伝統行事だが、観光客はいない。リピー
ターにならない。見るだけで、観光客は参加できないからだ。へえ～すごいね～で終わり。富士山
に登る、温泉につかる、体感して良かったから、また行きたいと思わせる。人に勧める。ゲームや
アニメでも良いと思う。ゲーム大会を開く、アイドルを呼んでコンサート、島田にしかないものを
毎年恒例行事として作ればよい。島田市の博物館もバラの丘も行ったが（アスレチックは良いけど）
、
「見た」だけ。2 回目行く気にならない。「見る」だけの時間つぶし。島田市にしかない物を作れ。
人口減少の件とは別件ですが…、こちらに引越てきて、何度も選挙がありハガキが送られてきたが、
○○小学校と書かれているだけで、地図も案内もなく、場所がわからない。こんな不親切では、転
勤族などは投票率が低いはずです。島田市立病院にかかったとき、婦人科がなく、
「ウチでは診られ
ない」と焼津市立病院を紹介された。市内の一番大きい病院がこのあり様では、人口減少などやむ
を得ない。若い女性は島田に住むなと言うことか？
○個人的に、近所付き合いがなく子育てでつまずきやすい。相談機関があることはわかっているが、
飛び込むのにも少々勇気が要るので、各機関の情報がもっと多ければより親しみやすいと思う。小
学校には学区があるが、幼稚園にはないので情報収集が必要なわりに、ホームページは簡素。機密
性の高い住宅では広報のアナウンスがほとんど聞こえない。リアルタイムで通知できるメール、
Twitter、LINE などあってもいいのでは？

▼40～44 歳
【男性】
○やはり、これから人口減少社会なので、お年寄りの方や、高齢者の人も、長く健康で生きていただ
き、今の世代や、若者を巻き込んで、全体で助け合い島田市全体がにぎやか、ふれ合いを大切にし
ていける社会になっていくことを希望します。
○雇用の安定。駅前本通りの活性化。空港の有効活用。
【女性】
○島田市は、他の市町にアピールできるような魅力的な特徴がないように思えます。商店街にも活気
がなく、淋しい感じがあるし、住んでいる私自身もなにもない街という印象を持っています。子供
の頃は街に出るのが楽しみでした。映画館があったり、色々なお店で買い物したり、夏の七夕祭り
は沢山の七夕飾りがあったり…。結婚してしばらく島田を離れ、また戻って来た時、島田はずいぶ
ん廃れたな…という感じがしました。子供達を連れて、遊びに、買い物に、食事に行きたくなるよ
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うな商店街を作ってほしいです。
○①大型商業施設の誘致（コストコ・イケヤ、アウトレット等）
（袋井のららぽーとは、土・日はすご
い人が来ています。）②大型の温泉施設をつくる（雇用の創出、周辺の店も栄える）とにかく、川根
温泉や、いたわりの湯はとても人が集まっています。③お茶のアピールが少ない。お茶祭りなのに、
お茶のアピールが少ない、新金谷駅、空港や温泉施設でのアピールも少ない。④駅前がさみしすぎ
る、これでは、顔である駅なのに、がっかりです。⑤もっと若者たちが、住みたいと思うようなお
しゃれなお店を増やすとか、住宅の提供をするとか、病院を増やして、安心できる町にするとか、
老人の町では、魅力がありません。そして、島田市は若者に優しい町ですとアピールする。私たち
は、横浜から 2 年前に引っ越してきましたが、静かで、空気がきれいで、温泉があって自然があっ
てこの島田が大好きです。しかし、今のままではこの島田も衰退していってしまいます。今、行動
に移して下さい。忙しかったので汚い字になってすみませんでした。よろしくお願いします。がん
ばって下さい。
○晩婚化減少できる様なしくみ。働く女性はどんどん増えています。出産後も働きやすい、空気作り、
しくみ。だんなさんの帰りも遅く、育児の体力・精神的不担をどうにかできれば、うちも、もう 1
人産みたかった。保育園や幼稚園の先生達のうるおい。先生達の仕事がハードだと、保育の質にも
問題が出てくる。保育の質が良いと母親も安心して、子供をもっと産みたいと思うと思う。私立幼
稚園お金が高い！負担が大きい。
○働くところがなくては、人は集らず働くところがあっても宅地がなくては、永住する人が増えず、
子供ができたら、教育に力を入れたいが島田市は、全く教育に興味がない親が多すぎます。私立・
中学・中高一貫校、有名私立校があれば、永住する方は増えると思います。島田高校などの市内公
立校のレベルダウンも若い世代が市外へ流れていくきっかけになると思います。
○企業の誘致、商業施設の誘致。今ある企業や施設をリニューアルし、市内外へ PR。子育て世代から
支持を得る街づくりをする。
○不妊治療の助成、相談窓口の充実教育・福祉施設の充実、質の向上雇用の安定化。
○女性が子供を産みやすい、育てやすい市にする事。働く女性の支援、保育園等の拡大…でもこれっ
て本当に女性は子供を産みますか？仕事で忙しい人が他人の手を借りて子供を育てるのを本当に
望んでいるのでしょうか？せいぜい産んでも 2 人だと思います。それよりも専業で子供を育ててい
る女性に、2 人と 4 人と産んで育ててもらう方が確率は高いと思います。つまり子供 1 人につき支
給を！女性を働かせたいのか、子供を産ませたいのか何をしたいのかさっぱり分かりません！
○子育て世代が親子で、また、おじいちゃんおばあちゃん、みんなが集まって楽しめるような催しを
季節ごと作り人が集まり笑顔で思い出に残るような行事があるといいですね。また行ってみたいと
思えるような…。毎年楽しみになるのではないでしょうか。きっと人から人へ伝わり、毎年島田市
が活性化していくと思います。
○空き地をもっと広く一般に安価で貸し出すとかすれば、遊んでいる土地が利用でき、少しでも市の
収入になり、それを市民生活の潤いに反映させていけば、けっこう活性化すると思う。
▼45～49 歳
【男性】
○子供を産み育てる環境がまったくできていない！小さい子供がいる世帯には税金の優遇措置か、子
供手当など、子供を産んで育てやすい環境をもっと整えるべき。島田市は、他の市町に比べ固定資
産税も高く、市の職員ですら、他の市町から、通勤しているありさま！これでは、一般市民は、あ
きれるばかり！内情を知っている職員が島田市は税金が高いと言っているくらいだから。それでは
島田市に住みたくなくなる。全市民に、税金を下げろとは言わないが、小さい子供かいる世帯には、
もっと考えてほしい。若い親が、島田には、住みたく無くなるし、子供を産み、育てようとしなく
なる。
○企業誘致して地元の人間の雇用が安定すれば、自ずと所得が増え、結婚する人が増加していくと思
う。
○今後は行政サービスの格差が生じることはあたりまえで、その上で島田市に住みつづける理由が見
つけられるかが鍵。行政サービスの差異で住む所を決めるのは一時的なことで、世代を越えて住み
続けるためには、今まで住んできた町をスクラップアンドビルド的につくりかえていくのではなく、
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今ある町の魅力をしっかりデータベース化して歴史をリスペクトしたまちづくりが重要。特に帯ま
つりのあり方はどうかしている。中心市街地の人口減少が続くなか相変わらず寄付に頼った運営で
は、地元住民がたまらない。そろそろ、運営から経営にシフトすべき。蓬莱橋にしろ、単発でイベ
ントをするのではなく、多画的につなげていくことが大切なのでは。島田市内で活性化を考えるの
もよいが、主題が決まったら、外部の人間も入れて組織していく方がよいのでは？あと「まちづく
り島田」は一体なんのための組織なのか？
○仕事、雇用の拡充。
○これだけ歴史のある島田、自然も豊かだし、何故減少していくのだろう。
「住む」と「生活する」の
に、何が足りてないのかを今後は考えていきたい。個人の出来る事と行政として、市長として何が
出来るのだろうか。もっともっと活発に市民とアイディアの融合が必要と考える。市長も変わり、
いろいろトライしている最中だとは思うが、それにより市民が「迷う」事の無い事を願います。
【女性】
○魅力ある町づくり→駅通り＋本通りの特徴ある店舗、歩いていろんな店に寄りたくなるような町並
み。駅付近に食事できる場所（特にランチ）や喫茶店が少なすぎる。駅南地区の商業私設の開発。
住宅地の開発→人口を増やす。分譲マンションの開発→人口を増やす。主用道路（国 1 等）への店
舗の誘致。→島田に少ないため、車で藤枝や市外に行く事が多い。観光地の充実も大切だが、日々
生活する者の事を考えて頂きたい。
○①人口減少と市の活性化を同じ土俵で考えることに果たしてそれが正しいのかわかりません。人口
減については島田市だけの問題ではありませんが、そこに住む人の満足度が高ければ、多少、人口
が少なくても、身の丈でやっていけばいいように思います。市ができないサービスは、市民の潜在
能力を発掘し、市民が主体的にやるしくみを作れば、まちの活性化につながります。地域に溶けこ
む機会にもなり、そうしたシニア世代は自分達の住んでいるところを良くしようと、やりがいに気
持ちが向かうかもしれません。人口減はシニア世代の能力開発と再雇用のチャンスです。②子育て
世代の私自身の発想ですが、子育てをしている人がしていない人に比べて、税制面で差があること
を望みます。これは感情論で語られると、何も言えませんがやっぱり育児にはお金がかかります。
育てあげた子供達が将来の担い手になるのだから、税での優遇は、とっても大事です。それは島田
で子育てしたい、という大きな魅力と動機づけになることだと思います。大変な課題だと思います
が、がんばってください。
○市民の憩いの場として、藤枝の蓮華寺池公園のような、四季折々の花が楽しめ、市民がジョギング・
ウォーキングしたりして、リラックスしながら健康維持できるような場がほしい。また市民同士が
ふれ合えるドーム型のミニコンサート会場やイベント会場も併設すれば、更に市民が出掛けやすい
場となると思う。島田市は糖尿病の患者さんが多いとか…。日々の生活でウォーキングしながら気
軽に楽しめる場所が少ないと思う。朝・夕ウォーキングしている方も多いです。排気ガスを吸いな
がらの“道路ウォーキング”は、体力作りに歩いているのに、本当に良いのかとも思います。安心
安全に（夏の夜などは明るい街灯をつけるとか）歩けて運動できるような場を市内に何ヶ所か作っ
てほしい。
“箱もの”をいくつも作っても市民は喜びません。
“市民税を払っていて良かった”
“市が
良くなるならもっと払ってもよい”と思えるような、市民目線に下りた政策をしてほしい。今現在
ある公園・施設などもどの位の利用があるのか、改善・なくしてもよいものはないか、これからの
時代に合っているものかなど再検討してほしい。主に高校生が通う旧国道一号線の両側の自転車道、
ボコボコ隆起していて危ないです。市内の通学路などから危険箇所がないかの確認もしてほしい。
“安全に暮らせる街・島田”が定住化の第一歩。障害者の方のために、バリアフリー化も。今回の
アンケートに“老後について”のものがありません。高齢化が進む中、現市民が流出しないための
対策もお願いしたいです。老人施設入居費用の負担削減も市民が希望するものの一つです。年金生
活世帯ではとても高くて入居できません。
○働く場所が少ない。とくに子供がいる女性の働く所が少ない。
○私の娘は今、東京で働いています。いずれは島田に帰って来て欲しいと思っていますが、島田では
就職先が無いのが現状です。私は歳を重ねるたび「この先どうなるんだろう」と不安になります。
安定した就職先、また福祉施設の増設をお願いしたいです。
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▼50～54 歳
【男性】
○職場の安定＝人が増える。
○人々が住まいの近くに勤務し、その地域がいきいきと活発に活動し、それに参加していく人が多く
いること楽しんで暮らし働いている姿を今育っている子どもたちに見せ、伝えていくことが大切だ
と思います。小、中学校へどんどん地域の人が入っていけるような、受け入れられるようなものが
あると子ども達も地域で生きていくことを楽しいと思うのかと考えます。
○子供の医療費を減額する。大企業の誘致（工場）観光資源を開拓しもっと PR する（町を有名にす
る）交通渋滞箇所の緩和。
○とにかく子育てにお金がかかりすぎる、子供が大学を出て社会に出るまでにいったいいくらかかる
と思っているのか。そこのところを十分に補えるような対応をしてほしい。女性が安心して子供を
生んで育てていくには男性が 1 人で十分な生活費を稼ぐ必要がある、女性の雇用を進めるのは少子
化には逆行である。本来、男性 1 人で十分な生活費を稼いで女性には安心して子育てに専念しても
らいたい。そんな世になれば少子化なんてありえない、男女共働きなどもってのほかである。
【女性】
○市外からの移住者に金銭の支援をするのは反対。今まで島田市が良いと思って長年住んできた人た
ちを大事にしなければ、外からの人が増えても一時的でいずれ出ていくのではないか。子育て支援
とか高齢者支援も大事だが私たちのような中間層への支援がまったくないと感じる。中間層は近い
将来高齢者となる。そこが苦しいと高齢者になったときは悲惨だ。市がなにをやるにしてもお金（税
収）がないとなにもできない。人が減れば税収も減る、税金を高くしても生活が大変な人が多いの
で借金をして税金を払う人もいる。住みよい町づくりをするならおいしい話（金銭の支援）ばかり
でなく企業誘致などもするべきだと思う。市民会館はなんとかして欲しいと思う。利用できないこ
とで収入はなくなり維持費ばかりかかる。他市の施設の利用には補助金を出していると聞いた。こ
れではお金が出ていくばかり。子供のころから自慢の市民会館だった。（近隣ではこの規模のもの
はない）ぜひ早急に立て替えて欲しい。長年住んでいる人はそう思っていると思う。島田市の資産
をもっと大事にして欲しい。この市がどこに向かっているのか今のやり方はまったくわからない。
○ベビーカーを押して歩きにくい。幅が狭い、交差点での車道との段差が急であり押しにくい。
○子育てが一段落した世代を活用し、育児子育て支援を充実させ安心して仕事を続けられると確信で
きれば出産の希望が増すと思う。気軽に相談できる場を増やし連携して安心感を高めていけば良い
と思う。
○駅前の活性化と人を集める大型施設の誘致。後は、空港周辺の空き地利用で色々な施設を作る。以
前あった大学の誘致も良いと思います。余談ですが･･･このアンケートは、無作為に送られている
と書いてあります。90 歳に近い方にも送られていましたが、もっと子育て中の世代に答えて頂いた
方が良いのではないですか？私自身も、子育てからは随分と離れてしまい、当時感じたであろう事
もあまり思い出せません。少し疑問に思ったものですから。申し訳ありません。
○①下水道整備があまりにも遅すぎる。②区画整理も完了地域と未完了地域の格差がはげしすぎる。
前市長時代に“ハコモノ”ばかり増やし、①・②が遅れてしまった様にしか思えない。現在人口 10
万超の市の中心地で（本通）
“どぶ見”が絶えないという町は近隣にはないと思う。この点を改善し
ない限りは、人口の流出は止められないのでは？と思う。

▼55～59 歳
【男性】
○私には子供が 3 人います。大学を卒業後、全員島田市外に住んでいます。島田市内に、大学を卒業
し、安定した給与水準も高い企業が少ない為、U ターン就職する気持ちにならないと思います。私
自身も 30 年ちょっと前に東京の大学を卒業して就職先が無いことにショックを受けました。しか
し、実家があり一人っ子のために U ターンしました。大企業を引っ張ってくることが大事です。ま
た、出産や結婚は大きな問題ですが、税金で行うことではありません。税金は、保育所の増設・時
間を 24H にする等の事を行なってください。金銭的なサポートは不要と思います。婚活のイベント
等を、税金を使って行うことではないと思います。島田市内同士の男と女が結婚しても、藤枝や静
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岡といった仕事に便利な市外へ転居すると思いますよ。島田から流出を止めるなら、島田市内に仕
事がある事が一番です。しかも給与水準が低ければ子供はあきらめる場合があります。給与が高く
安定した企業が増えれば、若い人達は、必ず戻ってきます。
○本通り中心の開発をやめてほしい。市立病院の移設計画はどうなったのか周知がない。各種助成の
充実を図ってほしい。
○近くに静岡空港があるので、空港を利用する観光客が立ち寄りたくなる集客力のある、施設を誘致
する。例えば、ショッピングモールとか（雇用も創出できる）ばらの丘公園等既存施設をリニュー
アルし、集客できる施設にし、雇用の創出を計る。

【女性】
○若い世代の人達の生活環境を整えてあげることで結婚、出産、育児、と自然に島田市に定住してく
れるのではないでしょうか。小さな子供を安心して遊ばせられる場所があまりないですね。
○土日の市内を見て下さい！特に商店本通りを見てどう思いますか？昔は島田に買物に行く！マチ
に行ってくると言われていたのだ！ゴーストタウンみたいで大祭りで人を呼んでも一歩通りを入
るとまっ暗！皆口々に何もないねって！ボーリング場 2 映画館 4？小デパート？2 あったのは子
供の頃。藤枝はどんどん発展していくのに、ますます残念です！
○島田市にもっと人が来るように大きな商業施設とか学校をつくったらいいのではと思います。駅周
辺にも立ち寄れるところがない。下りの JR に島田停まりがあって乗り継ぎに時間がある時に、駅
を出て手軽にコーヒー（ドトールとかスターバックスとか）を飲めるような所とか買い物ができる
ところがあったらいいと思う。今はそれが藤枝になっている。電車で通過してしまうところなので、
もっと目を引くようにした方がいい。
○島田は、大きなデパートや、食べる所など人が集まる所がない。藤枝、焼津には、どんどんと、大
きな、スーパーや、食べ物屋がふえているのになんで島田には、できないのですか？島田商店街は、
さみしすぎる。島田は、税金が高い（市、県民税など）から人がこないと思う。安くしてほしい。
○市民病院に産婦人科が前のようにあれば良いと思います。子供を産んで、育てるのに、お金がかか
りすぎるのも問題だと、思われます。
○市街地だけでなく川根、伊久身地区へのコミュニティバスの本数の増加と休日の運行。大井川鐵道
の運賃が高く本数も少ないため昼間の時間帯に移動する手段がありません。交通の便がよくなれば
住み続けるようになるのではないでしょうか？
○若い人の人気のある商業施設をどんどん取り入れる。スタバ、GU・ロフト・東急・コストコ・IKEA・
クロックスなど大きい本屋。大規模商業施設を作る。立体駐車場で雨でも傘がいらない。ボーリン
グ場、映画館、温浴施設などがあり、若い人達が他に行かなくても、島田で 1 日中楽しむ事が出来
るそんな所があると良いですね。空港のそばにテーマパークがあると良いですね。医療施設・介護
施設・老人ホームを充実させたいです。
○駅付近を見ても何となく保守的で活性化につながるような新しいお店ができるわけでもなく、なん
の魅力もない。市外から遊びに来た知人から「島田の町（商店街）ってどこにある？」と聞かれる
程、駅前に活気がない。もっと人が集まる所をつくるべきだと思います。

▼60～64 歳
【男性】
○優良企業の誘致。ただし乱開発は不要。自然環境を生かした地方創生のアイディア。森、川、SL な
どの地域の特性をもっと引き出す。大井川流域の行政との連携。いろいろなタイミングでメディア
等を用いて知名度を上げる。中央商店街の活性化の策を見つける。（他の町の人に人が歩いてない
ね…と言われる）
○まずは、財政の健全化。市街地の活性化。公共施設の整備→なるべく市街地の近いところへ。市外
の人も市民病院の立地の悪さを指摘していますし地盤の悪さも…。
○全ては活性化です。現在の島田市は旧島田、金谷、初倉の間に大井川が中心にあり、5 つの橋があ
るのにもかかわらず分断されている所があります。島田市は昔から木材の町であり、森市長時代は
「文化都市」のイメージが強かったです。別に間違ってはいませんが市自体に経済力がないと活性
化されません。
「箱根八里は馬でも越すが越すに越せなゐ大井川」この大井川を産業面、観光面等に
69

利用して活性化に努力してもらいたいと思います。独自な発業が必要で有り他市と同じでは島田市
の特色がでてきません。富士山空港の利用も良いですがどうしても牧之原市に有利です。島田が保
有する山間部への開発等が一層不可決だと思われます。
○若者の雇用。農業・林業の活性化。
○使わなくなった住宅は、取り壊しても税金が変わらないような条件を考えてほしい。
（例）更地にし
ても、同じ固定資産税にするにはその土地の利用を市に任せる等。空いた土地の利活用島田に定位
する場合、土地は低料金で借りる事ができる等。
（市の土地）
。
【女性】
○全国的に増えている空き家（住居可能な）の利用メンテナンス等の必要経費の補助・斡旋を行う。
ひとり暮らし・高齢者世帯で空き部屋を提供しても良いという家庭を募り、面接して同居人を決め
る。問題点があれば仲介役もする。息子のお嫁さんが中国人で日本に来た時、小学生の下校時間が
早い（2 時 30 分頃）と驚いていました。中国では小学生は 5 時頃まで学校にいるようです。日本で
は放課後児童クラブということになりますが、日本の学校の先生は雑用が多く忙しすぎるのでしょ
うか？
○住んでみたいと思うような魅力ある街になれると良いと思います。福祉の充実や子育てを特に力を
入れて支援する体制を整えていったりなどが必要になると思います。
○商店街を活性化し、シャッター通りをなくす。公共料金を安くする。便利な場所の市営住宅を増す。
川根方面の鉄道をもっと便利にする（現在、本数が減っている）
。
○島田市には人を呼ぶ（観光施設・商業（人気の店）施設等）物が少ない様に思います。本通りの商
店もほとんどが閉店してしまっています。何とか復活してほしい。昔のように本通りで買い物がで
きるように商店街の人達と協力して店舗を増やしてほしい。この頃アパート、住宅等が建っていま
すが専門学校・大学短大等若い人が住むように、そして島田市に就職でき結婚し、そのまま島田市
民になれるようになるといいと思います。静岡県内でも島田の名前があるような PR が必要。

▼65 歳以上
【男性】
○人口減少の歯止めは、雇用の創出につきる。そのためには、市の特長をハッキリさせるべきと考え
る。企業誘致の難しい現状では、市の財産であるお茶・大井川を有効に活用した施策を取って欲し
い。それに伴って集客を図り雇用を創出する事を願う。例えばお茶の郷、博物館、川根ホテル、宝
来橋等を継ぎ、市への滞在時間を長くする。特に、これらを継ぐ手段として川下り（筏下りに近い
もの）連台越しの常設化、ロープウェイの設置等だ。空港～お茶の郷間に富士山を臨み、眼下に大
井川の、お茶ホテルも面白い、そしてロープウェイで大井川へ降りる。そして連台越しへ。言いた
い事は、1 つ 1 つの事業を継げる施策を望む。
（長期となると思うが）今まで、外から見ていると単
発の市の事業に見えてしまう。
○企業の誘致（若者を外に出さない…）旧市内の活気ある町づくり（例えば道路に駐車して買物を楽
しむ…）
○①雇用の創出（島田市から通える範囲でいい）②島田市に住むことによってメリットがあると思え
る環境作り。（特に子育て支援＝教育費は中学までゼロ、医療費を高校までゼロ高齢者のコミュニ
ティづくり支援（無料巡回バス）市中央に高齢者施設）③空港のメリットを生かした直結事業の創
出による企業誘致。
（大卒の人が就職できるレベルの企業）
○マスコミでも取り上げているが、人口増・活性化しているところもある。その理由もいくつか上げ
られている。島田市に現実的に実行できるものがあれば取り入れていくべきだ。その際財政上の問
題が生じるが、現行予算配分の見直し（福祉予算の充実）を行うと同時に赤字財政からの脱却を着
実に進めるべきである。
○そこで今後進めて行くべき活動は①再生エネルギーへの移行。②土地問題の解決（住みにくい、悪
い環境での土地の取得→安かろうの土地の取得、増整の改善、私権の抑制）③海洋開発④山林の高
度利用⑤農地の休耕田の活用⑤自動車増加による土地利用の改善自動車の技術開発（安全対策の向
上、自動化技術の向上）⑥大都会、特に東京の人口増、経済的発展の地方への分散⑦情報技術の拡
大による健康に対する影響の諸対策⑧食生活の改善、健康になるための売れれば良いの開発の転換
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⑨教育の改善、上級学校へ行くばかりが教育ではない。お金を稼ぐばかりが好ましいのではない。
あまりにも高度知識が必要となっている経済活動の改善等。などなどきりがなく問題点が多いと思
います。これらの基本政策と国が立案し、それを各地方が実施するといった方向が必要と思われま
す。地方のみでなく国の方針をまずしっかり確立し、それをその地方地方にマッチさせて推進して
行く事が求められます。以上乱筆乱文で失礼します。
○働く場の提供をすることが何より重要。それと共に住み易い環境づくりも大事である。近年道路整
備が進み通行し易くなってきたのは嬉しいことだが折角歩道沿いに植裁しても手入れが不十分で
雑草におおわれていて残念。道路沿いの住民が行政と協力して手入れを行う仕組みが出来れば住み
易くなると思うのだが。考えられないだろうか、美しい街づくりが出来れば住みたい街になるとも
考えられる。
○働く所。
【女性】
○工場を誘致して下さい。
○婚期が遅い。同性婚を認める事がおかしい等少子化対策を検討。商店街の活性化。公共施設の充実
（市民会館の将来性等）
。
○本通り商店街が寂れていて賑やかなのは APITA ぐらい。市民の購買力を市内で満たすことができれ
ばよいと思う。企業・工場誘致をする土地がないのでしょうか。雇用を生み出すことが必要だと思
います。
○①経済的にも文化的にも恵まれた住みよい環境を造成維持するべく、市内 10 ヶ所位を選定してそ
の地域の住民の意見を吸い上げて検討すること。②その地域には、少なくともバス 2 台が駐車でき
る様に観光面も配慮すること。
○若い層の人達に魅力ある、住みたいと思わせる街づくり、活性化が必要なのは当然なこととわかっ
ていますが、では何をすればいいのかわかりません。商店を経営していた人の高齢化後継者がいな
い、シャッター通りといわれ人通りもまばらで買い物はいいものが安く買える静岡へ移動してしま
う。島田の中心部に人の集まる場所がない、駐車場がない、衣類を買いに行くにも店内に入りにく
い、店内そのものが静まりかえり客を引き寄せる雰囲気ではない。私の若い頃を想い出す。昭和 30
年から 40 年頃、当時私は金谷に住んでおり何もない町であった島田に“パーラーとりや”があり、
大勝堂という洋品店（その頃は大きくて広いと思えた）やスーパーがあり活気があった。
“パーラー
とりや”で食べてみたいという憧れがあった。就職をし、憧れの場所で食事をし、また、買い物を
した。その感動した時の気持ちは今でも思い出す。活気を取り戻せたらと思う、市、店主、住民が
集まり堅苦しい会ではなく、それぞれの思いや考えをお茶を飲みなからおしゃべりをするなかで、
何かつかめるものがあれば、と思う。
○多業種企業を誘致したり、地域おこしと地元を元気に活性化。若者が元気に働ける仕事・環境・経
済があれば結婚・子育て・永住すると思います。
○空港が出来ても島田市内にいいことありましたか？人口は減少！島田市は、ブラックホールになっ
ているのでは、国内線が多少増えたって赤字、多分ずっと赤字と私は思います（これは県に対し）。
物があればその物を償却をしなければいけない。減価償却費が、のど元を締め付けいく末梢神経ま
でいかれて…経済にしろ、人間だってやはりひとつの流れがあるのではないかと今の自分は活性化、
人口減少に歯止めの意見どころか、愚痴っぽくなって、大変申し訳ございません。
○このアンケートを出す人についての人選が間違っていますネ。もっと真剣に考え若い人に、的をし
ぼって、沢山の人の意見を求めたら良い考えも集まると思いました。
○１つの場所で、買物する場所、アピタ前に、停留所が欲しいと思います。コミュニティバスを利用
しながら、希望の医者様に行くことが出来る様に停留所を作って頂けたらうれしいと思います。年
代と共に自転車からも遠のき、とても不都合を感じています。市のコミュニティバスは、とても助
かっています。
六合地区
▼19 歳以下
【男性】
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○若い人々（20～30 代）で子どもを持っている方への支援。人口流出を防ぐための若者への呼びかけ。
人口減少の現状をもっと市内の人々に知ってもらうべきだと思う。点数や順位で決める教育ではな
く、もっと中身がしっかりした教育を行うべきだと思う。教員だけに教育を任せるのではなく、地
域みんなで作る教育を作ってほしい。学校の成績が公表されたことがつい最近起きたが、自分は、
それをしたとしてもあまり児童や生徒の学力に変化は起きないと思う。むしろその場しのぎの解決
に過ぎず、表面だけしっかりしていて中身が空になった教育になってしまう。自分は今学生である
が、周りの学生（自分の友達）たちもこれと似た思いをもっている。島田市として、そういった教
育にならないような対策を行ってほしいと願っている。

▼20～24 歳
【女性】
○近所に大きなスーパーやデパートがないので買い物に行くには近くて藤枝、服等を買うには静岡や
浜松まで行かなくてはならないのでとても不便だと思う。若い人が住むには魅力のない市なので、
商業施設の誘致をしていけば若い人の人口流出が減ると思う。島田駅前に店が入るようにがんばっ
て下さい。
○市外の人が転入しやすいようにしてほしい。お店がたくさんあったり、交通の便がよかったりすれ
ば住みたくなる。結婚後、子どもができたときに子育てがしやすいよう支援してほしい。支援があ
ることを知らない場合もあるので、情報を発信してほしい。
▼25～29 歳
【男性】
○島田市にはお茶＋お米など地場産業がたくさんある。特にお茶は静岡の名産であり、魅力的だと思
う。そういった産業に若者が触れ合い、そしてそれを将来仕事と出来るよう農家と協力して体験作
業をさせてもらえたら子供達は島田の魅力を体感出来るのではないか。また、そういった体験をイ
ベントとして企画し、他市・他県に参加者を募る。島田市の良さを PR しようとしている方々をどん
どん取り上げてバックアップして欲しい。
（広報紙や HP で）子ども達とその親に島田でやりたいこ
とややってみたいことのアンケートを取り、実現させる。そうすればもっと住んでいたいと思うか
もしれない。学生とコラボして市で何かイベントを開いても良いと思う。今もあるかもしれないが
機会をもっともっと増やしていけば学生達も張り切って市に貢献してくれるのではないかと思う。
○企業誘致。子育て世帯への住民税低減。
○子育て世代が増えれば、活気が出ると思う。定住を促進させるなら、戸建て、マンションの購入を
補助するなど、借家離れさせる。小児科は少ないと感じる。予防接種も充実してほしいと感じる。

【女性】
○静岡駅や掛川駅（新幹線停車駅）へのアクセス。島田駅・六合駅の利便性。駅へのバスの便。駅の
駐車場利用しやすさ。電車の本数の増加。
○結婚、出産、子育てにお金がかかりすぎる。収入の割に合わない。税制優遇、働きやすい環境づく
りが必要だと思う。
▼30～34 歳
【女性】
○雇用の安定、保育環境が改善されなければ、新しく子供を産み、育てることは考えないと思う。金
額面での助成は拡充し過ぎると就労意欲を損なうこともある為、場の創出が一番である。
○来年娘が幼稚園に入園しますが、島田市に公立の幼稚園が無い事にびっくりしました。公立の幼稚
園があればそちらに入園させたいと思うのであれば良かったと思います。

▼35～39 歳
【男性】
○住みたいと思う様な魅力ある町づくり。
○子育て世代への、フォローを充実して欲しい。介護施設はもういいんじゃないですか。子育て世代
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の人達が、家族で遊びに行ける楽しい場所があれば、市から離れる事はないかと思います。とにか
く遊ぶ所が少ないです。ぼくら世代が充実できれば、上の世代も下の世代も、いくらでも面倒みれ
ますから。自分は 10 年くらい前に藤枝から引っ越してきましたが島田はいい所ですよ。
○観光スポットが少ない。島田駅・六合駅周辺になにもない。子育てに金がかからないようにする。
移民の受け入れをする。

【女性】
○人口減少自体は自然な流れで起きることであり、歯止めがかけられるものではないし、かけるべき
ことでもないと思う。そこに税金を使用するのはもったいない。島田市だけで人口減少が起きるこ
とは避けたいが、近隣市町村と比べて大きな差が出たとしても、暮らしている市民にそれほど影響
はないのでは？魅力ある教育機関の創設は、ぜひお願いしたい。島田高校が魅力ある高校に成長す
る。新たな小・中学校を造る、などは、若い世代の移住のきっかけになると思う。2040 年代に向け
ては、様々な情報の発信方、を通して各個人が経済的に危機に陥らないようにしてほしい。前もっ
て、長い目で見た計画的な個人貯畜を促すような方策。
“自分の身は自分で守る”という基本的な考
え方にスムーズに移行できるよう、段階を踏んで、変化していくべきだと思う。そのための税金の
使い方を考えるべき。いったん人口減少が落ち着けば、バランスのよい人口の配分となり今より豊
かな生活が望めると思う。
○不妊治療の助成に関しては、本当にお世話になりました。島田市は他のどの市よりも補助金が高く、
島田市に住んでいて良かったと思いました。今後も続けていっていただきたいです。しかし、残念
なのは、二人目までしか助成が受けられないこと。三人目だとしても、初めて助成を受ける場合な
ど、条件付きで対象になってもいいのではないでしょうか？私は、一人目自然妊娠、二人目体外受
精でした。治療は、心身共に負担がかかります。その上、高額なので、サポートがないと三人目は
諦めざるを得ません。改善を望みます。公園が身近にない。また、広場などがない。藤枝市は、広
場がたくさんあり、囲いもあるので、ボール遊びができてうらやましいです。

▼40～44 歳
【男性】
○島田駅発の電車が（東行き）多いのだからもっと PR しても良いのでは……子育てにお金がかかる
のなら、いっそのこと、給食費を 0 円にしてみては…。
○現状から飛躍的に改善することは皆無に等しいと思う。活性化するといっても具体的に何？をする
か、どこの自治体も考えることだとは思うが、若い世代が少ない中質問するとは思えない。大企業
以外収入が上がらない中若い世代はまず自分の生活を守るだけで精一杯なのでは？守られている
公務員が考えてもなかなか厳しいのでは？的を射た政策は出にくいかと思う。
○今後、ドーナツ化現象でベッドタウンとして今の藤枝のようになっていくと思う。
（今のところ、藤
枝は急速に発展しているのに対し、島田市は衰えている印象がある。）その時、この農林時代そのま
まの非合理的な町のあり方が、問題になると思う。静岡市等の街中の町内運営をサンプルとしてこ
の田舎町に提示するなどして、今から共働き夫妻、若い世代向けのシンプルだが有意義な町内運営
に導いてほしい。田舎は土着の年寄りがしきりがちなため、少数派の新参者は、とても強い態度に
出られないことをわかってほしい。→「気にいらなければ出ていけばいい」と思っている人が少数
おり、そういう人に限って声高に意見を述べる。この問の解答にはなりませんが、六合東小学校近
くの藤枝方面に抜ける道路は、道幅もたいして広くないのに、大型トラック、ダンプカーがものす
ごく行き来している。小さな小学生の脇すれすれを大型車両が通過していくのを見るとヒヤヒヤす
る。実際接触事故も多い。いつか子供の生命にかかわる悲惨な事故が発生すると思う。島田市は早
く東町周辺の交通量を調査し、別の道路開設に着手してほしい。

【女性】
○大井川に分断されているため、交通の便が悪い。高齢化が進み、車を運転できなくなると、日常生
活も難しくなる。食品、日用品の宅配サービス、医療の住診サービスなどを、行政としてもサポー
トすべきと考える。子育て支援としても役立つと考えられます。
○大きな（働く人がたくさん）雇用施設が欲しい。
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○スーパーとか大型ショッピングモールを作ったりすればいいと思います。病院を増やす。土・日で
開催する公民館での無料のイベントをたくさんやる。
○街おこしのアドバイザーの方、監修で賛同してくれる地域の方々と街おこしをする。商店街の活性
化 島田市の特産物、マスコットなどのワークショップ、フリーマーケット、イベントなどを増や
す。歴史や文学、SL など由所ある町を生かしてマニアの方と街ブラ、探検など。若い方が興味を引
くような催し。藤技がスイーツなので、島田もお茶と和のスイーツを全面的にアピールしてもいい
と思う。年配の方向けのイベントはたくさん開催されていますね。おおるりに若手芸人やアーティ
ストの方をたくさん呼んでほしい。市民文化センター、河川敷でも。

▼45～49 歳
【女性】
○企業が増えるようにしてほしい。子育てのしやすい町のイメージがあるのでもっと PR を。子育て
支援各所をもっと他の地域にも（保育園あひる。きしゃぽっぽなど他の市より充実している）。まい
せるふさんなど、親の講座がもっと増えてほしい。市から補助をしてほしい（過去受講経験あり）
（親として気が楽になって次に進めたので今のお母さんたちにも行ってみてほしい）他の市から移
住してもらえるように。小学校に上がるときにうちを建てる人が多いのでその年代に PR は？子供
と一緒にくれば人口も上がる、など。どうでしょうか？
○市では、生産年齢人口の中の無償労働者の人口を把握していることと思います。無償労働者の中に
は、働きたくても自身の置かれている現状と照らし合わせたときに就労することが難しい雇用条件
（特に子育て世代）のためあえて無償労働者でいる方々もいると思われます。市が活性化し人口減
少に歯止めをかけるのには、子育て世代が住みやすいと感じ定住することが不可欠と個人的には考
えます。ゆとり教育、学力低下が問題となって久しいが現在進行形で子育てをしている者としてこ
れらの問題を学校側の責任として思うのではなく親自身もきちんと向き合っていかなければなら
ないと考えております。そのためにはやはり子供と過ごす時間が必要となるわけですが、仕事を探
す上で現状ではどうしても選択肢が少ないように感じます。私としては特に子育て世代の女性の就
業率アップのために活路を見出していってもらえたらと思っております。
▼50～54 歳
【男性】
○税金が安い等具体的なメリットがある事が必要であると思います。また商店街の活性化により商店
街に人を呼びこむ事も必要かと思います。起業者に減税、融資等資金面で対応して力のある商店街
にしていく事が大切かと考えます。これは商店街に限りませんが大きな企業に頼らないように上記
対応が必要かと思います。余暇についてもトレッキング的な感覚で山里が楽しめるようしてもらえ
ればより良いかと思います。島田にはマラソン大会がありますが万人向けとは言えないので、ウォ
ーキング等手軽に楽しめるものが浸透するよう設備面を整備する事が出来たらと思います。
○みんなが住みたいと思う町にしたい。そのためには①通勤範囲内に働き口がたくさん（多くの業種）
ある。②みんなが楽しめる福利厚生施設（民間の）がある。③子供の教育に掛かる費用の負担が少
なくて済むことが必要だと思います。
○島田駅～本通り、区画整理。住宅整備。
○弱者への配慮（経済的なことだけでなく人、物、金すべてにおいて支援していく体制づくり）魅力
ある小中学校づくり（この市のこの学校へ子どもを預けてとても良かったと保護者や祖父母地域住
民が心から思える学校づくり）いち教員が子どもたちの活動に寄り添えるようにするために、教員
の多忙化解消をめざす（1）学校の業務員数を増加し、庶務についての教員の負担を減らす（2）支
援相談員（市）を増加し、学校生活全般のサポートを充実させ、特別支援が必要な児童生徒も安心
して楽しく学校生活が送れるようにする（3）土日だけでなく、平日も部活動のサポートをしてくれ
る地域住民をコーチとして招き教員の負担を軽減する。以上のような取り組みをし、教員による教
育活動の充実を図る。
○若者に住んでもらうために、企業や、大学を誘致する。工業団地や、キャンパスの土地を作る。

【女性】
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○市民が安心して働ける職場を増やしてもらいたい。
○興味なし
○本通りを賑やかに、シャッターが閉まっている店ばかりなので、商店街に活気をとりもどすように。
町がつまらなくなっている。何か良い手段を考えてほしい。イベントなどをやってみて、最初は人
も寄らないかもしれませんが、覚悟の上でやってください。他の市、町からもシャッターが閉まっ
ていると言われないように。（シャッター通り）
▼55～59 歳
【男性】
○企業誘致による雇用先の確保により人口減少を防ぐ（大学誘致を含む）駅南地区の活性化。駅北付
近の商店街の活性化（本通りが寂れている）。大井川河川敷をもっとスポーツ関係で有効活用を。医
療施設の拡充。六合地区には公園が少なく子供の遊び場がない又、街灯が少なく路地が暗い。六合
駅付近の活性化。

【女性】
○島田駅・六合駅周辺の活性化(大規模商業施設、大型ショッピングセンター)等が、駅近くにないの
で、人の動きが昔に比べて、なくなってしまった。自家用車等、使えない人達の交通手段の不便さ
もその一つなので。やはり、駅周辺が活性化すれば自然と人の流れが増えて、市外の人々の見る目
も変わり、居住地を考える 1 つになるのかと思う。
○島田市だから得な点がアピール出来る事を増やしてほしい。
○仕事、介護で余裕がありません。市役所の休日開庁を希望します。

▼60～64 歳
【男性】
○若い人達がもっと楽しく夢のある生活を。市として無料キャンプ場など市街の近くの大井川などに
設置すれば他県からも若者が集まると思います。
【女性】
○行政は子育て世代や若い人にばかりいろいろなサービスを考えているようだけど、だんだん年をと
っていくものには冷たいと思う、一生懸命働いて休みもないくらい働いても、税金が高くて、生活
にも困る。年金も納めていても、いざもらうときは少額で、ずっと、働いていないと生活できない。
何のサービスもない。会社でも、育児中の人や、産休明けの人には、待遇がいいのに、パートの定
年の人には、働きたくても、1 年しか働けないし、時給も最低賃金に下げられるのに仕事は今まで
と変わらない。
「つかってあげます」というような感じ、また他を探すしかない。
○むずかしい事はよくわかりませんが、あくまで主婦目線で考えると…私の住む東町はここ数年、若
い夫婦が入ってきており子供達の声が多くなりました。とっても喜ばしいことです。魅力ある町作
り…島田市も大型スーパーが増えました。その店の中は人でいっぱいでも一歩外に出ればいつもの
寂しい島田。大型店のみに頼りすぎているのではないかと思うのです。人が集まる店ができたら、
その人達が行き帰りにちょっと食事をしたり大型店にない素敵なお店があったり、ゆっくり休憩で
きる場所があったり…等々あればいいなあと。そこは地元の人達が頑張って島田の魅力を発揮でき
るような場所作りをしなければならないと思うのです。若い人達にとって魅力のある町になれば
“島田に住もう！”と思うんじゃないか、でもやはりそこには若い人達ばかりではない、子供から
老人までが心地よく住めるよう、一定の秩序は必要です。そこでお金はかかりますが起業家のプロ
というか町おこしのプロに入ってもらうのがいいと思うのです。“チャレンジ精神”が薄い島田住
民、堅実である、と言えばそうですが、今を変えたくない、今のままでいい…の結果が島田の良い
所を埋もれさせてしまっていると思います。景色も食べ物も作物も…良い所がいっぱいある島田の
ためにプロに入ってもらいましょう！大型店や企業が入り、人が集まればお金も落ちます。
▼65 歳以上
【男性】
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○駅（市街地）周辺の活性化、過疎（川根、伊久美地区等）の問題インフラの整備（藤枝市参考）
：特
に道路。
【女性】
○保育園の助成。農業の発展のための助成。
○若者が島田市に戻って来るような、島田市の魅力を、小学生、中学生、高校生に教えて下さい。地
域の活性化…私の住んでいる地区は、他地区に比べて遅れている感じがしています。自治会役員に
ならないとどうにもならない感がしています。自治会は事業をするのに精一杯の様です。
「安心・安
全で生活できる地域づくり」私に出来ることは高齢者ふれあい活動ですので、あと 10 年がんばろ
うと思います。子供達へのあいさつ活動も家の前で続けます。
初倉地区
▼19 歳以下
【男性】
○企業誘致により島田市に就職できるようお願いしたい。
▼20～24 歳
【男性】
○子育て支援
▼25～29 歳
【男性】
○駅周辺の開発にお金を使いすぎ。道路開通予定地の雑草などの整備。
【女性】
○子育て支援住宅（市営住宅等）の充実。ショッピングモールがある（今は、アピタしか…）駅前の
活性化。
○市営のレストラン－まんさいかんと協力。市営のゴルフ場－静岡県にはないので。大井川河川を利
用。中部地区のゴルフ場は数が少なく。料金も高いため。
○子育て施設の増加。
○他の市町村が行っている良い所を真似して欲しい。市民税を多くとるならば、駅周辺だけではなく
島田市全体の為に税金を使って欲しい。初倉地区に住んでいるが、乳児健診などを行う場合、なぜ
わざわざ保健福祉センターまで行かなければいけないのか理解できない。小さい子供を連れて行く
ことが大変なことは誰にでもわかるはずなのに…。各地区ごとにそういうことはできると思う。
（場
所もあるのに）そういう不便なことを直さないから、もっと住みやすい市町に引っ越したいと思う
のは普通。市長が女性に変わったから、期待していたことも多くあるのに、期待外れ。市で行う例
えば離乳食講習や健診は、全て平日に行うことに予定されているが、仕事をしている母親のことを
全く無視した予定だと思う。土日休みしかない人にとって不自由でしかない。公務員が土日休みを
とらなければいけないという理由などない。平日に交代で休みをとることだってできるのに…。給
料泥棒と言われてもおかしくないと思う。もっと市民のことを考えて欲しい。
○こども医療費の 500 円負担を無料へ。年齢ごとの定期検診（子宮頸がんなど）を 2 年に 1 度程度無
料で受診できるようにしてほしい。
○市が行っているサービスを広報の本だけではなく他の方法でわかりやすく宣伝するとありがたい。
実際何が行われているかよくわかっていないので。
▼30～34 歳
【女性】
○大型商業施設の誘致や、商店街の活性化を目指し、雇用を増やす。
○子供がいる世帯への補助が少なすぎる保育園もフルタイムの人でないと入れなくなっているし、子
育てで、パートしか出来ない人たちは、本当に困る。
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○イベントを増やしたり、バスが通ってなくて、不便な所にバス停を作って、バスを増やすとか。街
灯を増やして、青い街灯にしたり、教育にあまり、お金がかからないようにするとか。働いてると
うそを言って、昼間パチンコしに行ってるのに、子供を保育園に預けている人を見つけだすとか。
六合地区でウソをついて、預けている人の話しを聞けば、島田市の子持ちの女は、そういう人が多
いと思われて、島田から引っ越す人がいるかもしれない。公園を作る。

▼35～39 歳
【女性】
○市から、ある制度の補助金を頂いて、大変助かりました。予算の関係もあるかとは思いますがもっ
とアピールすれば、移り住みたいと思う夫婦が増えると思います。
○子育て世代への支援をして、出産や育児をしやすい環境作り。3 人、4 人子供がいる家庭のお母さ
んは保育料だけでパート代が無くなるため、扶養の範囲内では生活できないと言っていました。な
のでフルタイムで働いていますが、子供が小さい分手も掛かるので、お母さんの体調が心配です。
育児にとても大切なお母さんが倒れてしまったら、子供達も困ります。産後にパートを探した時、
子供が小さいと言う理由で市内の会社にて何社か面接で落とされました。急に休まれると困る、他
のパートさんとのトラブル防止と言われました。結果、保育園は年間数日休んだだけだったので、
子供が小さいからと偏見が有ったと思います。もっと働くお母さんや子供の居るお父さんのための
支援が有れば出産する人も増えると思います。特に金銭的支援。
○各イベントをもっと盛大にやってほしい。通学に安全な道にしてほしい（自転車）学校をきれいに。
塾に行かなくてもよい授業の充実。放課後休日に子供が安心して遊んだり学ぶことのできる場所の
充実。（小川が近くにあって水遊びが安心してできる場所、虫取りに入れる山があるといいなあと
思う）引っ越してきて数年の私はどんなイベントがいつあるのかいまいち分からない。情報が入っ
てこない。
▼40～44 歳
【男性】
○雇用の充実。企業誘致。
【女性】
○①結婚をしない、20～40 代に物申したいです。そこが減れば、必ず、人口は増えると思います。
（特
に 40～50 代の男性の方が元気なので）②産業の中でも、女性を取り込む、産業に力を入れて欲し
い。ファッション、ブランド店、美容系近隣の市町村から、女性が来たいと思える、街（店）があ
れば、集客率だけでなく、市のイメージ UP にもつながると思う。③農地を直系家族がいる場合のみ
で良いから、居住地への変更を楽にして欲しい。農地として、親が、土地を持っていても、居住地
への転換が出来ないため、結局、農家を継がない子へは渡せずに、有効に利用できず、子供ら夫婦
は、市外等への居住を選択しているケースもよく聞く。親が、居住地を提供すれば、地元に残りや
すく、市外への転出が減るのでは？！④大井川の花火大会など、集客を、もっとイベント化して欲
しい。関連施設の減額利用を可能にしたり、夜店等の営業で、収入を増やしたり、臨時駐車場を有
料でも良いし、市全体のお祭りとして、盛大にやってもらいたい。行きやすくして欲しい。おびま
つりも。
○商業施設を空港のあたりに作ったりして、集客、栄えている場所にすれば人も集まる。コストコと
か。魅力的＝若者集まる。空港周辺がもったいない。
○大企業など働ける所があり雇用の支援や子育て中の母親が短時間でも働ける会社がたくさんあれ
ばいいと思います。子育てに優しい市であれば人口は増えるのではないかと思います。
○事業所の誘致を進める。子育て制度の充実。
○商業施設が少ない（アピタのみに感じる）。駅前も閑散としていて淋しい（飲み屋も無いので他の市
へ行っていると聞く）。バスの本数が少なすぎるが、乗って行く施設も無い、空港があるのだから周
辺に、人を呼べる施設を作ったり、飲食店も増えると良い。SL も高すぎるので、もう少し地域の人
も乗りやすくしたり、環境を整え、他県にアピールもしてほしい（空港・お茶・SL は自慢だと思う
ので）
。
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○雇用の充実と生活水準を上げて現状の生活に少しでも満足できるように、企業の誘致や商業施設誘
致を進めていく必要があると思います。子供がしやすい様に今以上に援助金やサービスがあればと
思います。
▼45～49 歳
【女性】
○福祉・医療・行政・教育のサービスを充実させる為に、そこに雇用の焦点をあてる。それらに魅力
があるまちは、定住者が増えるので、その後、よい循環が生まれると思う。掛川市の「希望の丘」
は大変魅力があるまちづくりがなされている。まずは上記の雇用→サービスの充実→人口増加→顧
用の創出→税収 UP により更に更なるサービスの充実
○企業の誘致。大学の誘致。目玉的な福祉サービス。
▼55～59 歳
【女性】
○島田市と言えばみかん・茶・蓬莱橋をイメージします。特産品としては、ブランドを作り、若い人
が外からも来るような、魅力のある農業を作り育てて活気あるものになってほしいです。蓬来橋は、
観光地として以前より整備されてきているように感じられますが（渡った先の遊歩道整備等）まだ
まだ、中途半端な感じで、早く完成される事を期待します。
（トイレの整備等もっと進めてほしいで
す）隣の藤枝市は人口も増えているようですが、島田市も、静岡市への通勤圏なので、藤枝より住
宅が安いとか、空き家を市が管理し、安く提供する等、又は子育てのサービスを充実したりして、
若い人が魅力に感じるような施策をとってほしいです（PR をしっかりする）。商店街はシャッター
の降りている店舗が多いため。こちらも空いている店を若い人に提供して、使ってもらったり、せ
っかく静岡空港バスの発着所になっているのですから、商店街クーポン等作って、観光客にお茶と
和菓子を案内してぶらり町巡りのような企画も良いと思います。駅から歩いて廻るのに、近い所に
商店街があるのでこれをチャンスとして、活気がでればいいと思います。

▼60～64 歳
【男性】
○静岡空港を利用した方が島田市内の観光をできるコースを作り、ピーアールする。例えば外国から
の観光客に今の時期でしたら新茶のサービスをしたり、宿泊施設を整えて、島田市に足を止めてい
ただく。自然環境を楽しめるようなコースを整備する。マラソンコースを活用したイベントを多く
する。大学や専門学校を誘致する。

【女性】
○島田は商店街もそうですが、お店が少ないので、藤枝方面に買い物に出掛けてしまいます。もっと
お店が増えて、本通りも活性化するといいと思います。
○就職口がたくさんある事。働く人にやさしい企業がたくさんある事。小さい子供がいてもお金をか
けずに楽しく遊べる公園や施設がある事。年配になっても働けたり、集まり体操したり気軽に出歩
ける所が身近にある事。子供が小さい時母親ばかりが面倒を見るのは大変負担が大きいので父親も
気軽に育児休暇の取れる環境が市全体にあればいいと思います。（幼稚園、学校の行事にも父親も
参加できる企業である事も大事。）

【性別不明】
○仕事場の充実。

▼65 歳以上
【男性】
○茶業不振により谷口原の拡大な土地を利用して一つの町を作る、又大工場を誘致して将来の企業都
市を造る、人口も増え島田市発展の基となろう。東北福島での災害を観た時、この世の出来事とは
思われなかった。焼津、大井川、吉田、榛原等の海岸線に住んでいる人達は、一刻も早く、谷口原
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等の高台へ引っ越すべきだと考える。幸いにも茶業は全く将来性がないと断言できる。空気も景色
も良い処へ移住することを進めたい。地価もたまらなく安く、農業（茶業に）を離れたがっている
人が大勢いる。今こそ土地の有効利用できる最高の時だと思う、命を思うなら、国、県、市へ申請
要望書を提出する絶好の時だと考える。農地法云々等云っていつまでも農地を解放しない法律こそ
改善するべきだ。安価な茶をつくっている人達も皆、老人だ、後 5 年もすれば墓の下で土になって
しまう。せめて命ある間に茶園の見通しを確かめたいと想う。
○結婚適齢期の人達の生活収入の安定化。自宅建替えの時、㎡当り 5,000 円の券（市内の登録業者）
をいただいたが（感謝！）その効果はどうだったでしょうか。線引き外の田畑を民間業者（不動産）
があることで造成しています。1 区画当りの㎡数等規制はなしです。住宅環境→地域環境→島田市
の住環境への影響は少なくないと思っています。多少の規制は必要ではないでしょうか。（戸当り
の土地面積、全体的な地域とのバランス、造成盛土の土貭、造成地の元の地盤の状況、それに対す
る市の指導 etc）

【女性】
○東部牧の原台地へ何か大きな施設を持って来ればどうでしょうか、病院、工場、レジャー施設、大
型店舗など…。そうすれば自然に人が寄って来るでしょうし住宅も出来るでしょう、人口を増やし
子供達が増え地元の学校が活気づくよう、地元の学校が廃校にならないような対策をとってほしい
と思います。
○農地を持っていても青地とか白地とか訳のわからないことを云って農業委員会が親身になってく
れない。生活道路の予算を増やし生活道路の拡幅、舗装の悪い所を直してもらいたい。同じ市道で
も差がありすぎる。
大津地区
▼19 歳以下
【女性】
○福祉サービスの充実。駅周辺の街づくり。ゆるキャラ。近くの市との協力。

▼20～24 歳
【女性】
○島田市には、若者や子育てしている人達が魅力的に感じる物、所が少ない。子供服や自分の服を買
いたい時に結局、静岡か磐田のららぽーとへ行ってしまう。私の周りもそうです。磐田も島田と同
じ位田舎なのに、ららぽーとを作ったらあんなに人気が出ましたよね。だから、島田市も思い切っ
てあれ位大きなデパートを作ればいいと思う。

▼25～29 歳
【男性】
○市外へわざわざ出掛けなくても充分に用を済ませられる。施設（買物、娯楽）の充実。大津地区で
の住宅や工場が増えるのは良いことでもそれに伴って交通量も大分増え、通学する子供達の安全性
の確保。

【女性】
○若い世代の雇用が少なく、結婚、出産して、再就職するのが大変。近くに就職することができない
と、子供を持つと子育てしながら働くことが難しいので子供を希望の人数持つことができない。

▼30～34 歳
【男性】
○お金や教育に、何不自由なく暮らしてゆける保障があれば、何も言うことはありません。

【女性】
○市民病院をちゃんとしてもらいたい。市内で一番大きな病院なのに、一番信用できない。私自身も
79

事故でお世話になった時に骨折を見落とされたり、子どもを休日診療につれていった時にお医者さ
んが看護師の方に薬の量を聞いていて不安になったりということがあったり、島田市民病院につい
て良いことを聞いたことがありません。ママ友に聞いても、島田の休日診療には子どもをつれて行
きたくないから、藤枝の小児科休日当番医につれて行くといっていました。小児科や産婦人科が少
ないというのは子育てがしづらく、住みづらいということにつながるのでは？と思います。

▼35～39 歳
【男性】
○アピタなどの大型ショッピングセンターよりも地元の個人商店だけをあつめた大型施設を作った
らどうか（テナント制にして）大型の店は IKEA やコストコなど、県外からそこを目的として来る客
が多い専門店にして、ららぽーと、アウトレットは×（個人店がダメになるので）新東名や空港（新
幹線の駅をつくる）を活かして、外から人が集まるものづくり。

【女性】
○島田市民病院の老朽化、駐車場不足、駐車場から出入口までが遠くて不便、看護師不足、医師不足
の問題を解消すべき。総合病院として充実・安定した医療の提供を望む。市立図書館の不便さ。公
共施設になぜ駐車料金を払わなければならないのか疑問である。十分な駐車場の確保と市民が気軽
に利用できる立地を考えるべき。病院やローズアリーナ周辺に図書館を持っていくなど利用しやす
い図書館であるべき。現地に図書館を持っていったのは全く無計画、思いつきであったのではない
か！商店街の充実、アーケードや駐車場を十分に設け、天候に左右されることなくいつでも買い物
が楽しめる街であって欲しい。大型商業施設にはない、商店街のよさを認識し、残すべき。人と人
とのつながりを持つことができる。コミュニケーションの場が必要である。新しいものをつくるば
かりが活性化ではない！今あるものをどう残していくか考えることも大切である。
▼55～59 歳
【男性】
○地域の特性に発想が乏しい。まず選択と集中が必要。市役所が民間活力を阻害する側となってはい
けない。…本当に市民のことを考えている、職員、幹部を登用すべき。他市との横ならびの発想で
は解決しない。…島田モデルといったものを作り出すくらいの気概が必要。

▼65 歳以上
【男性】
○①島田市を活性化される方策がみえてこない（アンケートの施策ではアンケートを採らないと、方
向を企画出来ないって、役所の仕事が、人のふんどしで、相樸とる→市長施策不足）
。②市職員の教
育不足。このアンケートの内容を、全職員に問い掛けてみて、各職員として人口減少に対して、ど
のように、仕事をすればいいか、考えさせるべき（市庁舎に行くと、PC だけ操作している職員ばか
りで、PC を操作していれば仕事をしていると思う職員ばかりダ！）。③1、に関連するが、市長及び
市として、人口減少をどのように、喰い止めるかの方策を出さずして、アンケートで方進が決まる
わけがない。④島田市として、人を引き付ける魅力がない（市街地のシャッター街の放置他）
。……
市内の就職者と、市外の就職者の比率が悪いと思う。調査し、対策すべき（市内では職がない）※
歴代市長も、今、市長も名前を残す事業ばかりで、市民のためになっていない。現市長の個人批判
ではない。
○子供を産み易い状況を作り出す産休の充実、お産の為の費用の軽減、最も急がれるのが市民病院の
産婦人科医の充実を望みます。
○企業を誘致する事で人員増加につとめる。病院医療の充実度を上げる事で集客力を上げる。自然を
生かし子供が住みやすい環境を作る事で転入者増加につなげる。
大長地区
▼20～24 歳
【女性】
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○島田市ならではのウリを作り、アピールしていくことだと考えます。例えば藤枝市ならサッカー、
焼津市なら魚というように、島田市と言えばコレ、というものが、現時点では無いように感じます。
空港があることを推した看板を目にしたことがありますが、島田市から空港で県外や国外に行く人
の割合は、サッカーをする、観る人、魚を食べる人、魚が好きな人に比べ、とても低いと思います。
しかし、帯祭りや髷祭り、リバティでのイベントなど、一時的にでも、集客力のある行事はあるの
で、市内だけでなく、市外・県外にまでそういった行事の情報発信をしていくことが一つの解決策
になり得るのではと考えます。島田市に 22 年住んでいますが、のどかで気持ち良く、静岡県の中で
もほぼ中心にある為、東京や大阪へ行くにも便利です。島田市の魅力が他の市や町に比べて少ない
のではなく、単にアピールの仕方が今一歩だったのではないかと思います。逆に言えば、効果的な
市内外への情報提供ができれば、（心理やトレンドを意識して）今以上に島田市の魅力を人々に感
じてもらえるようになり、人の流出を防ぎ、新たな移住者の増加も期待できるのではないでしょう
か。「島田市は、ステキな、楽しい所です！」と、堂々とアピールしていただきたいと思います。

▼25～29 歳
【男性】
○企業の誘致。子育ての為の施設の増大（保育園、幼稚園）※増すと保母さん増につながると就職が
増える。※お母さんも働ける。

▼35～39 歳
【男性】
○子育ての支援…幼児教育の無償化を進めていく。学校教材等の共有をしたり、再活用をする。
○豊かな自然を PR し都会からの移住者を増やす（田舎ぐらしアピール）。メディアを利用する（テレ
ビなど）。交通の便をよくする。水路橋の対面通行可にする。相賀、牛尾に新しい橋を新東名へのア
クセスの向上→川根地区へのアクセス向上企業を誘致し、雇用を増やす。→地元企業に就職→人口
減に歯止め（若者の流出減につながる）
。

▼40～44 歳
【男性】
○精神的に安心して暮らせる（仕事が出来る）市になっていってもらいたい。収入が増えても、心が
いっぱいいっぱいでは、豊かな生活とは言えないと思う。
▼50～54 歳
【女性】
○まず、市民病院の医師を充実させる事（安心して暮していきたいから）
。

▼55～59 歳
【男性】
○私の会社にもどんどん増えているような気がします。正社員なのに収入的（金銭的）には充分なの
に自己主張なのか、その他家庭の個人的な理由なのか？苦労したくない、自由でいたいなのか？こ
のまま独身でいたら老後どうなるのかの事例を伝える（危機感を知らせる）強制的に出会いの場を
設けてやる。
【性別不明】
○働く所を増やしてだれでも入りやすくする。年を取っても仕事をできる物を増やしていけば年を取
った人でも少しは、働けると思う、60～70 位では、まだ若くて働けると思う。いなかでは、もっと
お茶や米が売れるようになれば農業もやる人が増えるのでは、ないか？
▼65 歳以上
【男性】
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○会社の誘致積極的に行うこと。休耕田の活用をしたらどうか。道路の整備交通の便を良くする。

【女性】
○政務活動費の内容をよく考えて見直しをして下さい。公務員の給料、賞与がとてもとても高すぎま
す。びっくりです。
（大企業と比べ過ぎます）10 年以上も貸上げもなく賞与も全然ない会社が多数
あります。（このような立場の人のことも考えて下さい）若者たちがやる気をもつように市の職員
の人件費をおさえて、支援（地元に就職）してあげるべきだと思います。
（雇用の問題を思案してい
くことが大切）
。
伊久身地区
▼35～39 歳
【女性】
○子供をもつ親への手助け。
○島田市は藤枝等に比べてお店が少なく、ゆっくりしようという感じが少ない（アピタだけ？）
。イベ
ントなどの時に駐車場が限られていることが多く「気軽に」行ってみようという気持ちになれない。
市内での職探しが見つからない。バイト位ならあるが、安定した収入につながらない。駅周辺がに
ぎやかなのは週末の夜だけ。山間部（伊久身線）のコミュニティバスを週末せめて土曜だけでも夜
9 時で走らせてほしい。そうすれば、若い世代の交友がもっと、活性化して住みやすくなると思う。
金谷地区
▼19 歳以下
【男性】
○金谷に力を入れほしい。そうすることで島田市全体が活性化すると思う
○雇用の拡大。

▼20～24 歳
【男性】
○交通事故を無くし安全運転を心掛ける。健康管理に気を付けて、長生きすれば人口減少はなくなる。

【女性】
○観光スポットなど県外からも人が来るような所を作ったり、治安がいい町にするべきだと思う。あ
と、子供を産んでも島田市の待遇がもう少し良くなれば、みんな産むと思う。

▼25～29 歳
【男性】
○イベントなども多数行われてますが、宣伝が下手。静岡県内すべてに言えることでもありますが、
みんな県内をこえて商売をしている。また、県外ではやったものしか受け入れないような傾向があ
る。特に島田は自然が多いので、もっとそれを生かした PR を全国に向けてしたほうがよさそう。み
るべき視点が狭く、商売が下手なので少しもったいない。よい点をもっと生かすことがもっとでき
ると思う。県外から引っこしてきたから余計そう思います。
○もっと島田市にしかないことを PR すべきだと思う。市長が色々な施設（幼稚園や小、中、高）など
に出向き、その施設が不満に思ってることを聞いたり、色々なイベント（文化祭など）に参加した
りして、市長と市民の壁をなくし、月に 1 回ぐらい他県他市に出向き、色々なその県、市がとり組
んでいることを参考にして島田市を PR すべきだと思う。

【女性】
○確かに就職先が市内にあればとても便利ですが、仕事先は隣の市にあれば充分なので、やはり出産
子育てに関して、島田市は力を入れていってもらいたいです。（子供が産まれなくては結果的に人
口は減ってしまうと思います。）東京では、出産・子育てに関して区内でも待遇がかなり違うらし
く、より良い待遇の区へ引っ越しをするらしいです。なので島田市も隣の市よりちょっと良い待遇
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…から始め、将来的には「よその市で産んだけど、島田市の方が出産・子育てしやすいから引っ越
して来ました！」と言われるような市になってもらいたいです。どこの公衆トイレにも赤ちゃんが
オムツを換える台がある。だいぶ増えましたがまだまだ少ないです。スーパー（コンビニ）の一角
に赤ちゃんのオムツコーナーがある（子連れで何件も買い物屋に行く体力はありませんのでぜひ）
駐車場に車イス用だけでなく、妊婦さんや小さい赤ちゃん連れ用の場所がある。（役場の一角や学
校での授業など。）男性が妊婦さんを体験できる時間やコーナーを作る。いざ妊娠・出産を迎えても
すぐには理解できないので学校の授業（私生活の中）などでもっと身近にあってほしい。
「精子と卵
子がうんぬん～」とかどうでもいいので身重の方の大変さや命の重さを知ってほしい！小さな頃か
ら妊婦さんに対しての見方（対応）を知ってほしい。出産・子育てのコラムや体験談を広報しまだ
に載せてほしい！（子育てあるあるで笑ってストレス発散！）子育て悪口コンテスト（愛があるか
らこそ）（このくらいでもベビーカーのタイヤは止まっちゃうんですよ）歩道と車道の境目の段差
をもっとなくしてほしい。横断歩道渡って歩道に上がるのが怖い。
（横断歩道、歩道）
（普通に段差
のある所も近所にあります）（ベビーカーや三輪車での散歩もしにくい）金谷にある公園の遊具が
古い or 少ない。
「であい公園」の木の遊具をそろそろ交換していただけませんか…？木がささくれ
て危ないです。0～3 才くらいの子が遊べる遊具がもっと増えてほしいです。好き勝手書いてしまい、
すみません…。

▼30～34 歳
【男性】
○各種補助金。老後の保障（年金問題）。独身者への結婚・出産・子育ての補助金また保障制度。各税
率の緩和（島田市在住者のみ）
。市婚活パーティーイベント（島田市在住者のみ）
。

【女性】
○子供が少ないと分かっているならもっと、子供を持っている人や、これから産む人にお金を少しで
も、援助するなど、子供を産みたいという環境を作っていかないと、子供を産む人が少なくなる。
アンケートを取るくらいなら少しは、考えて下さい。
○大きなショップや施設をつくってくれれば、もっと人が集まるのでは。
○現在、2 歳児の子どもが一人います。来年、もう一人子どもができれば嬉しいと思っています。私
は、子どもの妊娠と同時に仕事を辞めましたが、やはり、子どもが幼稚園に通い始めたら、仕事を
探したいと思っています。核家族なので、子どもをみるのは、ほぼ私です。仕事と子育てと家事が
同時にできるのか今から不安です。そこで、働く女性の負担軽減のため、保育園、幼稚園の保育料
がもう少し安くならないかと常々考えております。まわりのお母様の意見を聞いても、保育料を稼
ぐためにパートに行くようなもの…。という言葉をよく耳にします。3 歳までは、自分で子どもを
みることができても、やはり年少になったら幼稚園に入れるのが普通なので、この期間、少しでも
負担軽減になれば嬉しいです。このように金銭的な問題で子どもを作れない家庭は少なくないはず
です。
○働く場が少ないので、勤労場を増やす。商業施設（大型）が少ないので、設ける。大きい病院が少
ないので、増やす。教育費を無料化にする。子どもが生まれた家にベビー用品を一式送る。子育て
施設の増加。子育て世代への補助金を増やす。交通の便を良くする（道路や橋の数が少ない）
。妊婦
さんへのマタニティ運動施設を設ける。国公立の学校数を増やす。全体的に大型のショッピングモ
ールや大きい病院がないので、住む事に不便を感じている人が多い。道路や橋も少ないので交通が
渋滞するなど、電車やバスの本数も少ないので不便です。働く場の分野の数も種類も少ないので、
若い世代も都会へ流出します。教育機関（国公立）が少ないので、若年層は都会へ流出しています。
▼35～39 歳
【男性】
○努力してほしいですが、物事はなるようにしかならない。
○医療施設の充実。大型ショッピングモール等への誘致。
○大商業施設を建設し、お客を呼び寄せるとともにお金の流れ（使用させて）市の活性化につながる。
他の市にないもの（施設）を作り、名所にして他の市から呼びよせる。
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○やはり職の充実がないと生活の質があがらず子育てや他のコミュニティの参加への気持ちがあが
らなくなる。
【女性】
○人口が減少しても他で税収が上がれば問題はない。住所が島田でなくても、仕事場が島田であった
り。観光で島田を訪れることで町は活性化する。なのでそもそも人口減少の歯止めを重点施策とは
思わない。人口が少なくても他からおとずれたくなる町がよい。
○すでに様々な取り組みがなされ、多くの市民の方々が会議などに参加されていると思いますが、普
段仕事に出ている者にはまだ考える余裕がないのが実情。人口減少は出産数の低下をくいとめるよ
りも島田市に転入してきてくれる家族を増やす事に重点を置く方が早い解決になる。どんどんメデ
ィアを活用し、島田市の魅力をアピールすべき。街・商店街のにぎわいなどは藤枝駅前のようにな
れば人が集まる。様々な世代の家族が 1 日楽しめ、回遊できる場所の創出。全国的に珍しい企画を
作り、一気に宣伝、情報化社会をうまく活用すれば必ず人は集まる！ますます良い市にしましょ
う！
○公園、児童館、金谷地区を活性化させてほしい。自然をいかしたキレイなまちにしてほしいです。
島田市の小中学校で荒れている学校もありその地区の学校には入れたくないというのもあります。
教育、子供の育て方や、夜の見回り（ゲームセンターなどレンタルなどマック）夜おそくまでやっ
ている施設に、小さな子供がいるのを見ます。安心して子育てできる様に、色々な規制（ネットも
ライン、フェイスブックなども）をしてほしいです。
○優良宅地の提供。企業誘致。子育て環境の充実。

▼40～44 歳
【男性】
○島田市に住んで良かったと思える事、例えば伝統的なものをもっと充実させる。マラソンの街とす
る。
○農家の子供の世代が、農業だけでは生活していけなくなった今、農閑期にできる、仕事が充実すれ
ば、よいと思う。
○市民、町民が、いるから島田市が成り立っていると思う。みんながすみやすい島田市にしてほしい。

【女性】
○親から譲り受ける（相続する）全ての物に税金がかかる今の時代。私達夫婦は税金のために必死に
働いているという気分です。そんな中、前年度から夫婦の所得が多いという理由で子育て支援金の
無効、児童手当の減額を市から通達されました。日々長時間（扶養の範囲内で働く事に理解を得ら
れない職場のため）必死で働き、家に帰宅する頃には心身共にクタクタ、それでも家庭の事（子育
てを含め）をやりくりし、決して楽をして頂いている給料ではないのに所得が多いからと子供に関
する（子供のための）支援金を減額されるのは納得できない気持ちでいっぱいです。子供は皆平等
ではないのでしょうか。年老いていく親をかかえ、子育てにも奮闘し、仕事と家事を死にものぐる
いで毎日こなしている市民に優しく、またこの市に、島田市に引っ越してきて（嫁いできて）良か
ったと思えるような市であって欲しいです。一昨年まで 10 月の大型連休に合わせ、
「家族で親しむ
ように」と各家庭にレジャー施設（温泉やローズアリーナ）の無料券が配られていました。市民を
ねぎらう、なんて素敵なサービス？なのだろうと感動しました。昨年から無くなってしまいました
が、そのようなちょっとした事で心が癒されたりするものかなと感じます。
○他の市と比べて魅力ある支援（政策）を打ち立てること。
○今現在、子供たちにどのような性教育が行われているか、存じ上げませんが、男性にも女性にも、
高齢出産のリスクや、男女の子供をつくるのに適した年齢などを、教える事。出会いの場の提供。
出産後も女性が働く事のできる、環境づくりが必要かと考えます。
▼45～49 歳
【男性】
○優良な就業先を増やす。百円バスなどの交通の利便性をよくする。燃えないゴミの出す場所が限ら
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れているので、年配の方は出しに行けない。安い老人福祉施設をつくる。市営住宅をつくる。

【女性】
○（長男）子供の学費を払い終わったのと同時に貯金もなくなり、後 2 年で主人も定年になります。
今から老後の準備をしなければなりません。これから家や土地も余っていくと思いますが、今の狭
い家を修理して暮らしていくのか、子供（次男、契約社員）の今の給料ではとても結婚、マイホー
ムなど考えられずなんとか、余っているものを利用して若い人達が幸せに暮らせるように考えてほ
しいです。

▼50～54 歳
【男性】
○具体的なことはわかりませんが、これからは防災に強い町が良いかと思います。大きな災害があっ
ても心強く生きて行ける街になればいいと思います。生きても地獄ではつらいところです。

▼55～59 歳
【男性】
○少子化の影響で必然的に人口減少になります。難しいテーマです。企業誘致、働く場所があること
で人が増えるのでは？
【女性】
○先日、紙上で磐田市が 30 才の若者に出会いの場を提供するニュースを見ましたが、真似てはいか
がでしょうか？若者に U ターン、結婚のチャンスを積極的にたくさん作れば、良縁が誕生し、未婚
率が下がり、人口増につながると思う。月一度の“元気市”？まだ一度も行ったことはありません
が、島田駅前だけでなく、あちこちで開催されれば、出掛け易くなります。地元の農家を応援し、
朝市などがあちこちで頻繁に行なわれるようになると、嬉しい。

▼60～64 歳
【男性】
○子供をほしい人はたくさん産むようにする。お金の支援。保育所の充実。夫婦共働いていても安心
して子供をあずけられること。市として小さい子供のいる家の支援。老人会などが、子供の面倒を
見る。自治会による子供のいる家の支援。
【女性】
○若い人達が結婚することが第一番目、次に子供を生み、育てることが楽しいと感じる。こうなるよ
うに市の行政ができることをやる。
○還暦になる年ですので、出産・育児のアンケートは答えられません。どちらかと云えば、高齢者向
けの政策を期待します。高齢者が安心して死ぬまで、住むことのできる、賃貸住宅を市で作って下
さい。
○大手の会社だけでなく個人経営者農業を営む方たちの助けになるような取り組みをしてほしいと
思います。たとえば広報にしても、ボランティアで何か行うならば載せてもらえても（市主催の講
演会ではなく）個人の講演講習会などは、営利（入場料をいただくので）なので掲載できませんと
言われます。小さいながらも一所懸命に働いている方たちの紹介をできるようになるといいと思い
ます。自分を生かす場があり、収入があり環境が整っていれば、住みやすくなり、人口が増えてい
くように思います。この地域は皆、子どもさん、3 人、4 人、いらっしゃいます。学生のころ上京し
ても、やっぱりここが良いとうちの子たちも戻ってきました。私も島田市に嫁いできて良かったと
思っています。これからもよろしくお願いします。
○企業誘致を積極的に進めることにより若者の流出を防ぎ外からも呼びこむ。（空港、新東名を有効
に生かす）魅力的な町づくり。大井川（河川敷マラソンコース）大代川（土手をウォーキングコー
スとして整備する）温泉などを活用して、スポーツの町健康の町としての特色をもっともっと全国
へ向けて発信する。
（合宿所等も必要）大井川鉄道を、市をあげてバックアップする（市の財産であ
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る）その沿線の魅力も市をあげて盛り上げ、人が集まる町づくりをする。
（沿線の（魅力づくり生か
し方）は市民からアイディアを募集）南アルプスへの入口の町として、もっと PR したい（地名度が
大事）行ってみたい～住んでみたいへ。高齢化が進む中で、他市よりもいち早く老人に優しい町づ
くりを進め「一生住みたい町」と思わせる説得力を！
○若い人達にとって、働きやすいように企業の誘致、子供を育てるのに良い環境、安全な環境を望み
ます。原発、再稼働→反対。
▼65 歳以上
【男性】
○各々の中小都市が懸命に努力している様子は伺えますが、将来を見越して各方面での限界点を見出
すのも市政としての勇気だと思う。単独で生き残る事が出来るか中小都市の集約も日本が生き残る
分の方案の一つとして考えて頂きたい。
○子育て支援を充実させ、若い人たちが安心して子ども産める環境を作ることが大切と思います。老
人が増えるので福祉サービスを充実させ、そのことが地域の雇用につながり、活気がうまれるとよ
いと思います。
○静岡空港、新東名インター、川越・博物館、バラの丘、諏訪原城市民病院、六合地区、大鉄 SL、川
根ホテルなどの核心より得るスポーツと複合的な大規模の施設。エリアとして開発し他からの注目
を集める。魅力あふれる、地域づくりをしていく。
（現状は単発的な感が否めない。）
○かつて東京都の町田市が福祉の障害者援助等で抜群の全国的知名度を上げたように、全国から転入
を希望されるような思い切った、特色ある都市づくり（ブランド力）
。

【女性】
○若い人は生活や買物に便利な方へ向いてしまうのでなんとも云えません。若い人でも生まれた土地
が好きだと云う人もいるから。出会いの場の提供だとおもいますが。
○中に書きましたがまず、独身者が多い、特に男性、男性と女性とのふれあいの場若い人好みのコン
サート、イベントを市民会館等で多くやってほしい。川根や吉田、焼津などは、かなり多くのイベ
ントがあるように思う。今、市民会館が使われない（違ったらすみません）のでイベントなどが少
ないのかもしれませんが老人（？）達の好みも大事ですが若者向けも多く取り入れて、男女が接触
するチャンス、出会いのチャンスを増やすのも、必要ではないかと思います。またその次に住む処、
公共（安い）住宅や保育所等の関連など子育てしやすい、子供が生みやすい環境を、作ってやって
ほしい。又、私も 70 才ですがまだまだ動けます。私の手も使えればと思っています。70 才はまだ
まだ使えます。協力します。
五和地区
▼20～24 歳
【女性】
○今ある自然は守りながらも土地の有効活用をして、若い世代が住みたい（子育てがしやすい等）と
思うような集合住宅地や公園などを増やす。島田市内にあるお店（スーパーなど）で連携して子育
てカードがあると割引があるなどすると市外からも家族（二世代・三世代の）が来てくれると思い
ます。
（島田市は、環境やゴミ分別等に関しては住みやすいと感じてます）→近い将来に期待できま
す。バイパス大代 IC での夕方の渋滞など時間帯で道が酷く混むのにはとても困っているので、
（無
理な運転をする人が増える→危険が増える）交通に関してはもう少し改善してほしい点があります。
ここが改善されればもっと住民が増えると思います。

▼25～29 歳
【男性】
○町づくり。せっかく近くに空港があるのだから空港を通じて島田市を発信すべき。世界にアピール
できるチャンスである空港をしっかり利用しなさい。
▼35～39 歳
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【女性】
○子育て真っ最中の主婦が一番感じることは、出産後の助成金がなくなったのは、ヒドすぎると思う。
他の市町はいくらか出るらしいと聞いた。前の市長の時はあったのに…出産を控えてからこそ、助
成があればおむつ代だったり、ミルク代だったりなにかと子供にかかる物に使えたのにと思う。少
子化だ！と言うわりには、市の対応の悪さが感じられる。それだと島田市で子供を産んで育てよう
と思う若い人は増えないんじゃないか。
▼40～44 歳
【男性】
○農業に対する助成、支援。市長は農家の事が一切わかってない。バイパスの渋滞の対策（2 車線）
。
【女性】
○産婦人科医が不足している事はニュース等で承知していましたが今も、島田市もそういう状況にあ
るのでしょうか？高齢でも子供の欲しい人は市内でなくても、市外の病院を紹介してくれるシステ
ムがあると良いのでは。初めの一歩でつまずく事になる様では先が不安です。この市では、皆さん
高齢の方はどこで産んでいらっしゃるのか？「高齢の方の為の出産情報」など広報などに載せたら
良いと思います。リスクがある事も。出産後、もし障害のある子供だったら、と心配です。こうい
う施設があるとかも広報などで。新しくなる島田市民病院に期待します。お産婆さん（助産師さん）
の育成を望みます。無痛分娩の補助金があれば、きっと出産する方も多少増えるのでは。
（リスクが
ある事も込みで）普通分娩と同額くらいで。自然分娩は 2～3 日で退院（海外では、2 日くらいです）
（問題無ければ）出来れば、病院側の負担も減る。
○旧金谷町は、私の世代の間では、お年寄りに優しい町と言われることが多いです。病院や施設が沢
山あり、お年寄りがとても住みやすいところだと思います。昔から住んでいる者同士も大変仲が良
く、ご近所付き合いも深く、安心に暮らせるのではないかと思います。反面、新しい人間をスムー
ズに受け入れるということに関して、少々欠落しているという印象です。
（経験済）同士になるまで
とても時間がかかると思います。地域の繋がりが強いからこそ、このような現象が起こるように思
います。昔からのこの土地特有の伝統を改善すれば、まず新しい人間はこの土地に入って来やすく
なるし、住み心地も多少は改善されるのではないかと思います。旧金谷地区の暮らしやすさの評判
にもつながると思います。私自身、実際、金谷に家を建てようと思っている市外の人から暮らしや
すさをきかれたことがあり、本音を言わざるを得ないこともありました。度々耳にするのが、橋（大
井川に架かる）を越えると全然違うとのことで、市外者からもかなりの偏見があるというのも問題
だと思います。

▼45～49 歳
【男性】
○定住促進のための、大規模な住宅団地の開発。静岡空港へ新幹線の新駅を作り、人を呼び込む。

【女性】
○老後も安心に住める環境。病院を多くしてほしい交通が不便なのでタクシーを安く利用できるよう
に又はバスを増加させる。

▼50～54 歳
【女性】
○島田市の〝うり〟を考える。大井川鉄道が人気になりつつあるこのごろ、これを利用し、公園、キ
ャンプ場、食べ物（茶の名物をつくる）などを整備し人をよぶ（子どもが喜ぶ町作り）。

【性別不明】
○自然豊かな山村部もあるので、高齢化に対処できるように交通機関の充実。第 2 東名もできたが、
バスが通っていないのも不思議。高齢者、子ども、障害者などへの配慮もわかるような市制など。
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▼55～59 歳
【女性】
○雇用の創出（企業の誘致）買い物難民を出さないよう、小型（マイクロバス）の乗り合いバスを導
入（特に金谷五和地区）し、範囲を広げる。

▼60～64 歳
【女性】
○空港と新東名があるのだから、それらを何とか生かして、会社の誘地や観光客を呼び込むようにし
て欲しい。

▼65 歳以上
【男性】
○難しい言葉でなく誰にでもわかる様な言葉、紙面で。本当にわかる様な、たとえば凡人にもわかる
ような事を伝わる様な言葉で、人と対面しているような感じで伝えるようにしてほしい。難しい事
を言われても書かれても、？を感じる事がとても多くすべてに分かりにくい。上の人にはわかって
も下の者にも伝わる事を話してほしいと思います。こつこつ働いている者を大切にしてほしいです。

【女性】
○人材育成に力を入れて欲しい。公共施設の利用をしやすくする。
川根地区
▼25～29 歳
【女性】
○観光業にもっと力を入れる。特に川根！！陸上競技ができるグランド、体育館などを充実させ大学、
社会人などの大会ができるようになればいいと思います。
○ご年配の方が増えるより、若い世代の夫婦、家族が増える方が、いいと思います。島田市は産婦人
科が、少ないし、大きい病院も市民病院だけでは不安があります。私が住んでる川根地区は本当に
不便なことばかりです。川根を観光地として力を入れるなら、トーマスだけではダメだと思います。
観光客の方が、行くところがないという声も聞きます。川根にもう少し施設が出来れば、仕事も増
えます。若い人達が働ける場が川根にはもう少し必要です。自然は本当に豊かですが、川根には公
園がないんですよ。土地はたくさんあるのになぜかなぁと思います。若い世代が長く住みたいと思
えるような島田市であってほしいです。たくさんの魅力を作って下さい。
▼35～39 歳
【男性】
○日本にも市にも言いたい事は山ほどある。人口減少しているのはあたりまえだ。働いている人より、
ズルイ人が得する社会だから地域のボランティアとかお金にならない事はしない人が多い。田舎に
住みたい人は都市部にはいると思う。その人達を住みたいと思わせるよう、税金優遇とか子供の保
育所に入りやすくするとかしないといけない。地域の活動の強制力が田舎は強すぎるから若者が出
ていってしまう。私も川根に住む事をまよったが、これからの社会、税金は上がるし、老後破綻す
る事を考えて川根地区へ来ました。親が子供の事を心配する反面子供も親の安定した生活と幸せを
考えるのが当然だと思うけど、企業に勤めてたり公務員で、生活がゆたかなのに結婚もせずに独身
生活をいつまでもしている人達から重税を取って家庭のある人の生活を少しでも楽にしていかな
いと独身者ばかり増え、結婚する人が減り、少子化が止まらないでしょう。島田市が結婚出会いパ
ーティーをやっていましたが、参加していた人に話を聞くと、遊び半分の人達が中にはいたと聞き
ます。僕も実際県内のパーティーに参加して、まじめに結婚を考えてましたが、バツイチの人や、
まじめに結婚を考えている人達の出会いも考えて少子化対応していってもらいたいと思います。

【女性】
○子供と遊べる所が少ない。母と子が平日、行けるような所が少ない。こども館は駐車場も含めお金
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をとるのはどうかと思う。
○若者世代、若い家族の世代は育児や自分達の生活でいっぱいいっぱいになっている。格安物件の紹
介、物件を借りる時に補助をしたり…。育児を一人で行っている様な女性へコミュニティの紹介。
定住してもらうために、農地転用等を進め、住宅地を増やしたり地元に住みたくても住む場所が無
い。住宅の充実。

▼40～44 歳
【男性】
○津波が心配で引っ越したい家族や震災にあった家族、待機児童のいる家族などを川根など田舎に誘
致したらどうかと思います（災害で困っているようなら多少は税金を優遇して誘致してあげるとか
いいと思います）。
○役所が高齢者、障がい者に対して冷たい対応しています（いつも思う事です）。高齢者や障がい者で
も安心して働ける所があるとよい。そして、交通の便もよくしてほしい（高齢者や障がい者は車の
運転ができません）
。役所は、障がい者を迷惑な人と思っています。窓口の対応でいつも思う。
▼50～54 歳
【女性】
○島田市の活性化のため、第 2 東名のインターは金谷インターの対岸あたりにあれば、もっと川根温
泉や千頭などにも観光客が来るのではないでしょうか。今の金谷インターでは、遠まわりになり遠
まわりしてまで行かなくても、という人もあるのではないかと思います。事実、私は実家が名古屋
ですが、金谷から乗るにはわざわざインターを遠まわりしている。という気がしてます。対岸にあ
れば私のような条件の人も、金谷インターへ行くのに峠道を行かずに、島田線ルートで行く事が出
来ます。逆に来る人も増えるのではないでしょうか。正直、何故金谷にインターを作ったのかわか
りません。又、島田市にはこれと言ったショッピングモールや施設、いわゆる娯楽や趣味などが少
なく、今ひとつ活気がない気がします。スーパーは多いですが、若い人達が集まるような、ぜひ来
てみたい、という目的になる施設、設備がなく、市としてあまり魅力がないと思います。私も含め
女性（友人）たちは口を揃えてショッピング出来る所がないという不満を言っています。洋服を買
うにも行く所がないです。藤枝市のように、もう少し活気が欲しいと思います（一号線のあたりの
ように）。

▼55～59 歳
【男性】
○移住者に対する各種助成も必要だと思いますが、人口の流出を抑制するための施策も同様に大切だ
と思います。過去にあった「リフォーム補助」などは効果があると考えます。
○企業を誘致し働いていない人を、企業で雇ってほしい。空き家が多く、他から来た人が空き家に住
みたくなるように。

【女性】
○女性が子供を産む時、子育ての環境とか、サービスとかそのような事を考えて産む産まないを考え
る人がどれほどいるでしょうか、1 人の女性が出産する子供の数が少なくなっているのは時代の流
れで、人生の楽しみ方や生き方が昔とちがってきたからだと思います。人口減少に歯止めをかける
には結婚する若者を増やしていくことだと思います。そのためには仕事が大事だと思います。安定
した収入を得られるような環境をつくってあげることです。そうすれば子供たちが学校を卒業して
も島田市に残って住みつづけてくれると思います。
地区不明
▼35～39 歳
【男性】
○雇用や、子供世帯などの大きな支援。
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▼40～44 歳
【性別不明】
○雇用の安定が大切です。子供が産まれても、働けなければ市外へと出てしまいます。
▼60～64 歳
【女性】
○市民病院の医療の充実、先生の充実。
○若い世代の人へのサポート、就職、転職、結婚、出産、子育てと若い人が住みやすい町づくりをす
る事が最良と思います。（まだまだ若い人の元気さが足りなく感じます）特色のある特産品などの
発掘を考え出し、若い人が参加しやすい活気のある町にする必要があるのではと思います。
▼年代不明
【性別不明】
○良い仕事がなければ、働き盛りの人は来ない、生活する上で、子供が小さい間の手厚い手伝い（支
援）が必要。企業誘致と、勤務者に対する、市内居住者に何らかの特典を設ける。周囲に適齢期を
過ぎた独身男性、老人のみの家庭がとても多く見られます。アパートどころか、1 戸建てすら空き
家になっています。又、農業の会社化を進めないと、荒茶園や雑木林化した茶園が増えてしまいま
す。所有者に収入がない場合、固定資産税はとらない。かわりに作付けして下さった人には、余計
な税はかけない…など、適切な、特典を作ってはどうか？空き家を作らない為の策を実施している
地域があれば、試してみるのも良いのではないか？
○①地方活性化の為に、成果をあげている自治体の活動を参考に、島田流アレンジ、活動すること（す
べては…マネすることから始まると考えます）②税金を安くする。又はポイント制度などとにかく
金銭面でのメリットが重要。島田市内の中小企業に対しての保護も必要（働く場所が近くにないと
人も住まない）③独身者に対しては、ある程度の年まで独身でいる為、内向的な人が多いと考えま
す。明るい婚活イベントでなく、ある程度の秘密保持の紹介制度の方が向いている気がします。④
帯まつりクラスのイベントの数が少ない。シマアツ等をもっと大きな活動にする別のイベントを考
える。島田市のアピールする場をもっとふやした方が良いと思います。これから人口減少していく
ので、戦略をもって市政を進めていかないと、市町村合併ラッシュが起こる可能性がありますので、
島田市が生き残れる様、がんばって下さい。
○他の地域からも人が集まるような個性的かつ大規模な商業施設の建設や評判な御当地グルメなど
で注目を集める。医療施設の充実。若者が多数集まるイベントの充実。就業先の紹介や相談の充実。
○島田市の PR 情報を多くする。島田市に移住したい人を増やすために、駅周辺、本通りの裏通りなど
に、マンション、アパートを建てるべきだと思います。
○子供が、沢山産める環境を作る事、その子供達が市外、県外へ出ていかないような、充実した環境
作りが出来れば、県外から子供達が、入って来やすい環境作り！どうして、大学生がほとんど県外
へ行くのか…？県外へ出た、大学生のほとんどは、そこで就職してしまう、島田市には、就職する
所が、ほとんどなく、我家の娘も昨年大変苦労していました。島田市に大学生が戻って就職でき、
安定してレベルアップし充実した、生活が送れるような市なら、若い人達が市から流出することが
少なくなり、活気ある島田市になるのでは？大学生に聞くと戻りたいが就職する所がないという。
農業（お茶）があまり、良くなく、それに伴い、他の業種も引っぱられてしまいます。お茶の仕事
に、若い人が興味を持つものになるか？日光が沢山あたる島田市をもっと良い方向に行って欲しい
です。
○仕事を持っている方が多く大変難しいかとは思いますが、もっと家族がゆったりとのんびり過ごせ
る時間、空間が欲しいです。
○島田市が住みやすいところだとかみんなに来てもらうためにアピールが必要だと思う。せっかく日
本一の木の橋といって（蓬莱橋があって）も何も他にない。おみやげ屋もなければ休憩するところ
もない。せっかくの観光資源をもっとなぜ活用しないのかわからない。ただ素通りするような街で
は人は住んでもくれないと思う。空港も近くにあって SL も走っていて、もっともっといいところ
はたくさんあってみんなに来てもらえばいいのに、結局すぐ見終わってしまうものばかりでしょう
がないと思う。
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中学生調査結果
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あなたのことについておたずねします。

問１．あなたの性別をお答えください。
（○印１つ）

「１．男性」が 50.5%、
「２．女性」が 46.9%となっています。

無回答
2.6%

１．男性
50.5%

２．女性
46.9%

回答者数=784
回答者数=784

問２．あなたのお住まいの地区はどこですか。（○印１つ）

「１．旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
」が 37.0%で最も多く、
次いで「２．六合地区」が 17.5%、
「７．金谷地区」が 10.6%、「３．初倉地区」が 9.4%、
「４．大津地区」が 7.0%となっています。
回答者数=784

0%

10%

20%

１．旧島田市内(
１．旧島田市内(第一中学校区、
大津地区を除く第ニ中学校区）
17.5

３．初倉地区

9.4

４．大津地区

7.0

５．大長地区

4.1
0.8

７．金谷地区

10.6

８．五和地区
９．川根地区
無回答

40%
37.0

２．六合地区

６．伊久身地区

30%

6.8
4.1
2.8
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問３．あなたの通っている学校はどこですか。（○印１つ）

「２．島田第二中学校」が 26.9%で最も多く、次いで「1．島田第一中学校」が 18.9%、
「６．
金谷中学校」が 17.5%、
「３．六合中学校」が 17.1%、
「５．初倉中学校」が 9.4%となって
います。

回答者数=784

0%

10%

20%

1．島田第一中学校

30%

18.9

２．島田第二中学校

26.9

３．六合中学校

17.1

４．北中学校

5.1

５．初倉中学校

9.4

６．金谷中学校

17.5

７．川根中学校
無回答

4.1
1.0

問４．あなたは、今住んでいる場所に、いつ頃から住んでいますか。
（○印１つ）

「３．自分が、小学生になる前から」が 34.6%で最も多く、次いで「５．自分の父母の代
の前から」が 24.6%、
「４．自分の父母の代から」が 16.1%、「２．自分が、小学生のとき
から」が 15.9%、
「１．自分が、中学生になってから」が 6.5%となっています。

回答者数=784

0%

10%

１．自分が、中学生になってから

20%

30%

6.5

２．自分が、小学生のときから

15.9

３．自分が、小学生になる前から

34.6

４．自分の父母の代から

16.1

５．自分の父母の代の前から
無回答

40%

24.6
2.3
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問５ あなたが、放課後や休日に、島田市内でしていることは何ですか。
（○印いくつでも）

「３．部活動」が 82.1%で最も多く、次いで「10．テレビを見たり音楽を聴く」が 80.0%、
「11．友だちと会う（遊ぶ）」が 71.6%、
「１．家で勉強している」が 69.9%、
「13．インタ
ーネットをする」が 63.8%となっています。

回答者数=784

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

１．家で勉強している

80%

69.9

２．塾や習い事に行く

56.1

３．部活動

82.1

４．スポーツをする

33.3

５．映画・演劇・コンサートの鑑賞
６．清掃やリサイクル等のボランティア活動

18.2
4.2

７．地域の祭・行事への参加

19.4

８．買い物や飲食

62.1

９．家族と一緒に出かける

53.2

10．テレビを見たり音楽を聴く
10．テレビを見たり音楽を聴く

80.0

11．友だちと会う（遊ぶ）
11．友だちと会う（遊ぶ）

71.6

12．電話やメールをする
12．電話やメールをする

46.0

13．インターネットをする
13．インターネットをする

63.8

14．家事の手伝い・家族の世話
14．家事の手伝い・家族の世話

27.4

15．家業の手伝い
15．家業の手伝い
16．その他
16．その他
無回答

90%

11.1
2.7
0.9
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問６ あなたが、「もっとできるとよい」と思うことは何ですか。
（○印いくつでも）

「１．家で勉強している」が 58.8%で最も多く、次いで「14．家事の手伝い・家族の世話」
が 33.2%、「６．清掃やリサイクル等のボランティア活動」が 25.8%、
「７．地域の祭・行
事への参加」が 23.9%、
「４．スポーツをする」が 23.3%となっています。

回答者数=784

0%

10%

20%

30%

40%

１．家で勉強している
12.1

３．部活動

21.7

４．スポーツをする

23.3

５．映画・演劇・コンサートの鑑賞

18.5

６．清掃やリサイクル等のボランティア活動

25.8

７．地域の祭・行事への参加

23.9

８．買い物や飲食

11.0

９．家族と一緒に出かける

21.0

10．テレビを見たり音楽を聴く
10．テレビを見たり音楽を聴く

10.7

11．友だちと会う（遊ぶ）
11．友だちと会う（遊ぶ）

19.3

12．電話やメールをする
12．電話やメールをする

6.9

13．インターネットをする
13．インターネットをする

8.9

14．家事の手伝い・家族の世話
14．家事の手伝い・家族の世話

33.2

15．家業の手伝い
15．家業の手伝い

無回答

60%
58.8

２．塾や習い事に行く

16．その他
16．その他

50%

20.0
1.1
2.6
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70%

島田市についておたずねします。

問７．あなたは、島田市が好きですか。
（○印１つ）

「２．まあまあ好き」が 48.3%で最も多く、次いで「１．とても好き」が 27.3%、
「３．ど
ちらともいえない」が 17.6%、
「４．あまり好きでない」が 3.8%、
「５．きらい」が 1.9%と
なっています。

回答者数=784

0%

10%

20%

30%

１．とても好き

40%

48.3

３．どちらともいえない

17.6

４．あまり好きでない

無回答

60%

27.3

２．まあまあ好き

５．きらい

50%

3.8
1.9
1.0

問８．あなたは、将来も島田市に住みたいと思いますか。（○印１つ）

「３．住むところに、こだわりはない」が 39.2%で最も多く、次いで「２．どちらかとい
えば住みたい」が 24.2%、「４．どちらかといえば住みたくない」が 15.6%、「１．住みた
い」が 12.0%、「５．住みたくない」が 8.2%となっています。

回答者数=784

0%

10%

１．住みたい

20%

40%

12.0

２．どちらかといえば住みたい

24.2

３．住むところに、こだわりはない

39.2

４．どちらかといえば住みたくない

15.6

５．住みたくない
無回答

30%

8.2
0.9
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50%

※問８で「１」または「２」に○をつけた人は、問８－１にお答えください。
問８－１．※問８で「１」または「２」に○をつけた人だけにうかがいます。住みたい理由
は何ですか。（あてはまるものすべてに○）（記入したら、問９へ進んでください。
）

「２．家族や友達がいるから」が 71.8%で最も多く、次いで「１．生まれ育ったところだ
から」が 70.1%、「３．自然環境が豊かで、まちがきれいだから」が 38.0%、「12．犯罪が
少ないから」が 23.6%、
「４．買物が便利だから」が 15.8%となっています。

回答者数=284

0%

10%

20%

30%

40%

38.0

３．自然環境が豊かで、まちがきれいだから
15.8

４．買物が便利だから

12.0

５．道路や交通の便がいいから
3.5

9.9

７．大きな病院が近く、行くのに便利だから
5.3

８．お年寄りや障がいのある人にやさしいから

15.5

９．スポーツや遊びの場があるから
4.6

14.8

11．災害に対して安心だから
11．災害に対して安心だから

23.6

12．犯罪が少ないから
12．犯罪が少ないから
8.1

13．その他
13．その他
無回答

70%

80%

71.8

２．家族や友達がいるから

10．文化活動の場所があるから
10．文化活動の場所があるから

60%

70.1

１．生まれ育ったところだから

６．働く場所があるから

50%

1.4
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※問８で「４」または「５」に○をつけた人は、次の問８－２にお答えください。
問８－２．※問８で「４」または「５」に○をつけた人だけにうかがいます。住みたくない
理由は何ですか。（○印２つまで）（記入したら、問９へ進んでください。）

「２．買物が不便だから」が 30.2%で最も多く、次いで「12．大学や専門学校等がないか
ら」が 29.6%、
「11．都会で暮らしたいから」が 28.4%、「７．スポーツや遊びの場が足り
ていないから」が 26.2%、「４．働く場所が少ないから」が 20.7%となっています。

回答者数=493

0%

10%

１．自然が少なくなったり、
まちが汚くなったりしてきているから

20%

30%

4.1

２．買物が不便だから

30.2

３．道路や交通の便が悪いから

11.6

４．働く場所が少ないから

20.7

５．大きな病院が遠く、行くのに不便だから
６．お年寄りや障がいのある人にやさしくないから

5.1
1.0

７．スポーツや遊びの場が足りていないから
８．文化活動の場所が足りていないから

26.2
2.4

９．災害が心配だから
10．犯罪が心配だから
10．犯罪が心配だから

9.5
3.2

11．都会で暮らしたいから
11．都会で暮らしたいから

28.4

12．大学や専門学校等がないから
12．大学や専門学校等がないから

29.6

13．その他
13．その他

9.5

無回答

12.2

問９．あなたが、島田市で「自慢したい・次世代に伝えたい」と思うものは何ですか。場所、
施設、イベント、産業、食べ物、人物、物語や方言など、何でも自由にあげてくださ
い。特別なければ、なしと書いてください。

※自由意見は、103 ページ以降を参照。
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40%

問 10．将来に向けて、島田市にどのようなことを望みますか。（○印２つまで）

「16．スポーツや遊びの場を増やしてほしい」が 36.4%で最も多く、次いで「20．買物を
しやすくしてほしい」が 31.5%、
「１．駅や街なかをきれいにしてほしい」が 25.1%、
「５．
自然を守ってほしい」が 24.9%、「６．川の水をきれいにしてほしい」が 21.9%、「11．事
故や犯罪がないようにしてほしい」が 21.7%、
「15．学校の施設・設備を充実してほしい」
が 21.2%となっています。

回答者数=784

0%

10%

20%

30%

１．駅や街なかをきれいにしてほしい

40%

25.1

２．住宅地をつくってほしい

6.4

３．道路を便利にしてほしい

12.1

４．バスを利用しやすくしてほしい

8.4

５．自然を守ってほしい

24.9

６．川の水をきれいにしてほしい

21.9

７．きれいな景色をつくってほしい

14.7

８．ごみのポイ捨てをなくしてほしい

16.3

９．公園をつくってほしい

11.2

10．災害から守ってほしい
10．災害から守ってほしい

17.1

11．事故や犯罪がないようにしてほしい
11．事故や犯罪がないようにしてほしい

21.7

12．病院を増やしてほしい
12．病院を増やしてほしい

5.5

13．子どもがたくさん生まれるようにしてほしい
13．子どもがたくさん生まれるようにしてほしい

9.3

14．お年寄りや障がいのある人にやさしくしてほしい
14．お年寄りや障がいのある人にやさしくしてほしい

10.6

15．学校の施設・設備を充実してほしい
15．学校の施設・設備を充実してほしい

21.2

16．スポーツや遊びの場を増やしてほしい
16．スポーツや遊びの場を増やしてほしい

36.4

17．文化活動の場を充実してほしい
17．文化活動の場を充実してほしい

5.9

18．外国の人とふれあう場を増やしてほしい
18．外国の人とふれあう場を増やしてほしい

7.3

19．農業をさかんにしてほしい
19．農業をさかんにしてほしい

5.6

20．買物をしやすくしてほしい
20．買物をしやすくしてほしい
21．工場をつくってほしい
21．工場をつくってほしい

31.5
2.2

22．人がたくさん来るようにしてほしい
22．人がたくさん来るようにしてほしい

11.7

23．仕事場を増やしてほしい
23．仕事場を増やしてほしい

11.5

24．差別のないまちにしてほしい
24．差別のないまちにしてほしい

12.6

25．みんなで協力してまちづくりをしてほしい
25．みんなで協力してまちづくりをしてほしい

11.5

26．その他
26．その他
無回答

5.0
2.4
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未来についておたずねします。
問 11．あなたが、１８歳になったら、どんな進路をとりますか。
（○印１つ）

「２．進学する」が 55.2%で最も多く、次いで「１．仕事をする」が 34.1%、
「４．特に何
かしたいと思わない」が 5.1%、
「３．その他」が 2.7%となっています。

回答者数=784

0%

10%

20%

30%

１．仕事をする

40%

55.2
2.7

４．特に何かしたいと思わない
無回答

60%

34.1

２．進学する
３．その他

50%

5.1
2.9

※問 11 で「１．仕事をする」に○をつけた人にうかがいます。
「２．会社等へ就職する」が 67.0%で最も多く、次いで「３．新しく自分で仕事を始める」
が 12.7%、
「１．家業を継ぐ」が 4.9%となっています。

１．家業を継ぐ
4.9%

無回答
15.4%
３．新しく自分で
仕事を始める
12.7%

２．会社等へ就職する
67.0%

回答者数=267
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※問 11 で「１」または「２」に○をつけた人は、次の問 11－１にお答えください。
問 11－１．※問 11 で「１」または「２」に○をつけた人だけにうかがいます。仕事に就い
たり、進学する場合、どの場所を希望しますか。
（○印１つ）

「６．場所はどこでもよい。こだわらない」が 32.0%で最も多く、次いで「３．静岡県内
であれば、市町にはこだわらない」が 26.8%、
「１．島田市内」が 15.4%、「４．東京都」
が 9.8%、
「２．静岡県内の島田市以外の市町」が 7.5%となっています。

0%

10%

１．島田市内
7.5

３．静岡県内であれば、市町にはこだわらない

26.8

４．東京都

9.8
4.9

６．場所はどこでもよい。こだわらない
無回答

回答者数=697
回答者数=697
40%

30%

15.4

２．静岡県内の島田市以外の市町

５．静岡県以外（東京都を除く）

20%

32.0
3.7

問 12 最後に、2060 年に島田市が「こうなっていてほしい」、
「こうしてほしい」
、
「こうしたらいいのに」ということがありましたら、１つだけ記入してください。

※自由意見は、次ページ以降を参照。
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自由記入設問 記述（全文）
問９

あなたが、島田市で「自慢したい・次世代に伝えたい」と思うものは何ですか。場所、施
設、イベント、産業、食べ物、人物、物語や方言など、何でも自由にあげてください。

▼旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第二中学校区）
【男性】
○大きい店が多い。
○伝統 町並み。
○島田特有の文化。
○平和 みんななかよし。
○伝統や方言。
○大やっこ。
○２中がすばらしい。
○市歌がある、
○マラソン、ローズアリーナ、リバティ。
○海はないけれども山が多く遊べるし、自然の中で育つことができる。あと川も。
○おもちゃのポッポ。
○平和です。
○オビリア、SL。
○勇気。
○方言は無くなってほしくないです。
○島田宿跡。
○観光。
○ゴミの分別が超楽です。
○犯罪が少なくて、いろいろと便利。
○目が合うとあいさつをしっかりしてくれる 島田市にいる安心 市長などの目上の方々が優しく
しっかりしている。
○スポーツ表彰。
○大井川、やさしい。
○気温や季節が変わってもとても寒いと言うわけではなく、生活がしやすい。
○高等学校の豊富さ。
○蓬莱橋 20 件
○お茶 19 件
○帯祭り 7 件
○まつり 3 件
○バラの丘 2 件
○川越遺跡 2 件
○なし 65 件

【女性】
○しまだプリン。
○近くに、山、川がある。
○ヤマハ楽器。
○東京タワーの小さいのがある
○おまつり楽しい。
○お茶が全国 1 位というのを、いつまでもつづけてほしい。
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○人々がとてもやさしくて、すごいいなかっぽい←（いなか）。
○都会のような、都会ではないような。
○安全さ。
○島二中の合唱部は本当にすばらしい！本当に本当にすばらしいです。
○大井川と川越遺跡。
○島田第二中学校の合唱。
○大井川。
○お茶の栽培量日本一。
○島田市ローズアリーナ。
○こども館。
○いなかでいいと思う。
○食べ物、施設。
○リバティのマラソンボランティア（ボランティアの人のおもてなし）。
○島田市はごみが分別されてなくてもいいところ。
○富士山。
○人々がやさしい。
○近所の人と仲が良い。
○みかん。
○富士山が見えること。
○犯罪が少ない。
○富士山など観行名所があるから。
○イベント、施設。
○バラ。
○茶祭り。
○島田宿。
○みんな仲良い。あいさつやお年よりの手助けをすすんで、できる
○最近消えつつある静岡弁などの方言。
○島田市のお祭り（まげ祭り、おび祭り等）を伝えていきたい。
○バラの丘・祭・山。
○自然が豊富 3 件
○方言 7 件
○お茶 34 件
○蓬莱橋 28 件
○帯祭り 12 件
○大祭り 8 件
○茶畑 5 件
○まげ祭り 2 件
○なし 66 件
【性別不明】
○SL が走っていること。
○島田大祭。市歌。
○なし 2 件

▼六合地区
【男性】
○大井川、大井神社。
○祭りネオン。
○平和ということ。
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○島田市でとれた物を使った給食がおいしいこと。
○大井川マラソン、みかん
○防災訓練を続けていってほしい。
○部活動。
○バラの丘公園
○野球をやっている人が年々減っているので、野球の面白さを伝えてほしい。
○おちつける。
○空気がよい 2 件
○お茶 19 件
○蓬莱橋 9 件
○帯祭り 8 件
○大井川鉄道（SL） 3 件
○増田五郎右衛門 2 件
○なし 39 件
【女性】
○方言は、その地域（県）特有のものだから守りぬいてほしい。
○大やっこのでる祭りは守ってほしい。
○茶畑。
○大井川
○川根の町が好き。
○島田高校陸上部女子が駅伝の全国大会で、京都の都大路を走ったこと。
○増田ごろうえ門。
○イベント、食べ物。
○全学校にお茶機を普及したい。おびりあはとても良い施設だと思います。
（幼児のところ）しかし、
利用客が多く図書館利用者や買いものにきた人が車をとめられないことがあるので市内にもう 1 つ
同じような施設をつくってほしいです。
○静岡県は、お茶で有名だけど その中でも島田のお茶はおいしい ということを伝えたい。
○ごろうえもんさん。
○髷祭り、茶祭り、石だたみ、大井神社
○津波がほぼこなくて安心！！地域の人がやさしい。
○山、川、キレイな景色がある。
○島田市（静岡県）はお茶が有名なのに、お茶作りをする人、お茶を飲む人が少なくなってきている
ので、緑茶（お茶）の凄さ、大切などを伝えたい。
○まつり。
○川沿いの土手・空気がきれい・星がきれい・あいさつしてくれる。
○トーマス。
○お茶が日本で 1 番。
○最近お店がたくさん増えてきているところ。
○だいどうげい。
○ばらの丘公園。
○みかん 2 件
○お茶 15 件
○蓬莱橋 15 件
○帯祭り 9 件
○SL 4 件
○バラ 2 件
○なし 24 件

【性別不明】
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○蓬莱橋 バラの丘公園。

▼初倉地区
【男性】
○みまつかのとりめし。
○初倉まつり。
○自然の豊さ・島田市内だけでなく、いろんな所に昔の町のなごりがある。
・鉄道（SL）。
○空港がちかい。
○大井川 自然豊か、レタス・いちご 大井川鉄道⇒トーマスとか…（もっと世界に広めてもいいと
思う。
）野守池、家山の桜。
○三味線。
○帯まつりがある。
○島田球場、博物館デパート。
○茶菓子。
○食べ物。
○金谷の鉄道をつづけてほしい。
○SL が走っています、その SL を廃止せずなんとかつづけてほしいです。
○大祭り（帯まつり）、いちご、レタスなど。
○茶畑がたくさんある、自然がきれい、お年寄りが元気。
○お茶 12 件
○蓬莱橋 3 件
○あいさつができる 2 件
○なし 16 件

【女性】
○施設、方言、島田の文化、景色。
○大人からこどもまでみんながやさしい。
○茶畑がいっぱいある。
○地域のつながりが大きいこと。
○すごしやすいこと。
○大井川 大井川鉄道。
○みかん。
○川根の温泉
○島田市は良い所がたくさんあります。地域の行事なども多いのでそういう部分が自慢できる所だと
思います。
○お茶。→島田市は、どこをみても茶畑がひろがっているので、お茶は、1 番に自慢したいものだと
思いました。
○島田市は、お年よりや障害のある方に対しとても優しく安心できる所。犯罪がなく、安心できる。
イベントも増えてきて、楽しみも増えている。人がやさしくあたたかい。
○納涼祭（初倉小）
。
○SL！！大井川
○島田祭り。
○自然がたくさんあり、とても空気がよく、キレイだから！地域の人たちと、とても仲がよい。
○大井川と緑（森）の景色、鉄道。
○住みやすいということ。
○お茶畑があったり、富士山が見れる事。
○中條さんの像の周りのお茶畑がある。
○意外となまりが強い気がする（方言）
・近所の人と仲がいい、親切だと思う。
○島田帯祭り、初倉祭り。
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○お茶 11 件
○蓬莱橋 4 件
○なし 4 件

▼大津地区
【男性】
○大井神社の祭り。
○空港近い、SL。
○ローズアリーナ。
○産業祭
○おび祭り。
○人が優しい。
○商店がいならいろんな物がたくさんあること。
○お茶 2 件
○まつり 2 件
○蓬莱橋 2 件
○なし 13 件
【女性】
○帯祭り。
○歴史。
○鳥。
○自然が多くて 緑が多いしお茶もある。
○人がやさしい。設備がしっかりとしている。人と人との交流がさかん。文化がある。どうかこの島
田市をなくさないでほしい。
○自然が豊か 3 件
○バラ 3 件
○方言 2 件
○お茶 5 件
○蓬莱橋 3 件
○なし 18 件

【性別不明】
○なし。

▼大長地区
【男性】
○島田茶・金谷茶・川根茶・大井川・静岡空港・方言（すべて）
。
○大井神社
○蓬莱橋 4 件
○お茶 3 件
○帯祭り 2 件
○なし 10 件

【女性】
○方言がゆるくて良い。
○七夕祭り
○みんなあいさつができていると思う。
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○多くの自然！・川・木・虫など…。川は、大井川などの広く大きい川がながれているため、
・木は山
があり、空気がキレイ・虫は、ホタルなど、水や空気がキレイなとこなど、島田じゃないとみれな
い虫がいるから。
○自然が豊か 4 件
○大祭り 3 件
○みかん 4 件
○蓬莱橋 2 件
○お茶 6 件
○なし 3 件

▼伊久身地区
【男性】
○自然が豊か 2 件
【女性】
○人と人とのつながりが良い。
○物語や方言が豊富。
○蓬莱橋がある。
○帯まつり。
○お茶 3 件

【性別不明】
○原子爆弾が、島田にも、ためしだけど、おとされたということ。

▼金谷地区
【男性】
○のどかなところがいい。
○産業。
○富士山。
○帯祭り
○アピタ、大井川鉄道、牧の原。
○茶畑。
○お茶がおいしい。人がやさしい。物すべていい。
○バラ。
○方言 2 件
○お茶 14 件
○茶祭り 12 件
○自然 6 件
○SL 3 件
○蓬莱橋 2 件
○なし 19 件
【女性】
○かんとんやのおでん
○バラの丘公園。
○駅伝。
○アピタがある、島田まつり。
○方言。
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○人、1 人 1 人が親切。
○人工芝（島田市横井）
。
○志戸呂焼、トーマス。
○お茶 9 件
○茶祭り 6 件
○SL 4 件
○茶畑 3 件
○帯祭り 3 件
○蓬莱橋 2 件
○なし 13 件
【性別不明】
○お茶、茶祭り。

▼五和地区
【男性】
○茶祭りなどが一番もり上がる祭り。
○島田市少年野球（中学）
。
○歴史。
○帯祭り。
○蓬莱橋、トーマス、SL、緑が多い。
○スポーツでの海外遠征。
○島田汁子 大井川鉄道。
○茶祭り 3 件
○お茶 7 件
○なし 11 件
【女性】
○SL 公園、人格、豊か（自然）
。
○バラの丘公園。
○SL フェスタ。
○お茶畑がたくさんある。ポイ捨てが少ない。
○イベント。
○方言とかは残していくことが大切だと思う、（妹などが使わなくなってきているから）。
○自然が豊かな山や川
○蓬莱橋。緑が多い所。
○お茶。 5 件
○茶祭り 5 件
○なし 12 件

【性別不明】
○茶祭り。
○なし 2 件

▼川根地区
【男性】
○川根温泉、祭り。
○チャリム、川根茶など。
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○自然。
○古くから伝えられてきた文化（茶など）。
○イベント。
○あいさつをしたら、他人でも返ってくること。
○お茶。4 件
○なし 11 件
【女性】
○桜。
○茶の文化。
○お茶 3 件
○なし 6 件

▼地区不明
【男性】
○大祭（帯祭）
。
○蓬莱橋 3 件
○お茶 2 件
○なし 5 件

【女性】
○優しくて心切な人が多い。
○お茶が有名。
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問１２ 最後に、2060 年に島田市が「こうなっていてほしい」、「こうしてほしい」、
「こうし
たらいいのに」ということがありましたら、１つだけ記入してください。
▼旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
【男性】
○老人ホームつくってほしい。
○川きれいにしてほしい。
○自然を大切にしてほしい。
○過疎がすすまないでほしい。
○楽しい市！！
○島田にすまないからどうでもいい。
○みんな笑顔で長生きしていてほしい。
○都会になってほしい。
○飛べて、燃料とか必要としない とてもかっこよい車をつくっていただきたい。
○まち全体がきれいになっていてほしい。
○町を豊かにしてほしい にぎやかにしてほしい、楽しい町。
○自然豊かなまち。
○店を増やしてほしい。
○島田ドームとかコンサートができる 広い所をつくってほしい。
○だれもが住みやすい市。
○安全になってほしい。
○老人の住みやすい街になってほしい。
○便利にしてほしい 家のまわりに服屋など最先端のものをとりいれた店がほしい。
○子どもがたくさんいたらいい。
○サッカーの大きなスタジアムを作ってほしい。
○ものすごく大きい公園を作ってほしい。
○空港のまわりが、ちょっとした町、都市、ニュータウンなどになっていてほしい。
○きれいな町。
○都会になってほしい。
○映画館がほしい。
○自然の中で子供たちが育つ。
○きれいになってほしい。
○楽しく、活気あふれる町。
○もっとかいみたいにしてほしい 川とかをのこして。
○大きい遊園地をつくってほしい。
○自慢できる町。
○災害がない島田市になってほしい。
○他の中学校にも水泳部があってほしい。
○サッカーが有名になっている。
○きれいな街並。
○蓬莱橋以外に世界自慢できるものができてほしい。
○交通綱をふやしてほしい。
○今の伝統を守り続けてもらいたい。
○自然を守ってほしい。
○ショッピングモールが多く建っていてほしい。
○オリンピックの開催ができるようなまち。
○もっと町がきれいになっているといいと思う。
○遊べる場所をつくり人がたくさんきて楽しめるような場所ができたらいいのに。
○映画館ができる。
○住みやすくしてほしい。
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○2040 年に合った島田市にしてほしい。
○子どもがたくさんいてほしい。
○このままでいいです。
○きれいな町にしてほしい。
○便利になってほしい。
○バスケットコートがある市。
○選挙ハンパなくうるさい どっかで旗ふってるくらいがいい。
○自然がたくさん スポーツ施設がたくさん。
○過疎化が止まっていて、人口がそこそこ増えているといいと思う。
○もっと活気ある市になっていったらいいのに。
○大都会であってほしい。
○にぎやかになる。
○２代目富士山がほしい 遊ぶ場所がほしい。
○デパートや映画館をもっと作ってほしい。
○USJ 建設、リニアモーターカー開通。
○人が多くきてにぎやかな町になっていてほしい。
○みんなが平和に。
○駅前が発展してほしい。
○自然がたくさんあってほしい。
○今の街並みを保存していてほしい。
○もっと教育をしてほしい。
○遊園地がほしい。
○買い物する所をふやしてほしい。もうすこし都会化してほしい。もっと自然をたいせつにして動物
たちとふれあえるようにしてほしい。
○就職できる場所を増してほしい。
○いい島田市。
○日本で一番発達している都市にしてほしい。
○静岡空港に新幹線の駅をつくってほしい。人がいっぱい住んでいる所になってほしい。
○地球にやさしい島田市。
○外国に島田を知ってほしい。
○もっとお年よりや障がいを持った人にたいして優しくして、平和な感じにしてほしい。
○子供が安心して住らせる市。
○家を 1 軒 1 軒きれいにしてほしい。
○楽しくできる所をもっと作ってほしい。
○もっと公園をつくってほしいです。
○少子高齢であっても高齢者が安心して生きれる場所であってほしい！！
○もっと豪勢にして田舎的なかんじをやめてほしい。
○なにか世界一だと誇れるもの、ことがあってほしい。
○人口を減らさず、ずっと活気のある町にしてほしい。
○争いもなく平和のままであってほしい。
○老人に対して親切な町！
○ディズニーランドを作ってほしい。 3 件
○みんな幸せになってほしい！！ 2 件
○なし 3 件

【女性】
○自然豊かな町になってほしい。
○動物園があればいい。
○ショッピングセンターなどを建設して、明るい街、楽しい街にしてほしい。
○もっと都会っぽく。
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○本通りをにぎやかにしてほしい。
○税金を減らしてほしい。
○自然が豊かであってほしい。
○自然を増やしてほしい。
○道路がガタガタしているから、キレイでガタガタしないようにしてほしい。
○近くにスーパーがあるといい。スピードを守る車たちにしてほしい。
○買い物できるところふやす。
○新しいマンションとか大きい建物とかあまりつくらないでほしいです。
○お茶の盛んな島田市になっていてほしい。
○遊べる場所を増やしてほしい。
○犯罪がない。
○みんなが安全安心に暮らせるようになったらいいと思う。
○車いすで外にいきやすい。
○夜、1 人でも安心して歩けるように、街灯とかをふやしてほしい。
○いじめのない平和な市になってほしい。
○きれい。
○有名。
○お年寄りに優しい環境。
○もっと老人ホームを増やしてほしい。
○都会になってほしい。
○自然を残してほしい。
○小さな子供が増えて明るくなっているといい。
○若い人もお年よりも、いろんな人がいる 自然ゆたかな町。
○年金がしっかり払ってもらえるようにしてほしい。
○老人が住みやすい市。
○食べる場所を増やしてほしい。
○災害が少なくなってほしい。
○年寄りが多すぎるからへらしてほしい。
○買い物をすることができる場所をふやしてほしい。
○とてもあかるい市。
○明るい町。
○109 とかほしい。
○小さい子どもがたくさんいて、のびのびと遊ぶことができ、母親が安心して子育てができるように
してほしい。
○今の島田市より、もっと便利で、誰でも島田に来てくれる場所にしたい。子供がたくさん生まれる
場所にしたい。
○犯罪 0。
○大人も子供もたくさん住んでいるまち。
○ショッピングモールを建てたらいいと思います。
○安全でくらしやすい所。
○私たちが老人になった時暮らしやすいような町。
○いい町にしてほしい。もし、私が島田から出ても、母や父のことを心配にならないような良い町に
してほしい。
○島田市がきれいになっていてほしい。
○活気のある市にしてください。
○年金をたくさんもらえるようにしてください。
○いろんな所へ行きやすくなってほしい。
○もっと、都会っぽくしてほしい。
○犯罪や災害が少なくて住みやすいまち。
○小さい子やお年よりが、住みやすくて安全な町。
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○犯罪をなくしてほしい。
○もっとポイ捨てとかなくしてもっときれいな島田市にしたいです。
○交通綱を便利にしてほしいです。1 時間に 1 本のバスは便利とは言えません。バスの本数を増やし
てほしいです。
○遊園地つくってほしい。デパートを増やしてほしい。
○高齢者が暮らしやすい町 介護施設の充実。
○病院や学校、道路などの公共施設をふやしてほしい！仕事場を増やしてほしい！
○買い物やスポーツなどができるデパートや店など。今の島田はあまり店やデパートなどの若者が集
まるとおもえるような場所があまりないと思うから。
○お店とかを増やしてほしい。
○水族館できてほしい。
○（子供の）遊べる場所を増やしてほしい！！！
○おばあさんになっています。やさしい若者がいたらいいですねぇ。
○景色がきれいなところがあって観光客が多い市にしたい。
○人がたくさんいて、都会っぽくなってほしい。
○お店を増やしてほしい。
○もっとデパートなどを増やしてほしい。子どもと遊べる場所がほしい。
○誰もが住みやすく、安心して暮らせて、便利になっていてほしい。
○すみやすいように。
○都会みたいに買いものとかが便利でたくさん人がいてほしい。
○道路とか街なかをきれいにしてほしい。
○お年よりにも、もちろん、誰にでもやさしく住みやすい島田市へ。
○買物を便利に。
○自然がたくさんあってほしいことと、協力できる市であってほしい。
○このまま自然豊かな島田であってほしい。もう少し大きな店を作ってほしい。
○もっと街をつくってほしい。
○子どもが、もっと遊べる施設をつくってほしい。
○もっと新しく！
○公園と高校がほしい。
○おおるりではなく、音楽ができるところを建ててほしいです。
○もうちょっと、すてきな町にしてほしい。
○自然ゆたかな世界。市の名前ださい。
○市民の声をしっかりときき、1 人 1 人が安心して暮らせる町。
○犯罪のない明るい島田市になってほしいと思う。
○人がたくさんくるよう、ショッピングモールをつくってほしい。
○すみやすい町。
○自然がたくさんあるなどの田舎っぽいところを残しつつも、デパートとかショッピングセンター、
遊び場所があるところ。
○毎日笑顔がたえない町になっていてほしい。
○とにかく自然を増やして、子どもが外でもいっぱいあそべるようにしたらいいと思う。
○もう少しバリアフリーを整えてほしい！
○お店を増やしてほしい。
○もっと緑を増やすべきだと思う。都市化や開発にこだわらず、良い環境で子供が育てるようにして
ほしい。
○今のように、またはそれ以上に自然豊かなステキなところに、なっていてほしいと思います。
○みんなが幸せに暮せる島田市になってほしいです。
○自然を守っていただきたい。でも田舎すぎて悲しいから、でかける場所がほしい。
○もっとオシャレな町にしてほしいです。老人ホームが多すぎると思います。薬局も多すぎると思い
ます。何か建物が建ったと聞いたら、
「老人ホーム」か「薬局」です。もういりません。もっと新し
いものを増やしてください。カフェとかファミレスが市外に行かなくても行ければいいと思ってい
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ます。
○きれいな所になってほしい。
○誰もが安心できて暮らせる市。
○みんなが安心してくらせる島田市。
○自然がたくさんあって環境に良い都市であってほしい。
○そのころ私はおばあちゃんなので、お年寄りにやさしい島田市になっていてほしいです。
○もっと良い場所になってほしい。
○自然が豊かで、木や花などの植物がもっとたくさんあるようになってほしい。
○なし 6 件

【性別不明】
○もっとスポーツをとりあげてほしい。
○大井川をもっときれいにしてほしい。
○みんなが楽しめる施設があって、みんなが笑っている。
○都市化がすすんでほしい。
○60 才になっちゃうから、病気にかかった時に近くに病院があると便利。
（
（私達お年寄りに、親せつ
にしてほしい））
。

▼六合地区
【男性】
○遊ぶ所が増えていてほしい。
○遊ぶところが増えてほしい。
○今よりも交通の便やお年よりにやさしい街にしてほしい。2060 年というよりも、いますぐがのぞま
しい。
○川で遊べる所が少ないから 川にゴミを捨てるのをなしにしてほしい。
○大きなデパートがほしい。
○道をきれいにしたり、明るくしてほしい。
○駅を大きくしてほしい。
○度胸橋を作ってほしい。
○交通事故をなくしてください。
○町がきれいで自然が多い町でも田舎ではない。
○楽しかったらいいのに。
○楽しいところにしてほしい。
○積極的に木を植えるべき。
○お店をいっぱいひらいてほしい。
○春、夏、秋、冬、季節ごとに楽しめる植物をもっと植えてほしい。春…さくら 秋…もみじなど。
○人口が増えてにぎやかになっていてほしい。
○交通の便が良くなってほしい。
○美しく住みやすい町になっていてほしい。
○やはり正直しては遊ぶためや交流のための施設が少ないように思います。なのでそのような場所を
増やしてみたら良いと思う。
○安心して暮らせる町であってほしい。
○交通の便をよくしてほしい。
○自然がふえていてほしい。
○今よりも温暖化がすすまないでほしいです。
○みんなが楽しめるところをたくさんつくってほしい。
○島田ひますぎるので あそび場をつくってほしい。
○工場をあまりつくらないでほしい（ガスなどがでるため）
。
○公園をいっぱいつくってほしい！
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○大きな高層ビルをたくさん建てて、もっと都市化してほしい。
○道路がきれいになって、くらいみちがないようにしてほしい。
○自然が多い町になっていてほしい。
○自然がそのままできれいな町でいてほしい。
○ない。
○みんなが笑顔でしてほしい。
○子供の成長が大切だから、スポーツ環境だったり学校を増やす。
○すべてのバスのそばなどに free wifi を設置してほしい。なぜかというと、バスのそばに free wifi
があることでバスを使う人が使いやすくなると思うからです。あと 2060 年になると多くの方がス
マートフォンを持つようになると思いますので、バスのまっている間、バスのそばにある free wifi
を使ってまっている間やったり、島田市のホームページを QR コード化したものをバスのそばに設
置したほうがいいのでは。
○少子高齢化の対策が万全であってほしい。
○島田市全員が幸せにしてほしい。
○広い公園があればいい ハチや毛虫など害のある虫がいないようにしてほしい。
○だれでも安心してたのしく住める町にしてほしい。
○犯罪がなくなっていてほしい。
○緑がある美しいまち。
○すごしやすい環境にしてほしい。
○もっと便利な町にしてほしい。
○デパートなどショッピングのできる、場所をふやしてほしい。
○アニメの店がほしい。
○都会っぽく。
○犯罪が無くなってほしい。
○アニメの店を作ってほしい。
○世界の中心になっていてほしい。
○犯罪が 0 になる。
○とぶ車がほしい。
○お店がたくさんになっていてほしい。
○ぜんぶがいい設備になってほしい。
○ドラエモンの未来の世界！
○静岡県内で 1 番の物、建物などがあるようになっていてほしい。
○もっと遊ぶ場を増やして下さい。

【女性】
○自分たちは 60 歳だから、買い物をしやすくなっていてほしい。
○今のままの島田でいい。
○商業、自然等が維持（できれば発展）していたらいいのに。
○老人にやさしい、買い物がしやすい。
○年金を増やしてほしい。
○私は公共の場をもっと増やしてほしいです。（例：市民会館の再建とか）
。
○年金をたくさん出してほしい。
○いろんな高校を増やしてほしい。
○お年寄りに優しい町作りをしてほしい。
○都会にしてほしい（市街地）
。
○全部森にしましょう！！
○ヘルパーの人がたくさんいてほしい。
○自然に害のなくて、災害などもなくなってほしい。
○超都会。
○大学・専門学校をふやしてほしい。
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○これからもずっと優しい人がたくさんいる 島田市であってほしい。
○雨の日歩いているときに車に水をかけられないといいな。
○たくさんの人が訪れて、にぎやかな島田市になっていてほしい。
○どこに住んでも近くに店があるようにしてほしい。
○買い物できる店を増やしてほしい。
○少子高齢化社会になっていても、みんなでお年寄りを助けあおうという気持ちをもって、まちづく
りをしてほしいと思います。そうしたらきっとすてきでみんなが住みたすいまちになると思います。
○町を楽しくする。町を楽しくすれば、みんな島田市に来たいと思うから。
○活性化しながらも、山空川などの自然はのこしてほしい。
○子供もお年寄りも、住みやすく、設備の充実した市にしてほしい。
○明るく楽しく、お年寄りから子供までがくらせる所 もっと楽しめる場所を作って！！
○自然豊かな町。
○良いことは保ったままで、今まで失われてきたもの、少なくなってきたもの（島田市の自慢例）お
茶の栽培）を発展させた、年齢関係なく住みやすいところになってほしい。
○お年よりや子供などのいろいろな人々に差別のない町であってほしい。
○日本中や外国から多くの人が訪れる 観光名所になっていてほしい。
○自然豊かな町なみであってほしい。・今のままであってほしい。
○友達と遊べて買い物ができるところをつくってほしい。
○平和に暮らせればいい。
○田んぼや、畑や、山などの自然がなくならないでいてほしい。
○大きいショッピングモールがほしい！！
○もっと都会のようにしてほしい。
○自然を守り続けてほしい。
○祭りをもっと開催して、盛んにしてほしい。
○お年寄りにやさしく、にぎやかで安全にしてほしい。
○住みやすい場所。
○おとしよりと子供が仲良くなる。
○新しいテーマパークを作ってもらいたい。あと。中年（50 代～60 代）でも、楽しめるところがあっ
てほしい。
○年をとって、定年をむかえる時期だから、老人でも働ける場所。
○平和で住みやすい。
○平和。
○もっと都会にしてほしい。
○とってもきれいな景色をつくってほしい。
○安全にくらせる場所。
○犯罪などがなくなってほしい。

【性別不明】
○機械がすべてにならないようにしてほしい。

▼初倉地区
【男性】
○今よりお金のある町。
○本屋がほしい。
○バスケのストリートが出来る。
○もっと発展してほしい。
○ゴミすてやポイすてをなくす。
○いつまでも自然が豊かであってほしい。
○老人にやさしく。
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○自然ゆたかで、交通機関、ショッピングセンターがたくさんある町。
○自然豊かで犯罪のない町。
○人がたくさんいる所にしてほしい。
○バスがいっぱい通ってほしい。
○僕は、初倉、島田が好きです。なぜかというと、自然が豊かで、住みやすいところです。それを維
持するためには、今の初倉（島田）で 2060 年を迎えることだと思います。そのためには、都市化で
新しい道を作るために、川、湿地、田、森などの生き物たちの住み家をなくしてしまうことは、で
きる限りやめてほしいです。自分の家の近くの沼地も、道路整備でなくなりました。できる範囲で
いいので、自然を守ってほしいです。
○住みやすく移動しやすく自然でいっぱいの都会っぽくないようにしてほしい。
○近代化。
○楽しく、くらせるようにしてほしい。
○絶対にこわれない家をたててほしい！
○都会になってほしい。
○自然を大切にと言っておりますが、池の工事をして、水ぬきして、魚を殺して作業することがある
からもうすこし考えてほしい。新しい方法を考えてほしい。
○みんな笑顔で暮らせるようになっていてほしい。
○未来になると木造から新しいものに変わるかもしれない。しかし、蓬莱橋だけは、ギネスにものっ
ているので、木造以外のものはやめてほしい。
○年金がしっかりとするように。
○みんな笑っていて、とてもにぎやかで毎日がたのしくすごせる所。
○お店が多く外国人たくさんきて楽しい島田市にしてほしい。
○外国人などの多くの人が島田市に来てほしい。（学校）スポーツか遊び場をふやしてほしい いろ
んな人種の来る学校をつくってほしい。
○自然をたくさんのこしてほしい。
○地域で協力できるようになっていてほしい。
○とても住みやすい犯罪ができるだけ少ない街。
○静岡空港もあるため、東名付近の、場所を、もうすこしだけ、都会になってほしい。災害に強い街
づくり。
○自然をもう少しふやしてほしい。
○差別のない、島田市。
○ガラスばりの図書館を作ってほしい。
○昔からの伝統をしっかり残しながらいろいろ新しいことを取り入れていってほしい。
○今のように田畑、川、林、山が豊かで守られ美しい町であることがいいです。
○今よりも島田市が活気づくように、市の行事を少しでも増やしてほしい。
○山や川などの自然を守れるようにしてほしい。
○なし 2 件

【女性】
○高齢者、小さい子のすみやすい所にしてほしい。店を増してほしい。
○きれいな市をたもちたい。
○環境をよくしてほしい。
○子供がたくさんいてにぎやか。小さな、スーパーがたくさんある。お年寄りに優しい。
○もっと楽に買い物出来るようにしてほしい。
○子供がふえてほしい。
○いまと変わらなくていいと思う 本屋がほしい。
○スーパーやデパートがある。
○人がたくさんいる町。
○小さな子から老人までが集まれる公園がほしい。例、小さい子⇒公園 小学～高校生⇒スポーツが
できたりするところ。
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○都会になってほしい。
○島田市がなくならないようにしてほしい。
○きれいですみやすい島田市。
○今、現在少子高齢化が進んでいるので、2060 年は、私たちがおばあちゃんになっていると思うので、
2060 年には、子供がたくさんいて島田市が子供であふれていて、明るく楽しくなっていてほしいで
す。
○年金！
○お年よりも住みやすく、環境が良い所。
○バスをもう少し増やして欲しい。
○お年よりにやさしい環境になっていてほしい。
○自然ゆたかに 川をキレイに 交通の便をよく 年齢関係なく 住みやすい市に 治安良く 買
い物をもっとたのしめるよう。
○老人ホームなど、お年寄りが豊かに生活できる場所を作ってほしい。
○本屋を増やして下さい。
○もっとゴミを減らしてほしいです。
○大きな病院があってほしい。
○交通をもっと便利になったらいい。
○今と変わらない。
○空港がもっと、便利になってほしい。
（色々なお店を入れたりとか） あと、買いものする大きなと
ころを作ってほしい。
○少子高齡化などが進んで若い人たちがいなくならないように、お店や、デパートなどを建ててもっ
と便利でにぎやかな島田市にしていってほしいです。
○もっと遊ぶ所やみんなとふれあう所、ビビやアピタ、静岡みたいな大型店が欲しい。
○川をきれいにしたり自然の中で自由に遊べるようになってほしい。

▼大津地区
【男性】
○買い物しやすくしてほしい。
○子供が遊べるローズアリーナのような施設が多くほしい。
○放課後の部活を長くしてほしい。
○法に裁かれる人々がいない明るい未来を作ってほしい。
○設備が充実していてほしい。
○川をきれいにしてほしい。
○遊べる所を増やしてほしい。
○スポーツや、遊びでお年よりと、若い人、日本人と外国人が笑ってすごせる様な場所があったらい
いと思う。ローズアリーナをもっときれいにしてほしい。
○自然を大切にしてほしい。
○医療従事者の育成。
○特に無し。私は今の島田でも充分良いと思います。
○交通の便をよくしてほしい。
○今のままで充分楽しいし、幸せだからこのままを続けていってほしい。
○中学校・小学校を減らさないでほしい、大津谷川に余計な手を加えないでほしい。
○今のままでいてほしい。

【女性】
○きれいな環境。
○外国人が多い市にしてほしい。
○有名になるような施設がほしい。
○自然を守っていてほしい。
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○もっと飲食店や、コンビニを増やしてほしい。◎公園などの遊び場を作ってほしい。◎道路を便利
にしてほしい◎仕事場（工場）を増やしてほしい。◎買い物が大変。←遠い 大草に 1 つぐらいコ
ンビニを作ってほしい。◎災害から守ってほしい。◎こうゆうのを回覧板などで大人の人達にも出
してほしい。
○きれいな市にしてほしい。
○公共の場（公園など）がもっとほしい。
○ばらの丘の坂にジェットコースターをつけてのぼりもくだりも楽にできるようにしてほしいで
す！
○地域みんな仲の良い人たちにするためあそぶ場所を増やしてあげてほしい。
○道路を広くしてほしい。
○明るくなってほしい。
○もっともっと人が活発に、自然も全てのものがいいものであふれていてほしい。
○田舎っぽい市にしてほしい。
○映画館を市内に作ってほしい。
○あそぶ所をふやす。
○商店街（駅前）がさみしい。
○自然できれいな町。
○なし 2 件
【性別不明】
○道路がゴツゴツではなく、平らになってほしい。

▼大長地区
【男性】
○自然を残している。
○大長地区をもっと発展させてほしい。
○自然を残し、川に生き物（魚、エビ）がいたらいい。
○東京などの大都市のように世界中多くの人がくる発展したところにしてほしい。
○映画館がほしい。
○年金が充実してればいいかな。
○AM ラジオの中継局をつくってほしい。
（AM ラジオのノイズが多い）
。
○バリアフリー施設がたくさんあってほしい。
○ショッピングモールをつくってほしい。（えいがなど）
。
○バリアフリーの充実。
○映画館を作ってほしい。

【女性】
○住み心地のいい町。
○地震のときに食料がすぐ送られてくるようにしてほしい。
○大型のショッピングセンターがほしい。
○福祉施設をたくさん建ててほしい。
○買い物をしやすくして下さい。
○自然を残すのはいいけど、自然と都会のような町並みを作ってほしい。
○もっと都市化が進んでいるといいなあ。
○今のままかわらない自然が残りつづけている町。

▼伊久身地区
【男性】
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○さかんな町。
○自然を守ってほしい。
【女性】
○自然をそのままにしてほしい。
○家の近くに、買い物ができる場所をつくってほしい。
○どの世代の人も住みやすい場所。おとしよりが便利になるようにすること。

▼金谷地区
【男性】
○大きなデパートがたくさんできていてほしい。
○茶祭りや、いい所はそのままにしておいてほしい。
○大きいビルができて有名になってテレビで映るような町になってほしい。
○自然豊かで、たくさんの人がすむようになってほしい。
○きれいになってほしい。
○信号を LED にしてほしい。
○誰もが、不自由なる調和のとれた市。
○川がきれいで清潔な所、川のゴミ拾いのボランティア活動をつくる。
○全ての施設に何かのスポーツができる場をつくってほしい。
○南海トラフ地震がもし起きたら土砂くずれが起きてしまうから土砂くずれしないような物をつく
って欲しい。
○都市化しているといい。
○広い遊園地があるといい。
○高齢化社会にならないでほしい。
○施設・設備が充実した市。
○誰もが、暮らしやすいと思うまち。
○誰もが自然や他の人に対し、ボランティアの気持ちを持てる市。
○運動できる場を増やしてほしい。
○いまのままがいい。
○事故や犯罪のない安全な町。
○色々な人が集まれるような楽しい街になってほしい。
○もっと観光客が増えてにぎやかになっていてほしい。
○スポーツのできる場所がたくさんある。
○多くの子供達や、お年よりが、楽しく、明るく笑顔でいられる。町になってもらいたい。
○茶畑を残してほしい。
○自然豊かな場所。
○アピタやセノバみたいな大きい施設があってほしい。動物のいる公園をつくってほしい。
○自然が残っていてほしい。
○自然豊かな場所。
○もっとコンビニを増やしてほしい。
○山からの交通綱がよくなっていたらいいのに。
○ふるさと納税がなければやってほしい。自然を守ってほしい。借金をなくしてほしい。年金を増や
してほしい。大型のスーパーがほしい。
○このままでいいので変わらず島田市があってほしい。
○自然はそのままで、今よりもよくなっていてほしい。
○ない 3 件
【女性】
○国民の負担をなくすために税金を少なくすればいいのに。
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○今ある自然を残しておいてほしい。
○公園がいっぱいになってほしい。
○路上のごみがもう少しすくないといい。
○ららぽーととかイオンみたいなのがほしい～！！
○ショッピングセンターなどの大型施設が欲しい。
○大きなデパートができたりゲームセンターができたりと、遊べる場所がほしいです。
○お年寄りや障害のある人にやさしい市になってほしい。
○公園にバスケットゴールをおいてほしい。
○とにかく島田市みんなが幸せに暮らせるようにしてほしい。
○環境よく住みやすい家を建ててほしい。自然もいろいろつくってほしい。
○買い物ができるところをもっとふやしてほしい。自然がきれいだったらいい。
○駅を近くにおいてほしい。
○バイクの音がうるさいからバイクだけの道路をつくってほしい。たばこのゴミをなくしてほしい。
○誰にでも平等でくらしやすい島田市にしてほしい。
○島田がもっと注目されて たくさんの人が来てほしい。
○緑がきれいなところ。
○遊べるとこ増やしてほしい。
○大きなショッピングモールができたらうれしいです。
○富士山がもっとキレイにみえるような町にしてほしい。
○もっと施設が充実した市になっていてほしい。
○もっと都会になってほしい。
○遊びの場が増えていてほしい。
【性別不明】
○快適に毎日ハッピーに暮らせるようになってほしい。

▼五和地区
【男性】
○すみやすい町。
○島田市とかは少子化なので人口を増してほしい。
○人口が増える。
○ショッピングセンターがほしい。
○デパートを作ってほしい。
○公共の場が少しでも増えるといい。
○もっと交通の便を良くしてほしい。
○オリンピックがおこなわれてほしい。
○バスケのコートをたくさん作ってほしい。あとショッピングモール。
○きれいになってほしい。
○もっと活気ある市にしてほしい。
○遊ぶ場所をもっとつくってほしい。
○都会になってほしい。
○何も問題がない市。
○楽しめる場所。きれいな川が流れる町。
○住みやすい町にしてほしい。

【女性】
○島田市の交通が便利になってほしいと思います。
○買い物を便利にできるようにしてほしい。
○今ある田畑、自然をそのまま残してほしい。
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○にぎやかになっていてほしい。
○大きい店が近くにほしい。
○島田市はいい所がいっぱいあるので、もっとアピールしたらいいと思う。
○遊園地をつくってほしい！！ディズニーやユニバのような…。
○デパートや映画館をつくってほしい。
○事故などを少なくしてほしい。
○ショッピングモールを近くにつくってほしい。
○お年寄りの往みやすい町にしてほしい。
○いい町であってほしい。
○自然、笑顔にあふれている。
○ごみをへらす。
○観光の人達が多くくるような風になっていたらいい。
○デパートみたいな色々な買い物をできる場所と映画を見られる場所を作ってほしいです。
○店を増やしてほしい。
○子供からお年寄りまで、たくさんの人に住んでいてほしい。
【性別不明】
○ショッピングセンター等の大型の施設があってほしい。
○ごみをへらす！
○もっと買い物をしやすくしてほしい。

▼川根地区
【男性】
○安全な場所になっている。
○ゴミがない。
○川や池をきれいにしてほしい。
○有名な場所になってほしい。
○少子高齢化が進んでいるので老人養護施設を増やしたほうがいい。
○観光客が島田に集まるくらいの市になってほしい。
○設備がもっと充実していればいい。
○全国の人たちから、うらやまれる、住みやすい町になってほしい。
○お茶が残っているといい。
○道におちているゴミが、1 つもない街にしてほしい。
○ない 2 件
【女性】
○子どもたちがもっと増えればいいなと思います。
○自然、環境に良い街。
○何もかも便利にしてほしい。
（例：道路、ショッピングモール・高齢者のこと）
。
○自分達の町がいまより活気的になってほしいし、施設もたくさん作ってほしい。
○子どもから 5 年よりまでみんなが笑顔でいられるまちになったらいい。
○都会になっていてほしい。
▼地区不明
【男性】
○もっと病院の設備が充実してたくさんの人を守ってほしい。
○みんな笑顔でいてほしい。
○明るく楽しい町になっていてほしい。
○都市化が進んでほしい。
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○クロスカントリーコースがあったらいいと思った。
○島田市民病院だけでなく川根の方にも病院がほしいと思う。
○山の木が針葉樹林ばかりではなく、広い広葉樹林帯になってほしい。
【女性】
○犯罪をなくして、学校の整備をよくする。
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高校生世代調査結果
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あなたのことについておたずねします。

問１．あなたの性別をお答えください。
（○印１つ）

「１．男性」が 44.9%、
「２．女性」が 55.1%となっています

無回答
0.0%

１．男性
44.9%

２．女性
55.1%

回答者数=127
回答者数=127

問２．あなたのお住まいの地区はどこですか。（○印１つ）

「１．旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
」が 32.3%で最も多く、
次いで「７．金谷地区」が 18.9%、
「２．六合地区」が 14.2%、
「３．初倉地区」が 11.8%、
「４．大津地区」が 6.3%となっています。

0%

10%

20%

１．旧島田市内(
１．旧島田市内(第一中学校区、
大津地区を除く第ニ中学校区）
14.2

３．初倉地区

11.8

４．大津地区

6.3

５．大長地区

2.4
0.8

７．金谷地区
８．五和地区

18.9
3.9

９．川根地区
無回答

回答者数=127
回答者数=127
40%
32.3

２．六合地区

６．伊久身地区

30%

6.3
3.1
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問３．あなたの通っているところはどこですか。
（○印１つ）

「６．市外の公立高校」が 38.6%で最も多く、次いで「７．市外の私立高校」が 21.3%、
「１．島田高校」が 14.2%、
「２．島田商業高校」が 11.8%、
「３．島田工業高校」が 4.7%
となっています。
回答者数=127
回答者数=127
0%

10%

20%

１．島田高校

30%

40%

14.2
11.8

２．島田商業高校
３．島田工業高校

4.7

４．金谷高校

3.1

５．島田樟誠高校

3.1
38.6

６．市外の公立高校
21.3

７．市外の私立高校
８．高等専門学校

0.8

９．各種専修学校

0.8

10．就業（正社員）している
10．就業（正社員）している

0.0
0.8

11．おもにアルバイトをしている
11．おもにアルバイトをしている
12．進学準備中
12．進学準備中

0.0
0.8

13．特別なにもしていない
13．特別なにもしていない
無回答

50%

0.0

問４．あなたは、今住んでいる場所に、いつ頃から住んでいますか。
（○印１つ）

「４．自分が、小学生になる前から」及び「６．自分の父母の代の前から」がそれぞれ 33.9%
で最も多く、次いで「５．自分の父母の代から」が 17.3%、
「３．自分が、小学生のときか
ら」が 11.0%、「２．自分が、中学生のときから」が 2.4%となっています。
回答者数=127
回答者数=127
0%

10%

１．自分が、1
１．自分が、1５歳以降になってから

20%

40%

1.6

２．自分が、中学生のときから

2.4

３．自分が、小学生のときから

11.0

４．自分が、小学生になる前から

33.9

５．自分の父母の代から

17.3

６．自分の父母の代の前から
無回答

30%

33.9
0.0
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問５ あなたが、放課後や休日に、島田市内でしていることは何ですか。
（○印いくつでも）

「10．テレビを見たり音楽を聴く」が 65.4%で最も多く、次いで「１．家で勉強している」
が 58.3%、
「11．友だちと会う（遊ぶ）」が 52.0%、「12．電話やメールをする」が 48.8%、
「８．買い物や飲食」及び「13．インターネットをする」が 48.0%となっています。

回答者数=127
回答者数=127
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１．家で勉強している

58.3

２．塾や習い事に行く

13.4

３．部活動

35.4

４．スポーツをする

8.7

５．映画・演劇・コンサートの鑑賞
６．清掃やリサイクル等のボランティア活動

7.9
0.0

７．地域の祭・行事への参加

8.7

８．買い物や飲食

48.0

９．家族と一緒に出かける

39.4

10．テレビを見たり音楽を聴く
10．テレビを見たり音楽を聴く

65.4

11．友だちと会う（遊ぶ）
11．友だちと会う（遊ぶ）

52.0

12．電話やメールをする
12．電話やメールをする

48.8

13．インターネットをする
13．インターネットをする

48.0

14．家事の手伝い・家族の世話
14．家事の手伝い・家族の世話

16.5

15．仕事の手伝い
15．仕事の手伝い

3.1

16．その他
16．その他
無回答

70%

6.3
0.0

129

問６ あなたが、「もっとできるとよい」と思うことは何ですか。
（○印いくつでも）

「１．家で勉強をする」が 45.7%で最も多く、次いで「５．映画・演劇・コンサートの鑑
賞」が 28.3%、
「４．スポーツをする」が 22.0%、「８．買い物や飲食」及び「14．家事の
手伝い・家族の世話」が 21.3%、となっています。
回答者数=127
回答者数=127
0%

10%

20%

30%

１．家で勉強をする
２．塾や習い事に行く

1.6
8.7

４．スポーツをする

22.0

５．映画・演劇・コンサートの鑑賞

28.3

６．清掃やリサイクル等のボランティア活動

11.8

７．地域の祭・行事への参加

18.1

８．買い物や飲食

21.3

９．家族と一緒に出かける

18.1

10．テレビを見たり音楽を聴く
10．テレビを見たり音楽を聴く

7.9

11．友だちと会う（遊ぶ）
11．友だちと会う（遊ぶ）

20.5

12．電話やメールをする
12．電話やメールをする

4.7
2.4

14．家事の手伝い・家族の世話
14．家事の手伝い・家族の世話
15．仕事の手伝い
15．仕事の手伝い
16．その他
16．その他
無回答

50%
45.7

３．部活動

13．インターネットをする
13．インターネットをする

40%

21.3
2.4
3.9
2.4
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島田市についておたずねします。

問７．あなたは、島田市が好きですか。
（○印１つ）

「２．まあまあ好き」が 55.9%で最も多く、次いで「１．とても好き」が 22.8%、
「３．ど
ちらともいえない」が 15.0%、
「４．あまり好きでない」が 5.5%、
「５．きらい」が 0.8%と
なっています。
回答者数=127
回答者数=127
0%

10%

20%

１．とても好き

30%

40%

50%

22.8

２．まあまあ好き

55.9

３．どちらともいえない

15.0

４．あまり好きでない
５．きらい
無回答

60%

5.5
0.8
0.0

問８．あなたは、将来も島田市に住みたいと思いますか。（○印１つ）

「３．住むところに、こだわりはない」が 38.6%で最も多く、次いで「２．どちらかとい
えば住みたい」が 25.2%、「１．住みたい」が 17.3%、「４．どちらかといえば住みたくな
い」が 10.2%、「５．住みたくない」が 8.7%となっています。

0%

10%

20%

１．住みたい

40%

17.3

２．どちらかといえば住みたい

25.2

３．住むところに、こだわりはない

38.6

４．どちらかといえば住みたくない

10.2

５．住みたくない
無回答

30%

8.7
0.0
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回答者数=127
回答者数=127
50%

※問８で「１」または「２」に○をつけた人は、問８－１にお答えください。
問８－１．※問８で「１」または「２」に○をつけた人だけにうかがいます。住みたい理由
は何ですか。（あてはまるものすべてに○）（記入したら、問９へ進んでください。
）

「１．生まれ育ったところだから」が 77.8%で最も多く、次いで「２．家族や友達がいる
から」が 72.2%、「３．自然環境が豊かで、まちがきれいだから」が 38.9%、「12．犯罪が
少ないから」が 16.7%、
「５．道路や交通の便がいいから」及び「６．働く場所があるか
ら」、「９．スポーツや遊びの場があるから」がそれぞれ 9.3%となっています。
回答者数=54
回答者数=54
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
77.8

１．生まれ育ったところだから
72.2

２．家族や友達がいるから
38.9

３．自然環境が豊かで、まちがきれいだから
7.4

４．買物が便利だから
５．道路や交通の便がいいから

9.3

６．働く場所があるから

9.3

７．大きな病院が近く、行くのに便利だから

1.9
3.7

８．お年寄りや障がいのある人にやさしいから

9.3

９．スポーツや遊びの場があるから
10．文化活動の場所があるから
10．文化活動の場所があるから

0.0
7.4

11．災害に対して安心だから
11．災害に対して安心だから

16.7

12．犯罪が少ないから
12．犯罪が少ないから
7.4

13．その他
13．その他
無回答

0.0
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90%

※問８で「４」または「５」に○をつけた人は、次の問８－２にお答えください。
問８－２．※問８で「４」または「５」に○をつけた人だけにうかがいます。住みたくない
理由は何ですか。（○印２つまで）（記入したら、問９へ進んでください。）

「４．働く場所が少ないから」が 34.2%で最も多く、次いで「12．大学や専門学校等がな
いから」が 23.3%、
「３．道路や交通の便が悪いから」及び「７．スポーツや遊びの場が足
りていないから」が 20.5%、「２．買物が不便だから」が 19.2%となっています。

0%

10%

１．自然が少なくなったり、
まちが汚くなったりしてきているから

20%

30%

5.5

２．買物が不便だから

19.2

３．道路や交通の便が悪いから

20.5

４．働く場所が少ないから

34.2

５．大きな病院が遠く、行くのに不便だから
６．お年寄りや障がいのある人にやさしくないから

2.7
1.4

７．スポーツや遊びの場が足りていないから

20.5

８．文化活動の場所が足りていないから

5.5

９．災害が心配だから

5.5

10．犯罪が心配だから
10．犯罪が心配だから

回答者数=73
回答者数=73
40%

0.0

11．都会で暮らしたいから
11．都会で暮らしたいから

11.0

12．大学や専門学校等がないから
12．大学や専門学校等がないから

23.3

13．その他
13．その他

11.0

無回答

12.3

問９．あなたが、島田市で「自慢したい・次世代に伝えたい」と思うものは何ですか。場所、
施設、イベント、産業、食べ物、人物、物語や方言など、何でも自由にあげてくださ
い。特別なければ、なしと書いてください。

※自由意見は、139 ページ以降を参照。
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問 10．将来に向けて、島田市にどのようなことを望みますか。（○印２つまで）

「16．スポーツや遊びの場を増やしてほしい」が 33.9%で最も多く、次いで「20．買物を
しやすくしてほしい」が 21.3%、
「15．学校の施設・設備を充実してほしい」が 16.5%、
「４．
バスを利用しやすくしてほしい」が 15.7%、
「５．自然を守ってほしい」及び「10．災害か
ら守ってほしい」が 15.0%となっています。

回答者数=127
回答者数=127
0%

10%

20%

１．駅や街なかをきれいにしてほしい
２．住宅地をつくってほしい

0.8
8.7

４．バスを利用しやすくしてほしい

15.7

５．自然を守ってほしい

15.0

６．川の水をきれいにしてほしい

3.9

７．きれいな景色をつくってほしい

8.7

８．ごみのポイ捨てをなくしてほしい

7.1
0.8

10．災害から守ってほしい
10．災害から守ってほしい

15.0

11．事故や犯罪がないようにしてほしい
11．事故や犯罪がないようにしてほしい

9.4

12．病院を増やしてほしい
12．病院を増やしてほしい

3.1

13．子どもがたくさん生まれるようにしてほしい
13．子どもがたくさん生まれるようにしてほしい

8.7

14．お年寄りや障がいのある人にやさしくしてほしい
14．お年寄りや障がいのある人にやさしくしてほしい

11.0

15．学校の施設・設備を充実してほしい
15．学校の施設・設備を充実してほしい

16.5

16．スポーツや遊びの場を増やしてほしい
16．スポーツや遊びの場を増やしてほしい

33.9

17．文化活動の場を充実してほしい
17．文化活動の場を充実してほしい
18．外国の人とふれあう場を増やしてほしい
18．外国の人とふれあう場を増やしてほしい

3.1
2.4

19．農業をさかんにしてほしい
19．農業をさかんにしてほしい

3.9

20．買物をしやすくしてほしい
20．買物をしやすくしてほしい
21．工場をつくってほしい
21．工場をつくってほしい

21.3
2.4

22．人がたくさん来るようにしてほしい
22．人がたくさん来るようにしてほしい

4.7

23．仕事場を増やしてほしい
23．仕事場を増やしてほしい

13.4

24．差別のないまちにしてほしい
24．差別のないまちにしてほしい

6.3

25．みんなで協力してまちづくりをしてほしい
25．みんなで協力してまちづくりをしてほしい

4.7

26．その他
26．その他
無回答

40%

11.8

３．道路を便利にしてほしい

９．公園をつくってほしい

30%

5.5
0.8
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未来についておたずねします。
問 11．想像でかまいません。結婚に関して、将来どれにあてはまりますか。
（○印１つ）

「１．いずれ結婚するつもり（結婚している）」が 66.1%で最も多く、次いで「３．わから
ない」が 29.1%、
「２．結婚するつもりはない」が 4.7%となっています。
無回答
0.0%

３．わからない
29.1%

２．結婚するつもりはない
4.7%

１．いずれ結婚するつもり
（結婚している）
66.1%
回答者数=127
回答者数=127

問 12．将来、何人の子どもを持つイメージですか。（○印１つ）

「２．２人」が 61.4%で最も多く、次いで「３．３人」が 18.9%、「１．1 人」が 10.2%、
「６．いらない」が 7.9%、「５．５人以上」が 0.8%となっています。

0%

10%

１．1
１．1人

20%

30%

18.9
0.0
0.8

６．いらない
無回答

60%

回答者数=127
回答者数=127
70%

61.4

３．３人

５．５人以上

50%

10.2

２．２人

４．４人

40%

7.9
0.8
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問 13．あなたが、１８歳になったら、どんな進路をとりますか。
（○印１つ）

「２．進学する」が 70.1%で最も多く、次いで「１．仕事をする」が 22.8%、
「３．その他」
が 3.9%、
「４．特に何かしたいと思わない」が 0.8%となっています。
回答者数=127
回答者数=127
0%

10%

１．仕事をする

20%

30%

40%

50%

60%

70.1

３．その他

無回答

80%

22.8

２．進学する

４．特に何かしたいと思わない

70%

3.9
0.8
2.4

※問 13 で「１．仕事をする」に○をつけた人にうかがいます。
「２．会社等へ就職する」が 86.2%で最も多く、
「１．家業を継ぐ」及び「３．新しく自分
で仕事を始める」が 0.0%となっています。

１．家業を継ぐ
0.0%

３．新しく自分で仕事を始
める
0.0%

無回答
13.8%

２．会社等へ就職する
86.2%
回答者数=29
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※問 13 で「１」または「２」に○をつけた人は、次の問 13－１にお答えください。
問 13－１．※問 13 で「１」または「２」に○をつけた人だけにうかがいます。仕事に就い
たり、進学する場合、どの場所を希望しますか。
（あてはまるものすべてに○）
（記入
したら、問 14 へ進んでください。）

「６．場所はどこでもよい。こだわらない」が 31.4%で最も多く、次いで「３．静岡県内
であれば、市町にはこだわらない」が 22.9%、
「５．静岡県以外（東京都を除く）」が 15.3%、
「２．静岡県内の島田市以外の市町」が 11.0%、
「１．島田市内」及び「４．東京都」が 9.3%
となっています。

0%

10%

１．島田市内

20%

9.3

２．静岡県内の島田市以外の市町

11.0

３．静岡県内であれば、市町にはこだわらない

22.9

４．東京都

9.3

５．静岡県以外（東京都を除く）

15.3

６．場所はどこでもよい。こだわらない
無回答

回答者数=118
回答者数=118
40%

30%

31.4
0.8

問 14 最後に、２０６０年までに島田市が「こうなっていてほしい」、
「こうしてほしい」
、
「こうしたらいいのに」ということがありましたら、１つだけ記入してください。

※自由意見は、139 ページ以降を参照。
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138

自由記入設問 記述（全文）
問９

あなたが、島田市で「自慢したい・次世代に伝えたい」と思うものは何ですか。場所、施
設、イベント、産業、食べ物、人物、物語や方言など、何でも自由にあげてください。

▼旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
【男性】
○本通の夏祭りの三日間午前・午後開催を変えてはいけない。
○島田市陸上競技場やリバティなどの陸上競技施設。
○自分の島田宿 T シャツ。
○ローズアリーナ。
○戦争（パンプキン爆弾）
○川根。
○地元で採れた有名な食品。
○地域の人がみんな優しい、イベントが多い。
○不便なことが少ない。
○蓬莱橋 ４件
○帯祭り ３件
○大井川 ２件
○大井川鉄道 ２件
○お茶 ４件
○なし ６件

【女性】
○トーマス。川根。
○ごみの処理方。
○河原町に昔の家がある。
○清水屋の黒奴。白岩寺の幽霊の掛軸。川越遺跡。
○やまめ平。龍月堂の小饅頭。島田高校の六月祭。
○蓬莱橋 12 件
○帯祭り ５件
○お茶 ６件
○方言 ２件
○大井川鉄道 ２件
○なし ７件

▼六合地区
【男性】
○やっぱりお茶！家の近くの山のお茶畑がなんともいえなくきれいだし、なんといってもおいしい！
最近の若者は、お茶を急須でいれる習慣もないし、急須をつかったことがないという子供も増えて
いるのでさみしい。やっぱり急須でいれたお茶が一番だし、一番おいしく飲める方法だと思う、急
須はなんか、かたいイメージがあるから、もっと、リーズナーブルな島田市独自の急須を発明して
ください。
○地震に強い 自然がいい 清潔である。
○志戸呂焼き バラ公園。
○島田大祭。
○蓬莱橋 ４件
○お茶 ２件
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○なし ２件

【女性】
○豊かな自然や田畑などを残していってほしい。食文化や方言、イベントなど昔から伝わっているも
のをこれからも大切にしてほしい。
○髷祭り。ごみを分別する必要がないこと。黒大奴（清水屋の和菓子）。
○ローズアリーナが新設されて、スポーツや習い事を通して地域の方とのふれあいがたくさんあると
ころ。駅からオビリア（図書館）が近くて気軽に行けて、勉強するスペースもあり充実している。
桜がきれいな時期や夏はキャンプや川遊びが充実している家山は家族で行くのも、友人と行くのも
楽しめる場所。井戸水（地下水）があり安心して飲める。
○大井川鉄道。
○蓬莱橋 ３件
○帯祭り ２件
○方言 ２件
○お茶 ２件
○なし ３件

▼初倉地区
【男性】
○大井川。
○空港 黒奴。
○島田市の祭り 初倉祭り。
○バラ、帯祭り。
○蓬莱の湯。
○蓬莱橋 ３件
○お茶 ４件
○SL ２件
○なし ３件

【女性】
○方言はなくしてほしくない！
○茶畑。
○蓬莱橋。
○なし ２件

▼大津地区
【男性】
○ローズアリーナ（きれいで利用料金が安い。）☆蓬莱橋（世界一長い木造の歩道橋）茶畑、茶業
○大井川鉄道の SL。静岡空港。
○豊かな自然。
【女性】
○富士山静岡空港。
○お茶が美味しいことを自慢したい。
○なし ３件

▼大長地区
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【女性】
○おしまちゃんがかわいい。川越人足・蓬莱橋・夏祭り（本通り）・SL・さくらごはん。
○わりとおだやかな雰囲気。なじみやすい地域のつながり
○お茶の品質は絶対守るべき！空港も残していくべき！
○みかん。

▼金谷地区
【男性】
○お茶祭り 蓬莱橋 島田大祭 帯祭り。
○大井川鉄道、SL ３件
○茶畑 ２件
○なし ５件

【女性】
○大井川花火大会・石だたみ。
○ゆるきゃらのおしまちゃんがすごく可愛いし、ゆるきゃらは今大人気なので、もっと広まってほし
いと思う。
○お祭り（七夕祭りなど）
○附属島田中学校は自慢できる学校だと思う。
○新金谷駅によく芸能人が来ること櫻井翔くんとか。
○ばらの丘公園。
○方言。
○茶祭り ６件
○SL ５件
○お茶 ３件
○帯祭り ２件
○なし ３件

▼五和地区
【男性】
○お茶畑。
○金谷茶祭り。
○SL ２件
【女性】
○街がきれいなこと。
○茶祭り ２件
○お茶 ２件

▼川根地区
【男性】
○なし。
○バラ、茶等の農産物、歴史。
【女性】
○お茶 SL。
○人が優しい。
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○特になし。
○なし ３件

▼地区不明
【女性】
○大祭り。
○帯まつり、茶まつり。
○犯罪も少なく、優しい人が多い。
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問１４ 最後に、2060 年までに島田市が「こうなっていてほしい」、
「こうしてほしい」
、
「こ
うしたらいいのに」ということがありましたら、１つだけ記入してください。
▼旧島田市内(第一中学校区、大津地区を除く第ニ中学校区）
【男性】
○交通の便がよく、暮らしやすくなっていってほしい。映画館やショッピングモールなどができて他
の市や町に行かなくても楽しめて、かつ他の所からの人も引き込めるような状況。
○住んでいる人々が不満のない町づくり。
○観光客が沢山来てにぎやかな町。
○道路をきれいにしてほしい。
○蓮華寺池公園みたいな、
バラ池…とかでかい公園を 1 つ町中につくれば、
散歩コースとかを中心に。
○市内全域、農道も含め、道路の舗装をしてほしい。
○自然を大切にしてほしいです。
○レジャー施設を増やしてほしい。
○高齢化社会に対応した社会保障制度（市独自）の確立。
○地震が起きてもし津波が来ることに備えて高い避難塔を建ててほしい。
○最先端の病院作りをして欲しい。
○とりあえず無駄な事全てがなくなっていればいいと思います。そして小学生が学区を問わずいろい
ろな人と遊べる場所を考えてほしい。児童館の移設は本当に良かったのか。もっと、考えて行動し
て下さい。こんな事小学生から言われているのだからもっとしっかりして下さい。
○平和に元気に生活してもらいたい。
○自然の多い町にしてほしい。
○近くの公園で常に子供たちが遊んでいてほしい。

【女性】
○帯祭りや蓬莱橋、お茶など、島田の伝統や文化、特産品がまだ残って、受け継がれている市になっ
ていてほしいです。
○もっと生き生きとしていて、安心して暮らせるような街になっていてほしいです。
○原発を止めてほしい。
○事故ゼロ・犯罪ゼロ。
○川根みたいに安全で仲良くなったらいいと思う。
○大きいショッピングモールが建設されている。でもあまり新開発せず、今の状態も残してあってほ
しい。
○住みやすい街になるように、災害への備えや老後のサービス、市内で働く人々の支援を充実させて
くれたら、私も少しはこの市のことが好きになると思います。
○大型のショッピングモール（映画館付き）を作ってほしいです。
○安全。
○空気が綺麗になっていてほしい。
○もっとシャッター街が開いて、駅前に人がたくさんいて、賑わっていてほしいです。
○活気あふれる町！
○住みやすい町。（施設がたくさん）
。
○ちょっと不便な所があるから。トイレとか市内に増してほしい。金谷高校に通ってますが、朝金谷
側から来る他校の生徒が多いし歩いてる方などいて、不便なので反対側にも同じようなのを使って
ほしいです。こういうようなの。（図）

▼六合地区
【男性】
○人口が増えて、子供達とお年寄りが仲良く触れあえるような市であると良いと思います。
○１つは、蓬莱橋をもっと目立たせるべきだと思う、今は、ポツンとしていて、ギネスにもなってい
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るスゴいものには、到底見えません、まわりに屋台とか、お茶アイスクリーム屋などつくってみて
は？２つ目は、交通の便も最近すごくよくなったし、お店もたくさん増えて、快適になってはきて
いるけど、どんどん田んぼなどがなくなってきて、さみしい。やっぱり緑豊かな町でいてほしいか
ら、これ以上は建築物はやめてほしい。お茶畑をもっと大々的にして、芸術みたくしてみたら、ま
た景色もよりよくなると思う！
○本屋が欲しい。
○店と遊ぶ場所を増やしてほしい。
○皆が笑顔で豊に暮らすことが出来る市。
○商店街が活性化していてほしい。
○自然。
○事故を少なくして欲しい。
【女性】
○自然と都市化をうまくバランスがとれた島田市であってほしい。
○たくさんの人が入ってくることは、いいことだけれども、今までのような自然の豊かさや犯罪の少
なさにも目を向けながら人口増加計画をすすめてほしいと思う。
○税金を安くして、道を改善してほしい。
（右にまがる時、右専用レーンなどを使ってほしい。※六合
駅の南口の、右側にでた所の道です。）
○緑豊かなあたたかい町。
○島田市の良さを残しつつ、歴史（建物）を生かした観光地となってほしい。
○お年寄りや障害のある人に優しく、みんなが住みやすい町。

▼初倉地区
【男性】
○大きなショッピングセンターなど（ララポートやコストコのような所）が出来れば、人も集まり活
気がでると思う。
○もっと周りが賑やかな町になってほしい。
○静岡県屈指の大都市になっていてもらいたい。
○初倉に本屋を。
○本屋があればうれしい。
（Wonder GOO）
。
○道路の凸凹を直してほしい。
○きれいで安全なみんなが楽しめる島田市にし、エスパルスのショップやドリームプラザみたいなデ
パートを 1 軒つくること。
○小さな子供が遊べる場所をもっと増やしてほしい。
○初倉の中條景昭像から見ることができる、島田市の景色を残してほしい。

【女性】
○はばたき橋ができて、その先の道路を走る車が増えました。山にあがる車のスピードが速く、子供
の横断などに支障がでています。 町と町をつなぐ道路は、自転車道と歩道もしっかり考慮してほ
しいです。今回の意見は未来ではなく、今すぐ動いてほしい事です。
○大型商業施設を誘致してほしい。そしてもっと空港を盛り上げてほしい。
○蓬莱橋を見に来た人が、休憩できる場所（名所）を 1 店舗でもつくる。
○なし。

▼大津地区
【男性】
○子供が多く、子供からお年寄りが元気で明るく楽しく生活ができる、島田市であって欲しい。
○年々子供が少なくなっていっているから、子供の住みやすい市にして欲しい。
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○車がなくても、生活しやすい環境にしてほしい。

【女性】
○人口の増加。
○市民文化会館をつくってほしい。コンサート会場がないので、ちゃんと設備のある、会場をつくっ
てほしい。コンサートも静岡、浜松まで行かなきゃならない。とても不便です。富士ロゼシアター
とまでは言わないけど、小さい子専用の部屋があるといいなと思います。
○人気のお店が島田に欲しい（例えばユニクロ、スポーツデポとか、人口も増えるといい。家とか土
地とか買いやすくして！！
○保育園が増え、もっと女性がずっと仕事を続けられるような市にしてほしい。

▼大長地区
【女性】
○島田市の歴史も忘れられず、平和で明るく、きれいな町になっていてほしい。
○静岡県（特に島田市）は学校があまり多くないので、位置的にもどうしても東京へでてしまう（大
学から）人がたくさんいると思うので、
「島田市だから学べる」というものをつくり、そのための大
学があればいいと思います。今は大学へ行く人が多いので、高校などの強化より大学へ目を向けた
ほうがいいと思う。
○人がもっと増えればいい。

▼伊久身地区
該当無し

▼金谷地区
【男性】
○空港内、週辺の施設の充実。→商業施設、娯楽施設・大井川鉄道の「トーマス」をもっと利用して、
観光客を増やすべき。
（島田市＝トーマスの町）
・金谷駅をキレイにしてほしい。色々、書いてしま
って、すいません。
○人口が増えてほしい。工場を増やす、町にしてほしい。
○道路を多くしたり、店を増やしたりしてほしい。

【女性】
○駅の近くに遊ぶ場所を作ってほしい。
○人口が増えてほしい。
○都会のように便利なように 自然はそのまま。
○もっと多くの人々が島田市を訪れたいと思う市にしてほしい。
○もっと活気のある場所にしてほしいです。
○島田市が他のどの市にも負けないくらい元気で活気のある市になっていてほしいです。
○住みやすい街。
○交通機関をもっと使いやすくしてほしい。（電車、バスの本数を増やしたり、路線を増やしてほし
い）。
○アピタよりも大きなショッピングモールをつくる。
○大井川鉄道の値下げと、電車の本数を増やすこと。
○仕事が無くて困る人がいないように、みんなが幸せに住めるようにしてほしいです。
○商業施設の発展。
○私はなりたい職業になるための勉強できる大学が県内にないので進学は県外を予定しています。そ
の職業の仕事先があるのならば戻ってきたいです。なので仕事を充実させてくれると嬉しいです。
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○友達（市外の）を連れてきた時に、島田市に来たらここ！と言えるような、楽しめる場所があれば
なと思う。
○仕事場を増やして、地元で働ける人が増えるようにして欲しい。
○専門学校や、習い事などいろいろなことが学べる場所をつくってほしい。

▼五和地区
【男性】
○減税。
○JR の駅を増やして欲しい。
【女性】
○特になし。
○金谷地区に個人病院を増やしてほしい。

▼川根地区
【男性】
○都会。
○人口があまり減らないでいてほしい。

【女性】
○学生が学校に通いやすいように、朝や夕方のバスや鉄道の数を増やしてほしい。凍えるような寒い
日でも 30 分以上待たなければいけない。不便なので引っ越しを考えている人、引っ越しをした人
が多くいる。
○地震が来たときに耐えられるようにしてほしい。
○最先端の技術・物が島田でも手に入るようになっていたらいいと思います。
○島田市民会館を復活させてほしい。

▼地区不明
【男性】
○自然を増してほしい。

【女性】
○仕事場を増やしてほしい。
○川根に病院がほしい。
○島田市民全員が悪い事は悪いと判断できるようになって、安心して暮らせるまちになってほしい。
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転入者調査結果
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148

あなたご自身や、ご家族のことについておたずねします。
問１ あなたの性別について（１つに○）

「１．男性」が 47.3%、
「２．女性」が 52.7%となっています。

無回答
0.0%

１．男性
47.3%

２．女性
52.7%

回答者数=334
回答者数=334

問２ あなたの年齢について（１つに○）

「３．３０歳代」が 29.6%で最も多く、次いで「２．２０歳代」が 23.4%、
「４．４０歳代」
が 18.3%、
「５．５０歳代」が 14.7%、「６．６０歳代」が 9.0%となっています。

回答者数=334

0%
１．１０歳代

10%

20%

0.3

２．２０歳代

23.4

３．３０歳代

29.6

４．４０歳代

18.3

５．５０歳代

14.7

６．６０歳代

9.0

７．７０歳以上
無回答

30%

4.8
0.0
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40%

問３ あなたのご職業等について（１つに○、または（

）に記入）

「１．会社員」が 41.9%で最も多く、次いで「７．無職」が 14.1%、
「４．パート・アルバ
イト」及び「５．専業主婦（夫）」が 12.6%、「２．公務員」が 11.4%となっています。

回答者数=334

0%

10%

20%

30%

40%

１．会社員

41.9

２．公務員

11.4

３．自営業

3.6

４．パート・アルバイト

12.6

５．専業主婦（夫）

12.6

６．学生

0.3

７．無職

14.1

８．その他
無回答

50%

3.6
0.0

問４ あなたのご家族の構成は次のうちどれですか。（１つに○、または（

）に記入）

「３．二世代（親と子）」が 41.0%で最も多く、次いで「２．一世代（夫婦のみ）」が 23.4%、
「１．単身（ひとり暮らし）」が 21.3%、
「４．三世代（親と子と孫）以上」が 9.6%、
「６．
その他」が 4.5%となっています。

回答者数=334

0%

10%

20%

１．単身（ひとり暮らし）

50%

23.4

３．二世代（親と子）

41.0

４．三世代（親と子と孫）以上

9.6
0.0

６．その他
無回答

40%

21.3

２．一世代（夫婦のみ）

５．兄弟姉妹

30%

4.5
0.3
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問５ お子さんがいらっしゃる場合、次のどれにあてはまりますか。
（あてはまるものすべ
てに○）

「１．就学前」が 18.0%で最も多く、次いで「６．社会人・アルバイト等」が 13.8%、
「２．
小学生」が 6.6%、
「７．その他」が 6.3%、
「５．大学・高専・専門学生」が 6.0%となって
います。

回答者数=334

0%

10%

20%

１．就学前

４．高校生
５．大学・高専・専門学生

50%

60%

6.6
3.0
4.5
6.0

６．社会人・アルバイト等
７．その他

40%

18.0

２．小学生
３．中学生

30%

13.8
6.3

無回答

53.3
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問６ どちらから転入されましたか。
（あてはまるものに１つに○、または（

）に記入）

「16．その他」が 15.0%で最も多く、次いで「９．藤枝市」が 13.5%、
「６．静岡市」が 11.1%、
「15．その他静岡県内」が 10.2%、
「１．東京都」が 7.2%となっています。

回答者数=334

0%

10%

１．東京都

7.2

２．神奈川県
３．埼玉県

20%

3.6
0.3

４．千葉県

2.1

５．愛知県

5.1

６．静岡市

11.1

７．浜松市

4.8

８．焼津市

6.6

９．藤枝市

13.5

10．掛川市
10．掛川市

3.6

11．菊川市
11．菊川市

3.6

12．牧之原市
12．牧之原市

5.7

13．川根本町
13．川根本町

3.3

14．吉田町
14．吉田町

5.1

15．その他静岡県内
15．その他静岡県内

10.2

16．その他
16．その他
無回答

15.0
0.0
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問７ 転入前に島田市にお住まいの経験はありますか（１つに○）

「１．ある」が 38.9%、
「２．ない」が 60.8%となっています。

無回答
0.3%

１．ある
38.9%
２．ない
60.8%

回答者数=334

問８ あなたのお住まいについて（１つに○、または（

）に記入）

「１．持ち家の一戸建て」が 49.7%で最も多く、次いで「４．賃貸のアパート・マンショ
ンなど」が 37.1%、
「５．社宅・寮」が 6.6%、
「６．その他」が 3.3%、
「３．賃貸の一戸建
て」が 2.4%となっています。

回答者数=334

0%

10%

20%

30%

40%

１．持ち家の一戸建て
２．持ち家の集合住宅（マンションなど）
３．賃貸の一戸建て

49.7
0.6
2.4

４．賃貸のアパート・マンションなど

37.1

５．社宅・寮

6.6

６．その他
無回答

50%

3.3
0.3
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60%

問９ 転入前のあなたのお住まいについて（１つに○）

「４．賃貸のアパート・マンションなど」が 45.5%で最も多く、次いで「１．持ち家の一
戸建て」が 31.4%、
「５．社宅・寮」が 12.3%、
「２．持ち家の集合住宅（マンションなど）」
が 4.5%、
「３．賃貸の一戸建て」が 3.6%となっています。

回答者数=334

0%

10%

20%

１．持ち家の一戸建て

30%

40%

50%

31.4

２．持ち家の集合住宅（マンションなど）

4.5

３．賃貸の一戸建て

3.6

４．賃貸のアパート・マンションなど

45.5

５．社宅・寮

12.3

６．その他

1.5

無回答

1.2
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転入の理由について、おたずねします。
問 10 転入することになった最も大きなきっかけは何ですか。（１つに○、または（

）

に記入）

「５．結婚」が 23.4%で最も多く、次いで「11．その他」が 18.0%、
「３．転勤」が 13.8%、
「２．転職」が 8.4%、
「10．親の都合」が 6.6%となっています。

回答者数=334

0%

10%

１．就職

20%

5.7
8.4

２．転職
３．転勤

13.8
6.0

４．退職
５．結婚

23.4
4.5

６．離婚
７．住宅の建て替え

4.2
5.1

８．通勤・通学に便利なように
９．子供の都合

3.0
6.6

10．親の都合
10．親の都合
11．その他
11．その他
無回答

30%

18.0
1.5
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問 11 島田市以外でも住まいを探されましたか。
（１つに○、または（

）に記入）

「２．最初から島田市に住もうと決めていたので、他の市町村では探さなかった。」が
38.3%で最も多く、次いで「３．仕事や家庭などの都合により、島田市に住むしかなかっ
た。」が 33.2%、「１．他の市町村も検討した上で、島田市に決めた。」が 20.4%、「４．そ
の他」が 6.3%となっています。

回答者数=334

0%

10%

１．他の市町村も検討した上で、島田市に決めた。

20%

30%

40%

20.4

２．最初から島田市に住もうと決めていたので、
他の市町村では探さなかった。

38.3

３．仕事や家庭などの都合により、
島田市に住むしかなかった。

33.2

４．その他

無回答

6.3

1.8
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50%

問 12 島田市に住まいを決めた主な理由は何ですか。
（３つまでに○、または（

）に記

入）

「14．選択肢ほかの理由」が 31.7%で最も多く、次いで「13．生まれた土地、以前住んで
いた」が 30.2%、
「４．通勤・通学の利便性」が 28.4%、
「１．自然環境が豊か」が 19.5%、
「８．家賃、土地の価格」が 12.6%となっています。

回答者数=334

0%

10%

20%

１．自然環境が豊か
12.3

３．仕事がある

7.8

４．通勤・通学の利便性

28.4

５．安全安心な場所

10.5

６．教育・保育サービスの充実度

1.5

７．医療・福祉サービスの充実度

1.5

８．家賃、土地の価格

12.6

９．買い物をする店の多さ、近さ

11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
12．まちの知名度
12．まちの知名度

6.6
0.6
1.5
0.6

13．生まれた土地、以前住んでいた
13．生まれた土地、以前住んでいた

30.2

14．選択肢ほかの理由
14．選択肢ほかの理由
無回答

40%

19.5

２．交通の便がよい

10．転入者への助成制度
10．転入者への助成制度

30%

31.7
1.5
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問 13 住まいを探したときの情報源は何ですか。
（３つまでに○、または（

）に記入）

「４．不動産業者」が 28.4%で最も多く、次いで「８．その他」が 23.7%、
「１．インター
ネット」が 23.1%、
「７．親族・知人」が 21.6%、
「２．住宅情報誌」が 7.5%となっていま
す。

回答者数=334

0%

10%

20%

30%

１．インターネット

23.1

２．住宅情報誌

7.5

３．住宅展示場

4.2

４．不動産業者

28.4

５．新聞・広告
６．電車・バス等の車内公告

4.2
0.6

７．親族・知人

21.6

８．その他

23.7

無回答

14.1

問 14 住まいを探したときに、島田市の行政サービスや制度について調べましたか。
（１つ
に○）

「２．調べなかった」が 80.2%で最も多く、次いで「１．調べた」が 8.7%、「３．調べな
かったが、知っていた」が 6.3%となっています。

無回答
4.8%
３．調べなかったが、
知っていた
6.3%

１．調べた
8.7%

２．調べなかった
80.2%
回答者数=334
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問 15 島田市の居住者を増やすため、今後どのような移住・定住支援策に取り組んだらい
いと思われますか。
（あてはまるものすべてに○、または（

）に記入）

「１．出産や子育て等に対する各種支援の充実」が 64.7%で最も多く、次いで「５．子供
たちの教育環境の充実」が 43.7%、
「６．緊急時にも安心してくらせる医療機関の充実」が
41.9%、
「７．バスなど市内を移動するための交通の利便性の充実」が 36.5%、
「２．高齢者
が生きがいをもって元気に暮らせるような高齢者福祉の充実」が 34.1%となっています。

回答者数=334

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．出産や子育て等に対する各種支援の充実

70%
64.7

２．高齢者が生きがいをもって
元気に暮らせるような高齢者福祉の充実

34.1

３．市内の居住可能な空き家を紹介する
「空き家バンク」的な制度の充実

21.3

４．転入者が住宅を新築・改善する際の
費用の一部を補助する制度

31.7

５．子供たちの教育環境の充実

43.7

６．緊急時にも安心してくらせる医療機関の充実

41.9

７．バスなど市内を移動するための
交通の利便性の充実

36.5

８．就職・求人情報の提供の充実

32.3

９．起業支援の充実

10．島田市の特色の活用
10．島田市の特色の活用

60%

12.9

6.3

11．緊急時や地震等に対する防災対策の充実
11．緊急時や地震等に対する防災対策の充実

25.1

12．その他
12．その他

4.2

無回答

4.5

※自由意見は、161 ページ以降を参照。
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問 16 島田市は住みやすいですか。
（１つに○）

「１．住みやすい」が 80.8%、「２．住みにくい」が 16.5%となっています。

無回答
2.7%

２．住みにくい
16.5%

１．住みやすい
80.8%

回答者数=334

問 17 今後も島田市に住み続けたいですか。
（１つに○）

「１．今後も住み続けたい」が 50.6%で最も多く、次いで「３．特に考えていない」が 33.8%、
「２．将来は市外に引っ越したい」が 15.0%となっています。

無回答
0.6%

３．特に考えていない
33.8%

１．今後も住み続けたい
50.6%

２．将来は市外に
引っ越したい
15.0%

回答者数=334
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自由記入設問 記述（全文）
問１５

島田市の居住者を増やすため、今後どのような移住・定住支援策に取り組んだらいい
と思われますか。
（あてはまるものすべて
すべてに○、または（
）に記入）
すべて

東京都
▼２０歳代
【女性】
○未就学児（幼稚園、保育園）の保育料の無料化など若い世代（子育て世代）に魅力的な制度を作っ
て頂けると、越して来たいと思える。女性ももっと働ける。
○ある程度安定した仕事があればずっと住むにはいいところだと思っている。
○島田市は近隣市町村に比べ、
「芸術、文化、音楽」に対し、さまざまな点について、遅れているとい
うか、力を注いでいない様に感じます。市内の人を市内で移動させるのではなく、他市町から人を
呼び込める様な施設や、イベントの開催をする必要があります。他市町に比べ、保守的な性格な島
田市民、積極的な革新が必要かと思います。商店も無く、ベッドタウンでもない昔の町並みのまま
では、周囲から取り残され、若者は消え、高齢者の街になることは確実です。早急対策が必要かと
思います。

▼３０歳代
【男性】
○根本的に人口増加をさせることは置いといて。まずは、教育に力を注ぐべき、他地域より、特色が
あり、例えばアメリカンスクールのようなグローバル人材教育が安価で、幼児から受けられるもの
など親として将来出口を見える教育をとり入れる、また、空港新駅などの交通利便性を up させ、人
の流れを作り出すこと。
○藤枝市、焼津市、吉田町とは明らかに違う支援、支援なくとも市発展の為の市政。
【女性】
○障害者福祉の充実。
○下水道の整備。
▼４０歳代
【女性】
○島田市には特色がないと思われるので、移住者からみたら魅力がなく、当市を選択しない原因にな
るのではないかと思う。

▼７０歳以上
【女性】
○食料、衣料、雑貨等が一ヶ所で買い物が出来るお店があると便利です。
神奈川県
▼３０歳代
【女性】
○もっと子供が遊べる場所（公園など）を増やしてほしい。大きな公園ではなく、近所からすぐ行け
る身近な公園を。

▼４０歳代
【男性】
○都心部（関東）では車を所有しない家庭が多いので、島田市内は公共交通が少ないので選ばれにく
い。車を所有するのにも補助制度があったらいいと思う。
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○島田駅周辺の活性化・魅力ある街づくり（特に若者に対して）
。

▼６０歳代
【男性】
○車に独自の自動車地方税をかけそのお金を公共交通に回す等の対策が必要と考えます。高齢者で運
転できなくなれば、山間部では特に厳しい生活環境となると思います。車社会を是正する思いきっ
た施策が必要です、車を持つ人が減ることは非常に良いことです。
埼玉県
▼２０歳代
【女性】
○夫婦や子持ちの方の税金免除。お茶の郷を使ってもっとイベントを盛んに行う。
千葉県
▼６０歳代
【男性】
○若い親が子供を育てるに良い環境で感えるような支援へ充実。
愛知県
▼２０歳代
【男性】
○教育環境は充実していると思います。川根温泉ホテルは評判が良いみたいです。親戚の人達が何度
も運んでいます。
【女性】
○市役所の方々が内向きな気がする。
○藤枝市に色んなお店が充実しているのでよく出かけますが、もっと島田市にもショッピングが楽し
める場所を作ってほしいです。
▼３０歳代
【男性】
○大企業工場の誘地（ex、転入前：愛知県一宮市、旧 SONY EMCS 現コナミが非常に税収入、人口増と
なった）
○ベットタウン狙い（ex、同上市ばかりで恐縮ですか、名古屋のベットタウンとして大規模なマンシ
ョンアパートがここ 20 年で大きく増した。）
○企業へ寮として使用できる空き家の紹介や支援。
○駅週辺の活性化とバスなどの交通の利便の連結。子育て世代を増やす為の医療費無料化や各種商業
施設のサービスの充実。⇒若年層が住めなければいけないと思います。

▼５０歳代
【男性】
○島田市で働けるような、雇用の充実を図る大手企業の誘致等。

▼６０歳代
【男性】
○私は 60 歳台で一部年金も貰っている臨時公務員ですが高齢者への福祉より若い人達が出産・子育
て教育などに安心できる様に予算を回して預きたいと考えます。高校卒業以来 40 年近く都会暮ら
しをしてきましたが島田の自然は誇りに思いますよ。

162

静岡市
▼２０歳代
【男性】
○島田は、工場がたくさんあるのに、派遣やアルバイト・パートばかりで、正社員になれない。仕事
が安定すれば、島田に、住みつづけたいと思う。大井川沿いの景色はとても良いと思います。島田
駅、六合駅、少しさみしいです。
○買物の利便性の向上。公衆衛生（臭い）の改善。
○神座までの道が、交通量が多いわりには狭すぎる、道を広くして欲しい。
【女性】
○保育園不足（姪が入れなかったとのこと）
。
○建物に活気がない。つまらない。

▼３０歳代
【男性】
○駅前の活性化（夜はキャッチの人ばかりで歩きにくい）。病院や役所の老朽化の改善（暗くて入りに
くい）
。マルシェ朝市などで地域の人との交流を増やす。

【女性】
○お茶畑がある景色がきれいです、美しく見える様大切に守って頂きたいです。マイナスポイントは
暴走族が多いこと。とてもうるさいし危険。自分の住む街でそういう事があるのは恥ずかしいです。
取り締まって下さい。お願いします。
○24 時間対応の保育園が理想的です。職場が静岡市なので子供ができたら転職か引っ越しをせざるを
得ないと思います。

▼４０歳代
【男性】
○市民サービス子育て医療老人福祉などいろいろあるけどまわりの市とくらべて、そこそこのレベル
でいいと思うが、ある 1 点について特化しまわりの市とくらべて 2 倍・3 倍いいようなものをつく
る。もっと観光に力を入れたらいいと思う。年に数回のまつりではなく、年中たのしめるものを開
発（見つける）
・いいもの（おいしい）が食べられること、
（普段の食事で食べられるもの）市民が
優先で食べられるとか。自動車でなくバスなどで遊びに行ける所があればいい。→子育て支援にも
なる。→大人だけでも行ける所。
【女性】
○新しく建設しているかと思うと、葬儀場だったりと暗いイメージが強いように思います。（藤枝市
のような明るい発展する市）になってほしいです。教育環境はとても整っていて、育てやすいです。
○40 代の再就職はとても無理です。この年代の人々が仕事にきちんと就けたら、地域がよくなるので
は。
○子育てや高齢者になってからの生活が充実している環境が魅力を感じるのかなと思います。
○自然環境が豊かでゴミ収集も充実して大変暮らしやすいと思いますが、バスの便が悪く、マイカー
で移動するしかないのが難点、駅近にマイカーを安く停められる様な（長時間）駐車場があれば、
JR も利用しやすくなるので有難い。

▼６０歳代
【男性】
○川根地区在住のため、大井川鉄道に変わる交通手段を考えて欲しい。現在コミュニティーバスがあ
るが増便とか。
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浜松市
▼２０歳代
【男性】
○自然環境（川根、島田の山、川など）は非常に魅力があり、歴史、神社など観光として見る場所が
多い、本当の島田の良さを知っている人は、島田に対して愛着があるが、発信力、魅力的な見せ方
が弱く、非常に損をしている。他県、他市に比べ島田は恵まれた市だと感じる。経営者として島田
市を魅力的に発信（売り込む）マーケティングの力をつける必要がある。
【女性】
○新幹線がとまる駅を作る→地価の向上＆利便性の上昇→商業施設の増加居住者 up につながる！費
用対効果も十分あると思われる。高校までの授業料の無料化（給食費を無料化する）←ムリなら給
食費は子供手当てから先に差し引いてもいいのでは？そうすれば給食費の未払いがなくなるし、給
食費を集める手間がはぶけるので学校の負担もへる！

▼３０歳代
【男性】
○観光地やショッピングモールの整備。

▼４０歳代
【男性】
○中心地だけでなく、市内全域の住民が等しく行政サービスを受けられるようにする。市が積極的に
事業に取り組むこと、前市長のときより動きが少なく頼りない。
○金谷地区のケーブル TV の配信。
焼津市
▼２０歳代
【女性】
○焼津市のように子供の医療費 0 円にして欲しい。保育園に入りやすくして欲しい。
○焼津市は子どもの医療費が無料で助かりました。500 円といえど、子ども、特に幼児は何かと、病
院へ行くことも多いので、改善して頂けると、ありがたいと思う。
▼３０歳代
【男性】
○市民税の見直し、沼津市の児童医療費制度の導入の検討をしてみたらいいと思います。
【女性】
○もっと公園増やして！近所の遊具ボロボロ！
○島田市は子育てするのに良いと聞いていたが、今のところ良いと思えることがない。
○子供の医療費を無料にしてほしい！焼津は無料でした！
○側溝のふたがないとこばかりで、子供が落ちそうで危ない！街灯が少なくて夜真っ暗！

▼４０歳代
【男性】
○通勤に便利なよう各所の渋滞緩和に向けた道路整備。

【女性】
○ゴミの分別や当番がない等とても楽で他の市にはもう住めないと思った。

▼５０歳代
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【女性】
○商店の方々が新参者の受け入れに、とてもフレンドリーで親切に接して下さり、不安が一挙に解消。
毎日の買い物や食事が楽しい。
藤枝市
▼１０歳代
【女性】
○末端の地域にも公園を作って欲しい。バスの本数をもう少し増やして欲しい。
○大井川鉄道をもっと市民が支援して活気あふれる島田市にした方がいいと思う。アピールできるこ
とを増やしたり、デパートとかあると良いと思う。
○子育て世代に優しい市政に期待します。公園などの施設も充実していますので、あとは待機児童の
対策に力を入れて下さい。

▼３０歳代
【男性】
○児の父としては、子供の補助関係を手厚くすると、選定の対象として認められやすいと思う。
○島田市は働く場所がすくないと感じる。自分は子供 2 人いて離婚している、明石市の様なとりくみ
をして欲しい。
○若い世代が暮らしやすい町作りをしていってもらいたいです。
【女性】
○島田市内は充実していますが、金谷、川根方面の活性化。老人が増えている為、周りのサポートな
ど藤枝の方が活性化している気がする。
○出産予定の為、安心して子育てができ、安心して子供をあずけられる保育環境を求めます。

▼４０歳代
【男性】
○今島田東町に住んでいますが公園が見あたりません、ほしいです。リモージュ（ケーキ屋）
、通りの
道路街灯がほしい。
○近所に不審者が多い。私有地に不法進入者が多いので、治安の改善を！！
【女性】
○図書館がたいへん使いづらいと感じます。駐車場が有料ですし、混雑もあり、利用しにくいです。
○母子家庭に対して手厚い対策を考えて頂きたいと思います。仕事（パートの仕事）になって、どう
しても将来が不安になります。子供が休んだり行事などの関係でなかなか正社員の仕事につけない。

▼５０歳代
【男性】
○収入に応じた税金の納め方。
【女性】
○市内の施設の場所がわかる地図がほしかった（市役所で）。今、阿知ヶ谷にいるがこの場所が島田市
のどこにあるのか方向が、いまいち、わからなかった（住んでいるが）。
掛川市
▼３０歳代
【男性】
○就職先があれば、人は増えるはず、子育ての支援を。
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▼６０歳代
【男性】
○全面的な区画整理、道路整備が必要だと思う特に島田、金谷地区。
菊川市
▼３０歳代
【男性】
○島田駅周辺の活性化。
○他県から人を移住させたとして、核家族が増える反面、地域とのつながりが希薄になると考えられ
ます。となりの人も知らないような地域では大人も子供も住みにくいと思います。昔から住んでい
る人も、新しく引っ越してきた人も協力しあえるような環境をめざしてほしい、人が多いか少ない
かはあまり関係ないと考えます。
▼４０歳代
【女性】
○図書館を充実させてほしいです。オビリアの図書館は学生さんたちにはよい立地だと思いますが、
他の住民にとってはアクセスしにくいです。（駐車場について）自習場所が時間制限されるのも使
いにくいです。

▼５０歳代
【男性】
○会社で働く女性は、子どもが出来るとめんどうをみないといけなくなり、働けなくなります。小さ
な子供のめんどうをみてやる施設を充実させる事で若い人が移住を考えるような環境作りをする。
大きな企業の誘致。地元企業に勤めている人に対して、家を建てる時の補助金、土地の斡旋を行う。
○人口が減っていくのに、何故増やそうとするのか理解できない。まずは、地産地消・自給自足ので
きる安定した基盤を創り人口が減っても、少数精鋭で豊かな生活ができる街創り人材育成が大事で
はないのか。
【女性】
○バスで島田駅から、川根温泉方面まで、一本で乗って来られる様にしてほしい。
（買い物に行っても
不便）車が無い為。年配者でも空き家、安く入居できるようになると良い。又、子育て中の方にも
安く、又、いろんなサービス、割引（祝金など。）、
（大がかりな）魅力的なことがないと人は入って
きてくれませんよ！
牧之原市
▼４０歳代
【男性】
○ショッピングモールの招致（駅ビル含む）埼玉県の都市の様な割引クーポン制度（学童にとらわれ
ず人数で）
。

【女性】
○工場企業の誘致、本通の活性化短時間駐車場（無料）シャッター通りみたいな場所をなくす。
▼５０歳代
【女性】
○母子家庭などアパート、空き家を安く貸していただけたらいいなと思います。駅付近の月極駐車場
が高い。

▼７０歳以上
【男性】
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○高齢者（独者）が一人でも活せる市営のアパート、借家等を増やす。
川根本町
▼２０歳代
【男性】
○企業の誘致。雇用の確保。

▼５０歳代
【女性】
○保険料が思ったより高くびっくりしました。
吉田町
▼２０歳代
【男性】
○子育て支援はさらなる充実を求めます。
（児童手当て←市による国とは別の手当て）。空き家情報と
価格の一部支援。

【女性】
○小児科が少ない。子供の医療を高校生までにしてほしい。求人が少ない。新しい土地が少ない。
○これから出産予定なので安心して出産・子育てが出来るような制度を充実させてもらいたいです。

▼３０歳代
【男性】
○島田市内の元ジャスコのあった場所に市民病院が出来れば良かったのにと思います。交通の便の良
い医療機関がある事が居住者が増えるキッカケではないでしょうか？吉田町役場が行っているよ
うな、日曜開庁のような日勤労働者に有り難い町づくりを望みます。
○初倉小学校学区に他の学区にくらべると賃貸アパート・マンションの数が少なく、住居探しに苦労
したので、公的な情報提供があれば島田市への転入を考える足がかりになるのでは。
○商業施設を建てる、島田市にはアピタ島田ぐらいしかショッピングセンターがありませんですがア
ピタ島田でも古い建物と感じています。
その他 静岡県内
▼２０歳代
【男性】
○映画館や劇場などの文化施設があってほしいと感じる。あるいはそういった場で得られる体験に触
れられる機会を増やせれば面白くなるのではないかと思う。
【女性】
○市外の人に聞くと、駅前がさみしい（居酒屋と塾しか無いイメージ）為、寄る気がしないそうです。
素敵なカフェや雑貨屋もあると聞きますが、少しはなれているし、居酒屋ばかりなので昼間歩いて
もおもしろみがない気がします。
（せっかくいい店があっても埋もれている気がする。）駅自体は新
しくてきれいになったのに、メインの道路はごちゃごちゃしていて統一感が無い印象です。駅に降
りた時の印象が市のはじめの印象になると思うので、一回おもしろくないイメージがつくと、奥の
方に良い場所があっても、そこまで行く気になれない。既存の色々な店があるので変えるのは大変
だと思いますが、他の市には統一感があって、見てみたくなる所もあると感じます。私は島田のの
んびりすごせるところが好きです。

▼３０歳代
【男性】
○前まで住んでいた市は医療費（子供）が無料でした。保育園や幼稚園の施設内ではない支援センタ
ーが大きいのが 2 つあったり（無料）土日祝もやってるので土日祝はお父さんと子供がいっぱいで
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した。パパサークルも支援センターの先生が企画してくれてとても良かったので島田市にももっと
子育てしやすい町づくりを頑張ってもらいたいと思います。一度袋井を視察してもらいたいです。
○イオンやララポートなど大型商業施設があると良い若い人が来る施設があるとうれしいです。
○第二東名や静岡空港、バイパス、JR と交通の便はとてもいいとおもうので、産業がより発展してい
く方向があれば良いなと思います。

【女性】
○子どもに関することを特に強化すると良いと思います。何よりも最優先されるのが子どもという家
庭が多いかと思います。転勤などで、島田へ来られた方へのコミュニティなどが（奥様会など）あ
ったように思いますが、それらが充実するとロコミも拡がるかと思います。島田で生まれ育った方
が周囲には多く、新しい土地で病院やスーパー探し、人脈探しの不安を理解されない事が多いから
です。

▼４０歳代
【男性】
○道路の整備。藤枝・焼津両市に比べると、主要道路、生活道路の整備がとても遅れている。市境に
住んでいるので、とくに思う。家の前の生活道路は、通学路になっているのに、整備をしてもらえ
ないのは残念である。
▼５０歳代
【男性】
○中高年の転職・退職者や若者の就業機会として野菜作りや園芸ができる環境作りがひとつの方法で
ある。島田は土地・水・気候に巡まれ地もの野菜や生菜の生育に適している。土地を安価に提供し
技術指導してくれるサービスと空き家バンクをリンクさせると、申込み者が相当数期待できる。

▼６０歳代
【男性】
○高齢で身障者である私には、社会福祉の充実は大変うれしいことですが、現状は厳しいので財政負
担をかけない対策を希望します。
その他
▼２０歳代
【女性】
○小さい子が遊べる公園がない！近くに公園があっても古くて、楽しく遊べない。わざわざ藤枝や焼
津掛川まで行く事もある。出産できる所が近くに 2 件しかない。
▼３０歳代
【男性】
○公害対策をし、安全な市と PR する。
○素人意見だが、島田市の特色（お茶、大井川、大井川鉄道、静岡空港）を生かした観光、空港や高
速道路に近い立地を生かした企業誘致などで雇用を増やして居住者も増やせばいいのでは。
○三世代がくらせるような家を目指す方向性は大事なのではと思います。
○子供を育てるのに環境的に良いと思いますので（適度な田舎さが）あまりお金がかからずに希望の
家が手に入るようにしたらよいのかな、とは思いますが。
【女性】
○働きざかりの人がいる家族にとって、産業が少ないので、地元で働くということではデメリットか
もしれません。転居して、駅前以外の広い範囲にパルプ工場のニオイがするのに驚いた、普通では
ないニオイに今後、病気にならないか心配。島田に１年以上暮らすと、ぜんそくになるという人（も
う他の地域に引っこしされています）もいて、転居も考えている。自然を壊した代償はいつかはと
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ても大きくなるものだが、川のきたない所など、今後、次の世代に迷惑をかけないか心配になる。
夜に街の灯りが少ないのでこわいと思うことがよくある。歩道が狭いのも自然に悪いことは健康に
も観光産業にも悪い影響だと思う。市の病院がばらばらにあるより、近く地域でまとめて大きな病
院にする方が、かかれない科が少なくなるし、いいように思う。今のままの環境を維持して、制策
として暮らしやすい町というのがよいのではないか。町に不似合なきれいなたてものや店をたくさ
ん作って治安がわるくなるより、仕事場に通いやすい。自然の豊かな暮らしやすい町、あるようで
なかった普通の町が一番よいと思う。
○子どもを産む場所の拡大。子育て中でも働ける様な制度（待期児童をなくす）
。

▼４０歳代
【男性】
○転入者への助成制度、市入転入届を出したときも説明されたことはないし、分からない。もっと市
職員も積極的になった方がよい。（良いところのアピールなど）。
○就職先の充実が若者を中心に人口を増やす対策と考える。企業を増やすための助成制度の充実が必
要。就職先が無ければ若者は離れていく。
○企業誘致。市町村間競争（税制等優遇支援）

【女性】
○道路（車道・歩道）が悪い、ガタガタで車イスの人が歩道は無理。引っ越してきて道の悪さにビッ
クリした。雨の日歩道を歩いていると車道より水がとんでくる。穴もボコボコあいている。

▼５０歳代
【男性】
○高等教育機関の誘致、できれば、大学、専門学校が良い。
○移民の受入れ、特区申請して、アジアから移民を受け入れる。
○商店の活生化。産業の振興。
▼６０歳代
【男性】
○高齢者にやさしい町にして下さい。県からも高齢者が居住したくなる町づくりをお願いします。
○会社、工場等の誘致。
○制度の充実は必要だが、それをどのように広報して実績にしていく事ができるかが課題。国や県に
ならって横並びでは意味はない。TV 局出身の立場で見ると、いわゆるプロデューサーがいないのが
現状ではないか。
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転出者調査結果
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あなたご自身や、ご家族のことについておたずねします。
問１ あなたの性別について（１つに○）

「１．男性」が 40.3%、
「２．女性」が 59.4%となっています。

無回答
0.4%

１．男性
40.3%
２．女性
59.4%

回答者数=283
回答者数=283

問２ あなたの年齢について（１つに○）

「３．３０歳代」が 30.7%で最も多く、次いで「２．２０歳代」が 20.5%、
「４．４０歳代」
が 19.1%、
「５．５０歳代」が 12.0%、「７．７０歳以上」が 7.4%となっています。

回答者数=283

0%

10%

１．１０歳代

20%

30%

4.9

２．２０歳代

20.5

３．３０歳代

30.7

４．４０歳代

19.1

５．５０歳代

12.0

６．６０歳代

4.9

７．７０歳以上
無回答

40%

7.4
0.4
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問３ あなたのご職業等について（１つに○）

「１．会社員」が 39.9%で最も多く、次いで「５．専業主婦（夫）
」が 18.0%、「４．パー
ト・アルバイト」が 12.0%、
「７．無職」が 11.0%、
「２．公務員」が 8.5%となっています。

回答者数=283

0%

10%

20%

30%

40%

１．会社員

39.9

２．公務員

8.5

３．自営業

2.8

４．パート・アルバイト

12.0

５．専業主婦（夫）

18.0

６．学生

4.2

７．無職

11.0

８．その他
無回答

50%

3.2
0.4

問４ あなたのご家族の構成は次のうちどれですか。（１つに○）

「２．一世代（夫婦のみ）
」が 31.4%で最も多く、次いで「３．二世代（親と子）」が 30.4%、
「１．単身（ひとり暮らし）」が 25.4%、
「４．三世代（親と子と孫）以上」が 8.5%、
「６．
その他」が 2.1%となっています。

回答者数=283

0%

10%

20%

１．単身（ひとり暮らし）

31.4

３．二世代（親と子）

30.4

４．三世代（親と子と孫）以上

６．その他
無回答

40%

25.4

２．一世代（夫婦のみ）

５．兄弟姉妹

30%

8.5
1.1
2.1
1.1
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問５ お子さんがいらっしゃる場合、次のどれにあてはまりますか。
（あてはまるものすべ
てに○、または（

）に記入）

「１．就学前」が 16.6%で最も多く、次いで「６．社会人・アルバイト等」が 12.0%、
「２．
小学生」が 8.8%、「７．その他」が 4.2%、「４．高校生」が 3.5%となっています。

回答者数=283

0%

10%

20%

１．就学前

４．高校生
５．大学・高専・専門学生

50%

60%

8.8
2.8
3.5
2.1

６．社会人・アルバイト等
７．その他

40%

16.6

２．小学生
３．中学生

30%

12.0
4.2

無回答

59.4
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70%

問６ どちらへ転出されましたか。
（あてはまるもの１つに○、または（

）に記入）

「９．藤枝市」が 18.0%で最も多く、次いで「６．静岡市」が 13.1%、
「16．その他」が 11.7%、
「１．東京都」が 8.8%、
「15．その他静岡県内」が 7.8%となっています。

回答者数=283

0%

10%

１．東京都

8.8

２．神奈川県

6.4

３．埼玉県
４．千葉県

20%

2.5
1.4

５．愛知県

3.5

６．静岡市

13.1

７．浜松市

6.0

８．焼津市

7.4

９．藤枝市

18.0

10．掛川市
10．掛川市

2.5

11．菊川市
11．菊川市

2.8

12．牧之原市
12．牧之原市

2.5

13．川根本町
13．川根本町
14．吉田町
14．吉田町

2.8
1.1

15．その他静岡県内
15．その他静岡県内

7.8

16．その他
16．その他
無回答

11.7
1.8
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問７ 島田市でのあなたのお住まいについて（１つに○）

「１．持ち家の一戸建て」が 56.9%で最も多く、次いで「４．賃貸のアパート・マンショ
ンなど」が 22.6%、
「５．社宅・寮」が 11.0%、
「６．その他」が 4.6%、
「３．賃貸の一戸建
て」が 2.1%となっています。

回答者数=283

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
56.9

１．持ち家の一戸建て
２．持ち家の集合住宅
（マンションなど）
３．賃貸の一戸建て

1.1
2.1

４．賃貸のアパート・
マンションなど

22.6

５．社宅・寮

11.0

６．その他
無回答

4.6
1.8

問８ 転出後のあなたのお住まいについて（１つに○）

「４．賃貸のアパート・マンションなど」が 50.5%で最も多く、次いで「１．持ち家の一
戸建て」が 30.7%、
「２．持ち家の集合住宅（マンションなど）
」及び「５．社宅・寮」が
5.7%、「３．賃貸の一戸建て」が 4.2%となっています。

回答者数=283

0%

10%

20%

１．持ち家の一戸建て

50%

60%

5.7

３．賃貸の一戸建て

4.2

４．賃貸のアパート・マンションなど

50.5

５．社宅・寮

無回答

40%
30.7

２．持ち家の集合住宅（マンションなど）

６．その他

30%

5.7
2.5
0.7
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問９ 島田市での居住年数は、何年でしたか。（通算の居住年数を合わせて、１つに○）

「６．20 年以上」が 46.3%で最も多く、次いで「５．10 年以上 20 年未満」が 18.4%、
「２．
１年以上３年未満」が 13.8%、「３．３年以上５年未満」が 8.1%、「４．５年以上 10 年未
満」が 7.4%となっています。

回答者数=283

0%

10%

１．１年未満

20%

40%

50%

4.6

２．１年以上３年未満

13.8

３．３年以上５年未満

8.1

４．５年以上10
４．５年以上10年未満
10年未満

7.4

５．10
５．10年以上
10年以上20
年以上20年未満
20年未満

18.4

６．20
６．20年以上
20年以上
無回答

30%

46.3
1.4
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転出の理由について、おたずねします。
問 10 転出することになった最も大きなきっかけは何ですか。（１つに○、または（

）

に記入）

「５．結婚」が 26.1%で最も多く、次いで「３．転勤」が 16.3%、
「11． その他」が 15.5%、
「１．就職」及び「８．通勤・通学に便利なように」が 7.4%となっています。
回答者数=283

0%

10%

１．就職

20%

30%

7.4
5.7

２．転職
３．転勤

16.3
3.5

４．退職
５．結婚

26.1
2.5

６．離婚
７．住宅の建て替え

5.7
7.4

８．通勤・通学に便利なように
９．子供の都合

3.9
4.6

10．
10． 親の都合
11．
11． その他
無回答

15.5
1.4

問 11 島田市内でも住まいを探されましたか。（１つに○、または（

）に記入）

「３．仕事や家庭などの都合により、転出先の自治体に住むしかなかった」が 47.0%で最
も多く、次いで「２．最初から他市町村に住もうと決めていたので、島田市内は探さなか
った」が 29.7%、「１．島田市内も探した上で、他市町村に決めた」が 11.0%、「４．その
他」が 9.9%となっています。
回答者数=283

0%

10%

１．島田市内も探した上で、他市町村に決めた

20%

40%

50%

11.0

２．最初から他市町村に住もうと
決めていたので、島田市内は探さなかった
３．仕事や家庭などの都合により、
転出先の自治体に住むしかなかった

29.7
47.0

４．その他
無回答

30%

9.9
2.5
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問 12 島田市外に住まいを決めた主な理由は何ですか。
（３つまでに○、または（

）に

記入）

「４．通勤・通学の利便性」が 36.0%で最も多く、次いで「14．選択肢ほかの理由」が 27.2%、
「３．仕事がある」が 22.6%、「２．交通の便がよい」が 21.9%、「９．買い物をする店の
多さ、近さ」が 15.5%となっています。

回答者数=283

0%

10%

１．自然環境が豊か

20%

30%

3.5

２．交通の便がよい

21.9

３．仕事がある

22.6

４．通勤・通学の利便性

36.0

５．安全安心な場所

6.0

６．教育・保育サービスの充実度

2.5

７．医療・福祉サービスの充実度

4.9

８．家賃、土地の価格

8.8

９．買い物をする店の多さ、近さ
10．移住者への助成制度
10．移住者への助成制度
11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
12．まちの知名度
12．まちの知名度

15.5
0.4
0.7
2.1

13．生まれた土地、以前住んでいた
13．生まれた土地、以前住んでいた

12.0

14．選択肢ほかの理由
14．選択肢ほかの理由
無回答

40%

27.2
5.3
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問 13 住まいを探したときの情報源は何ですか。
（３つまでに○、または（

）に記入）

「４．不動産業者」が 40.3%で最も多く、次いで「１．インターネット」が 31.8%、
「７．
親族・知人」が 18.7%、
「８．その他」が 18.0%、
「２．住宅情報誌」が 13.4%となっていま
す。

回答者数=283

0%

10%

20%

１．インターネット

50%

13.4

３．住宅展示場

6.4

４．不動産業者

40.3

５．新聞・広告

4.9
0.4

７．親族・知人

18.7

８．その他
無回答

40%
31.8

２．住宅情報誌

６．電車・バス等の車内公告

30%

18.0
6.4
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住みやすさについてうかがいます。
問 14 島田市が住みやすかったと感じる点はどういった点ですか。
（あてはまるものすべて
に○）

「１．自然環境が豊か」が 54.8%で最も多く、次いで「13．生まれ育った土地」が 44.2%、
「５．安全安心な場所」が 27.6%、
「11．近所のつきあい、地域活動の活発さ」が 16.3%、
「２．交通の便がよい」が 15.9%となっています。

回答者数=283

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．自然環境が豊か

54.8

２．交通の便がよい

15.9

３．仕事がある

9.2

４．通勤・通学の利便性

14.5

５．安全安心な場所

27.6

６．教育・保育サービスの充実度

5.3

７．医療・福祉サービスの充実度

7.1

８．家賃、土地の価格

7.8

９．買い物をする店の多さ、近さ
10．移住者への助成制度
10．移住者への助成制度

15.2
0.7

11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
11．近所のつきあい、地域活動の活発さ
12．まちの知名度
12．まちの知名度

16.3
1.4

13．生まれ育った土地
13．生まれ育った土地

44.2

14．上記ほかの理由
14．上記ほかの理由

12.0

15．
15． わからない・特にない
無回答

60%

5.7
2.1
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問 15 島田市が住みにくかったと感じる点はどういった点ですか。
（あてはまるものすべて
に○）

「９．買い物をする店が少ない・遠い」が 33.9%で最も多く、次いで「２．交通の便が悪
い」が 32.9%、
「15． わからない・特にない」が 23.0%、
「３．仕事がない」が 18.4%、
「４．
通勤・通学がしにくい」が 14.8%となっています。

回答者数=283

0%
１．自然環境が豊かでない

10%

20%

30%

1.1

２．交通の便が悪い

32.9

３．仕事がない

18.4

４．通勤・通学がしにくい
５．安全安心と感じられない

14.8
2.8

６．教育・保育サービスが充実していない

5.7

７．医療・福祉サービスが充実していない
８．家賃、土地の価格が高い

12.4
5.3

９．買い物をする店が少ない・遠い
10．移住者への助成制度が足りていない
10．移住者への助成制度が足りていない
11．近所のつきあい、地域活動が少ない
11．近所のつきあい、地域活動が少ない

33.9
4.6
5.3

12．まちの知名度が低い
12．まちの知名度が低い

8.1

13．見知らぬ土地
13．見知らぬ土地

6.0

14．上記ほかの理由
14．上記ほかの理由

13.4

15．
15． わからない・特にない
無回答

40%

23.0
3.9
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問 16 島田市の居住者を増やすため、今後どのような移住・定住支援策に取り組んだらい
いと思われますか。
（あてはまるものすべてに○、または（

）に記入）

「１．出産や子育て等に対する各種支援の充実」が 44.9%で最も多く、次いで「７．バス
など市内を移動するための交通の利便性の充実」が 40.6%、
「６．緊急時にも安心してくら
せる医療機関の充実」が 36.4%、
「５．子供たちの教育環境の充実」が 31.1%、
「８．就職・
求人情報の提供の充実」が 29.3%となっています。

回答者数=283

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．出産や子育て等に対する各種支援の充実

44.9

２．高齢者が生きがいをもって
元気に暮らせるような高齢者福祉の充実
３．市内の居住可能な空き家を紹介する
「空き家バンク」的な制度の充実
４．転入者が住宅を新築・改善する際の
費用の一部を補助する制度

28.3
26.9
24.4

５．子供たちの教育環境の充実

31.1

６．緊急時にも安心してくらせる医療機関の充実

36.4

７．バスなど市内を移動するための
交通の利便性の充実

40.6

８．就職・求人情報の提供の充実

29.3
13.8

９．起業支援の充実
7.4

10．島田市の特色の活用
10．島田市の特色の活用
11．緊急時や地震等に対する防災対策の充実
11．緊急時や地震等に対する防災対策の充実
12．
12． その他
無回答

14.8
5.3
6.4

※自由意見は、186 ページ以降を参照。
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問 17 また島田市に住みたいと思いますか。
（１つに○、または（

）に記入）

「１．住みたいと思う」が 54.4%で最も多く、次いで「３．わからない」が 32.5%、
「２．
住みたいと思わない」が 11.0%となっています。

無回答
2.1%

３．わからない
32.5%
１．住みたいと思う
54.4%

２．住みたいと思わない
11.0%

回答者数=283
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自由記入設問 記述（全文）
問１６ 島田市の居住者を増やすため、今後どのような移住・定住支援策に取り組んだらいいと
思われますか。（あてはまるものすべてに○、または（
）に記入）
東京都
▼２０歳代
【男性】
○茶業研修生を全国的に広めた原点の島田市。親子 2 世代をつなぐ架け橋のような発祥の地。お世話
になった恩があります。更なる発展を祈念しております。島田市があるから、今の自分があります。
感謝です。
【女性】
○私は金谷地区出身なので、特に周辺の店の少なさや閉店の早さなど、人が少ないので仕方のないこ
ととは思いますが、やはり東京等今暮らしている所と比べると不便で、戻ろうとはなかなか思えま
せん。また、金谷と島田の合併の際に住所から“金谷”の名前が消えてしまったことも、
“地元”へ
の愛着の低下につながりました。川根と合併の際は名前に残して金谷だけ消されたことは本当に悲
しかったし、地元がなくなってしまったような気がしました。
○実家がある場所が、山の近くであり、交通の便がほぼないため、1 日に数本でも良いのでバスなど
があれば良いと思う。以前は地域のイベントが活発だったが、いつの間にかなくなっていたため、
様々な理由があると思いますが、イベントを増やせばもっと地域の雰囲気が良くなったり、高齢化
に伴う、問題の対処もできると思う。
▼３０歳代
【男性】
○遠い街まで通勤できる交通の利便性が高くなればいいと思います。例えば新幹線の駅など。
○島田駅前の駐車場の無料化、
（三時間まで）などをして、集客力を上げる。地産で評判の高い露店を
集める。

【女性】
○町を活性化させる為、商店（商業施設）の充実。
○大型ショッピングモール、スーパーなど出店があればいい、駅前の商店街の状態では島田市の発展
は望めない。

▼４０歳代
【男性】
○路面電車でも走らせば、話題になる（海岸～吉田～島田～空港）公の交通が少ない。

【女性】
○障害への支援がとてもないことに気づいた。東京に来て「えっ？！何もなかった？」とびっくりさ
れました。子どもなだけにもっと早く支援してもらえたらと、今さらながら、残念に思うし怒りさ
え感じます。学業もかなり遅れています！ビックリしました。

▼５０歳代
【男性】
○空港、高速（東名、新東名）
、新幹線の活用と等。観光客が集まる施設の運営、
（ゴルフ場・トーマ
スパーク（仮称）など。
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神奈川県
▼３０歳代
【男性】
○島田駅周辺は昼の店（洋服屋やおかし屋など）と夜の店（飲み屋やスナック・パブなど）が近く、
少し歩きにくいと感じた。○バスの運行経路がわからず、使いづらかった。わかりやすければ利用
していた。
【女性】
○島田駅周辺、本通り商店街活性化。六合・金谷などバス路線を増やす。

▼４０歳代
【男性】
○島田駅周辺に商業施設を増やす。小児科を増やす。3 年間お世話になりました。ありがとうござい
ます。
【女性】
○不妊治療が充実している所や、子育てしやすい（医療費や子ども館）所は良いと思うので、ただし、
小児科は少ないのでもっと充実をしないと。その点をアピールするべき。焼津、藤枝、転出先の図
書館と比べて、島田市の図書館は充実していると思う。ふるさと納税の特産品はもう少し充実させ
た方が良いのでは…？
埼玉県
▼５０歳代
【女性】
○問 15 でも書きましたが、なるべく早く下水処理が完成すると住みやすくなると思います、また、製
紙工場の排気をもっと点検してきれいな空気を守っていただければと思います。よくラジオで水が
きれい！空気がきれい！…の島田のキャッチフレーズが本当になるよう努力してください。
千葉県
▼３０歳代
【男性】
○FM 島田（昔は島田新聞）のような、身近なメディアがあるのが良い。Facebook の活用や広報しまだ
も素晴らしい。
愛知県
▼３０歳代
【男性】
○島田駅周辺が飲み屋ばかりで普通の飲食店が少ない。
【女性】
○川根温泉ホテルの運用を他業者ではなく、島田市民で盛り上がるようにしていくといいと思う。市
民の働き先確保と地域の密着イコール地域の良さをアピール。もっと町のいいところをアピールし
ていくといい。
○公共交通機関が無い地区の交通の利便性の充実。
（車（自転車）でしか移動手段がない所）市外に住
んでいる人達は、JR や市内に行くのも、大変です。高齢化が進んでいく中、車の運転が出来ない方
も増えていきます。島田市内・外の行き来が楽に出来る様に改善願います。

▼５０歳代
【男性】
○間伐材・廃材などの再生可能エネルギーを使用した発電所設立。
187

○袋井市にあるようなスケボー場を大井川橋梁下・島田側金谷側に設置。
○議員・公務員の削減○新東名金谷 IC～R1BP 金谷 IC 間に道の駅建設。
▼７０歳以上
【女性】
○島田市に居てとても良かったと思っています。富士山を見て、お茶畑の葉吹きの頃の美しさは忘れ
られません。防災対策そのものは良いですが集合住宅に居る人達にも、もっと積極的に参加を呼び
かけていただきたかった。何か余所者扱いのようで声かけが足りないように思いました。
静岡市
▼３０歳代
【男性】
○シャッター通りを賑やかに！

【女性】
○他と比べなくても島田市はとてもいい町でしたよ！
▼６０歳代
【女性】
○近隣に空港、大井川鉄道の SL、トーマス等こどもたちが喜びそうな施設､企業があるのでもっとア
ピールをし、その周辺の整備を積極的にしたらどうか。空港は他市だが飛行機が間近に見られる場
所にこども広場などを作ったり、若い世帯が家族ですごせる場所作りなどはどうか。

▼７０歳以上
【男性】
○街中が特に暗い防犯上問題あり防犯灯、街灯のさらなる増設。
浜松市
▼２０歳代
【男性】
○市民病院の充実。

【女性】
○同年代が、出会いの機会が無いと悩んでいます。出会いの名所となる様な、イベントや習い事をす
る多目的施設等があるとよいのでは？安心して使える島田発の婚活サイトとか。

▼３０歳代
【男性】
○市民のおもてなしの心の向上。地域のコミュニティに入りやすいと良い。地域の人とのつながりが
あれば情報（以前住んでいたときは避難場所もわからなかった。）が入るし、孤独でもなくなるので
安心感も得られるのではないか。周りの人が歓迎してくれるのであれば移住もしやすくなると思う。
逆に閉鎖的である場合、その他の要素が良くても住みたくない。
【女性】
○中部に仕事がなかった。もしも静岡市またはそれ以外の中部の市町に仕事がもっとあったら島田市
に住んでいた。西部にしか仕事がなかったのでやむをえなかった。島田市内の仕事だけでなく、中
部全体で職があるようになればいいと思う。
○産婦人科、小児科のクリニックの充実。

▼７０歳以上
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【女性】
○島田の福祉相談にいったがあまり相談にのってくれないしマニュアルの通りの扱いで、いい気持ち
はなかった。浜松市の方が親切で良かった。
焼津市
▼２０歳代
【男性】
○既存の直路の整備・改修。・区画整理。
▼３０歳代
【男性】
○防犯・交通事故防止対策（時に高齢者）の特色ある施策。
【女性】
○結婚して、新居を見つけるまでの間、夫の実家がある焼津でくらしています。土地を探すのに、島
田で探しています。今年 10 月に出産予定なので産婦人科の情報や子供の支援情報など知る場所を
教えてほしいです。

▼４０歳代
【男性】
○年寄りより若い世代を育てる環境を整備していくべき、若い世代に負の遺産を残さないようにして
ほしい。

【女性】
○近所の家はゴミを焼いていてその臭いや煙がすごく迷惑だった、後、犬の鳴き声がうるさかった。
となりの人は車にキズをつけられていた。
○高齢化社会なので、高齢者に対する福祉の充実ももちろん大切だと思うが、育児に関する支援の充
実をよりいっそう図れば、子育て世代の転出をくいとめることができ、またそういった世代の転入
も望め、市の高齢化をくいとめることができるし活性化していくと思う。
○出産～高齢者福祉まで、こんなに充実してますよ、ということを島田市民に特に若い世代に知って
もらうことも大切だと思います。
▼５０歳代
【男性】
○生活保護受給者でしたが、保護受給を切られてしまいました。病人でもあった私は、その後体調を
崩し、生活が立ち行かなくなり、転居を余儀なくされてしまいました。
藤枝市
▼２０歳代
【男性】
○パルプの移転。島田駅に降りて、臭いイメージをかえてほしい。パルプがない島田市は最高な町に
なる。
【女性】
○藤枝市には、これからスターバックスや伊勢丹等ができる予定です。映画館や、結婚式場、abc ク
ッキングスタジオの趣味を楽しむ場所も充実しています。静岡市まで出掛けなくても、藤枝市内で
全ての用を済ませる事が可能です。島田市には生活をより豊かにする施設が少し足りないと感じま
した。私は、約 20 年以上島田市に住み、島田にとても愛着もありますし、大スキな地元です。これ
から、自慢できる島田市に成長していくよう願っています。
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▼３０歳代
【男性】
○道がせまい。車社会なのに不便すぎる！
○初倉や金谷川根が冷遇されている。

【女性】
○子供たち、すべての人が安心して、遊んだり、スポーツできる場所（公園）が充実していると良い
と思います。リバティのような場所は、いい場所だと思います。
○おだやかでとても住み心地のよいところでした。お店などは十分、子どもの遊ぶ場所も自然豊か、
SL、飛行機、電車もたのしみました。ただ、バイパスの混雑が不安で通勤を考えやむなく市外へ出
ました。この１点だけです。

▼４０歳代
【男性】
○藤枝のように、マンションをたくさん作り、他県他市から若い人を増やす方がよいと思います。島
田市に昔から居る方たちは、古い考えで他から来た人たちを、嫌うように思われます。
○企業誘致等による雇用拡大と労働年齢層への支援。
・雇用拡大、教育、福祉のバランスのとれたサー
ビス。
・自治活動（近所づきあい）の若年化。
【女性】
○小児科医の個人病院がなく（初倉）吉田の小児科まで通っていました。水野医院は小学生から OK な
のですが…園児はダメだったので…。

▼５０歳代
【男性】
○公害の無い町づくり。島田市のイメージが、パルプの臭い！！臭すぎる。

【女性】
○掛川のタマリーナ、藤枝の三輪公園、菊川の菊川運動公園などの他市町村からも遊びに来てくれる
大きな公園（遊具のある）があればと思います、中央公園は広いのですが、いまひとつ．．
．．。金谷
など狭いところに、高齢者施設が多過ぎるように感じています。高齢者を元気にさせる施設や施策
が大切。駅前の飲食店の客引きが目立ち、イメージが思い。
（他の地（市）区を同様ですが。）
掛川市
▼１０歳代
【男性】
○私は笹間に住んでいました。高齢者の方がとても多いので市内バスがとても大切です。無くすとい
うことはないと思いますが、市内バスの充実をお願いしたいです。

▼３０歳代
【女性】
○前市長が、積極的に色々とりくんでくれて島田市が活気づいたと思います。

▼５０歳代
【女性】
○私にとって生まれたところで結婚までなに不自由なく生活ができてよかった。いい場所がいっぱい
あるのでもっともっと知ってもらえるようにつとめてくださいね。
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牧之原市
▼７０歳以上
【女性】
○ケアハウス、老いても生活出来る所があったら島田市に居たかったのですが、娘も探してくれたの
ですが、あいにく私の入れる所が、なかった為仕方なく牧之原へ行きました。
川根本町
▼５０歳代
【女性】
○職場がある事。特に、旧金谷、旧川根町。若者・子供達の教育をもっと充実した方がよい。学力が
上がれば、高校へ行くにも安心して行ける。まさに井の中のかわずと言っても良いのだろうと思う。
町の学校へ行っても、ついて行けず、途中でやめてしまう子供達が多い為、小中学校も、よその土
地を好むのではないかと思います。

▼６０歳代
【女性】
○昔の方が明るい町であった。映画館、銭湯、図書館にいっぱい人が入っていました。20 年前の島田
は人と人がつながっていた気がします。今の島田はきれいです。新しくなっています。

▼７０歳以上
【男性】
○いろんな施設を設けた方が発展につながると思います。
【女性】
○特に商店に活気がない、不人情が多い。川根本町へ来てよくわかった事。一人一人を大切にする、
特に老人、子供を大切にする町が住み良い。
その他静岡県内
▼２０歳代
【女性】
○島田市は程よい人口で、車で走りやすい広く整備された道が多かったと思います。機会があればま
た住みたいです。
○必要の無い施設をムダに作らず、本当の利便性を考えるべきだと感じます。

▼３０歳代
【男性】
○人口増やすためには、若い人が来るしかないと思います。

▼４０歳代
【男性】
○新幹線が止まる様になれば人も増えるのでは？個人的には住みやすかったです。

【女性】
○まちなかに、キーとなる店舗（集客力のある）の誘致。島田市をどんな街にしたいかが市民に見え
にくい。またそれを発信する、共有する場があれば良いと思う街カフェのような。
その他
▼３０歳代
【女性】
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○静岡空港からも近いので、スポーツ施設を充実させ、サッカー等の合宿を招致したり、
（掛川市のつ
ま恋のように）できるようにしてはどうか。せっかく天候も良いし、海からも原発からも離れてい
るのに、スポーツ施設が少ない気がします。地震の影響で、河口付近や、原発周辺はサッカー等の
大会会場として敬遠されているので、名のりを上げても良いと思う。toto グランドも人工芝にしま
したが、狭すぎると思います。

▼４０歳代
【男性】
○全国レベルで見たら、普通の市町村です。何か特色があるといいと思いますが。若者が定住移住す
る市にすべきだと思います。
（高齢者は一時的税収？になるかもですが、支出も多いはず）少子化が
進む中、税収も減り充分な公共サービスもできないと思います。島田市に限らず、そんな時代を向
かえ、何が人をひきつけるのか！？新時代に向けた、コミュニティの形成をすべきだと思います。
○金谷地区であった為市内中心部へ出る手段が限られていた。

【女性】
○島田市は生まれ育った町ですが、住みやすい町であると思います。
（転々と引越ししてますので、実
感します）何故藤枝市のように人口が増えないのか、不思議でなりません、新しい施策を考案する
のも重要ですが、人口が増加しない原因もきちんと把握しないとならないと思います。がんばって
ください！
○適度な街の規模で、住み易いと思いました。大都会ではないが、大きな街にも比較的近いので、車
があれば、不自由はあまりないと思いますが、子供や年寄りが気軽にそして、楽に移動できる手段
があまり無かったので、結局、車を運転するものが、送り迎えをしないと、習い事に行くにもまま
ならなかった。例えば、市民体育館や陸上競技などの河川敷。
▼５０歳代
【男性】
○特に町の中央（商店街や、スーパーの残骸）の状況が過疎化であった。大井川や伝統芸能（帯まつ
り、髪結い…）もあるのだから、工夫できるのでは？（学校の誘致、空家の活用）市民病院の医療
対応は最悪（既に症状出ていたのに一晩放置（医者担当不在）され重症となってしまった。）であっ
た。
【女性】
○静岡市井川地区のとりくみも、おもしろいと思いました。金谷地区でも、やって見たら、いいなと
思いました。ゴミの出しかたに、一時期パニックになりました。島田市に住んでいた時には、それ
はあたり前と思っていた、もっと PR するべきです。
▼６０歳代
【男性】
○親もそうだが子供たちが将来に渡って、おのずから自然と島田市に住んで生活したいと感じさせる
ような風土作り（流行を追うのではく将来に渡って生活の基盤となりえるもの）が必要と思います。
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事業所調査結果
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194

「地方創生」についてうかがいます。
問１ 「地方創生」とは何か、知っていますか？（１つに○）

「２．聞いたことはある」が 56.2%で最も多く、次いで「１．理解している」が 34.6%、
「３．知らない」が 5.9%となっています。

無回答
3.4%

３．知らない
5.9%

１．理解している
34.6%

２．聞いたことはある
56.2%

回答者数=324

問２ 国は、地方創生を推進する上で、４つの目標を立てています。貴社・貴事業所が最も
期待する目標は何ですか？（１つに○）

「１．地方における安定した雇用を創出する」が 30.6%で最も多く、次いで「４．時代に
合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」が 29.6%、
「２．地方への新しいひとの流れをつくる」及び「３．若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる」が 17.3%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

１．地方における安定した雇用を創出する

30%

40%
30.6

２．地方への新しいひとの流れをつくる

17.3

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

17.3

４．時代に合った地域をつくり、安全なくらしを
守るとともに、地域と地域を連携する

29.6

無回答

5.2
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問３

問２でうかがったことについて、具体的に国や市が進めるべきだと思う施策があれ
ば記載してください。（ご自由に記入してください）

※自由意見は、別紙を参照。

問４ 国の施策「地方創生」により、貴社・貴事業所の業績の向上などを期待していますか？
(１つに○）

「１．期待している」が 38.3%で最も多く、次いで「２．期待していない」が 30.9%、
「３．
わからない」が 28.7%となっています。

無回答
2.2%

３．わからない
28.7%

１．期待している
38.3%

２．期待していない
30.9%
回答者数=324
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貴社の現状についてうかがいます。
問５ 貴社・貴事業所の業種は何ですか。（あてはまるものすべてに○）

「７．製造業」が 24.4%で最も多く、次いで「１．小売・飲食業」及び「２．サービス業」
が 22.8%、
「６．建設業」が 19.8%、「10．その他」が 10.8%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

１．小売・飲食業

22.8

２．サービス業

22.8

３．金融保険業
４．運輸・通信業

1.2
1.5

５．不動産業

2.8

６．建設業

19.8

７．製造業

24.4

８．電気・ガス・熱供給業

1.9

９．農林業

1.9

10．その他
10．その他
無回答

10.8
0.9

問６ 貴事業所の位置づけは何ですか。
（１つに○）

「１．本社・本店」が 85.2%、「２．支社・支店」が 8.6%となっています。

無回答
6.2%
２．支社・支店
8.6%

１．本社・本店
85.2%

回答者数=324
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問７ 貴事業所の島田市での操業（営業）年数（通算）は次のうちどれにあてはまりますか。
（１つに○）

「５．30～49 年」が 33.0%で最も多く、次いで「６．50 年以上」が 29.6%、「４．20～29
年」が 13.9%、「３．10～19 年」が 13.6%、「２．３～９年」が 5.9%となっています。

回答者数=324

0%

10%

１．３年未満

20%

30%

40%

3.1

２．３～９年

5.9

３．10
３．10～
10～19年
19年

13.6

４．20
４．20～
20～29年
29年

13.9

５．30
５．30～
30～49年
49年

33.0

６．50
６．50年以上
50年以上
無回答

29.6
0.9

問８ 実感でお聞かせください。現在、１年前と比べると、景況感であてはまるものから選
んでください。
（１つに○）

「３．悪くなった」が 46.3%で最も多く、次いで「２．変わらない」が 43.5%、
「１．よく
なった」が 8.3%となっています。

無回答
1.9%

３．悪くなった
46.3%

１．よくなった
8.3%

２．変わらない
43.5%

回答者数=324
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問９ これから先１年後について、景況の予測であてはまるものを選んでください。
（１つ
に○）

「２．現状と変わらない」が 46.9%で最も多く、次いで「３．悪くなる」が 41.7%、
「１．
よくなる」が 9.9%となっています。

無回答
1.5%
１．よくなる
9.9%

３．悪くなる
41.7%

２．現状と変わらない
46.9%

回答者数=324
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貴事業所の従業員についてうかがいます。
問 10 貴事業所の従業員数（パート・アルバイト等を含む）は次のうちどれにあてはまり
ますか。（１つに○）

「１．１～４人」が 52.5%で最も多く、次いで「２．５～９人」が 14.5%、
「３．10～19 人」
が 11.1%、「４．20～29 人」が 7.1%、「５．30～49 人」及び「７．100 人以上」が 4.0%と
なっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．１～４人

60%
52.5

２．５～９人

14.5

３．10
３．10～
10～19人
19人

11.1

４．20
４．20～
20～29人
29人

7.1

５．30
５．30～
30～49人
49人

4.0

６．50
６．50～
50～99人
99人

3.4

７．100
７．100人以上
100人以上

4.0

無回答

3.4

問 11 貴事業所の全従業員の中で、島田市内在住の社員（パート・アルバイト等を含む）
の占める割合は次のうちどれにあてはまりますか。
（１つに○）

「６．76～100％」が 47.8%で最も多く、次いで「５．51～75％」が 15.4%、
「２．１～10％」
及び「４．26～50％」が 9.3%、
「１．０％」が 8.3%となっています。
回答者数=324

0%

10%

１．０％

30%

50%

9.3
3.7

４．26
４．26～
26～50％
50％

9.3

５．51
５．51～
51～75％
75％

15.4

６．76
６．76～
76～100％
100％
無回答

40%

8.3

２．１～10
２．１～10％
10％
３．11
３．11～
25％
11～25％

20%

47.8
6.2
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60%

問 12 貴事業所の全従業員の中で、女性社員（パート・アルバイト等を含む）の占める割
合は次のうちどれにあてはまりますか。
（１つに○）

「６．76～100％」が 20.1%で最も多く、次いで「２．１～10％」及び「５．51～75％」が
15.7%、「１．０％」が 14.8%、「４．26～50％」が 14.2%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

１．０％

30%

14.8

２．１～10
２．１～10％
10％

15.7

３．11
３．11～
11～25％
25％

13.3

４．26
４．26～
26～50％
50％

14.2

５．51
５．51～
51～75％
75％

15.7

６．76
６．76～
76～100％
100％

20.1

無回答

6.2

問 13 貴事業所の女性正社員は、どのようなパターンが最も多いですか（１つに○）
。

「４．その他」が 36.1%で最も多く、次いで「３．出産後も継続して就業している」が 30.9%、
「２．妊娠・出産を機に退職する」が 8.6%、
「１．結婚を機に退職する」が 5.6%となって
います。

回答者数=324

0%
１．結婚を機に退職する
２．妊娠・出産を機に退職する

10%

20%

30%

40%

5.6
8.6

３．出産後も継続して就業している

30.9

４．その他

36.1

無回答

18.8
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問 14 貴事業所の有給休暇取得率は次のうちどれにあてはまりますか。（１つに○）

「１．０％」が 27.5%で最も多く、次いで「２．１～10％」が 14.5%、
「４．26～50％」が
12.0%、「３．11～25％」及び「６．76～100％」が 10.5%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

１．０％

27.5

２．１～10
２．１～10％
10％

14.5

３．11
３．11～
11～25％
25％

10.5

４．26
４．26～
50％
26～50％
５．51
５．51～
51～75％
75％
６．76
６．76～
76～100％
100％

30%

12.0
9.0
10.5

無回答

16.0
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問 15 貴事業所における男性・女性の育児休業取得率はおおよそ何％ですか。
（数字でご記
入ください。※整数でお答えください）

男性では、
「０～９％」が 52.7%で最も多く、次いで「10～19％」が 2.5%、
「50～59％」が
2.2%、「90～100％」が 1.2%となっています。
女性では、
「０～９％」が 42.6%で最も多く、次いで「90～100％」が 8.6%、「10～19％」
が 3.4%、
「50～59％」が 3.1%となっています。

男性の平均は「4.81％」
、女性の平均は「20.17％」です。

回答者数=324
回答者数=324
70%

男性

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

０～９％

57.7

10～
10～19％
19％

2.5

20～
20～29％
29％

0.6

30～
30～39％
39％

0.0

40～
40～49％
49％

0.3

50～
50～59％
59％

2.2

60～
60～69％
69％

0.0

70～
70～79％
79％

0.3

80～
80～89％
89％

0.0

90～
90～100％
100％

1.2

無回答

35.2

回答者数=324
回答者数=324
女性

0%

10%

20%

30%

40%

０～９％

42.6

10～
10～19％
19％

3.4

20～
20～29％
29％

1.9

30～
30～39％
39％

0.3

40～
40～49％
49％

0.3

50～
50～59％
59％

3.1

60～
60～69％
69％

0.6

70～
70～79％
79％

0.6

80～
80～89％
89％

0.6

90～
90～100％
100％

50%

8.6

無回答

38.0
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問 16 貴社（事業所）では日ごろ労務管理上どのようなことが課題としてありますか(３つ
までに○)。

「６．従業員の高齢化」が 46.6%で最も多く、次いで「10．後継者の育成」が 38.0%、
「１．
新規採用で優秀な人材が確保できない」が 17.0%、
「４．中途採用で優秀な人材が確保でき
ない」が 14.8%、
「14．特に問題はない」が 14.2%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

１．新規採用で優秀な人材が確保できない

40%

4.9
0.9

４．中途採用で優秀な人材が確保できない

14.8

５．中途採用者の定着率が悪い

4.6

６．従業員の高齢化
７．女性従業員が結婚や出産を機に退職してしまう

46.6
1.2

８．従業員の生産性や士気が低い

12.7

９．従業員の長時間労働

7.7

10．後継者の育成
10．後継者の育成

38.0

11．従業員のメンタルヘルス
11．従業員のメンタルヘルス

4.9

12．定年退職者の活用について
12．定年退職者の活用について
13．その他
13．その他

50%

17.0

２．新規採用者の定着率が悪い
３．中堅社員、幹部候補生の中途退職が多い

30%

9.3
2.8

14．特に問題はない
14．特に問題はない

14.2

無回答

11.1
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問 17 結婚、妊娠、出産後も継続して女性が働くためにどのようなことが必要だと思いま
すか。
（あてはまるものすべてに○）

「17．育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備」が 37.0%で最も多く、次
いで「１．育児に関する制度の利用について、社員全員（女性社員を含む）での意識統一
が重要」が 31.8%、
「５．子育てを行う従業員を対象とした、始業・終業時刻の繰り上げ・
繰り下げ制度」が 29.0%、
「16．出産や子育てによる退職者についての再雇用制度」が 27.8%、
「13．育児サービス費用を補助する制度（ベビーシッターや託児施設の利用料補助等）
」
及び「14．子どもの看護のための休暇を時間単位で取得できるなど利用しやすい制度」が
21.0%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

40%

17．育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
17．育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備

37.0

１．育児に関する制度の利用について、
社員全員（女性社員を含む）での意識統一が重要

31.8

５．子育てを行う従業員を対象とした、
始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ制度

29.0

16．出産や子育てによる退職者についての再雇用制度
16．出産や子育てによる退職者についての再雇用制度

27.8

13．育児サービス費用を補助する制度
13．育児サービス費用を補助する制度
（ベビーシッターや託児施設の利用料補助等）

21.0

14．子どもの看護のための休暇を時間単位で
14．子どもの看護のための休暇を時間単位で
取得できるなど利用しやすい制度

21.0

４．子育てを行う従業員を対象とした、
フレックスタイム制度

19.8

３．３歳以上の子の子育てを行う従業員を対象とした、
短時間勤務や隔日勤務制度

19.1

９．妊娠中や出産後の女性従業員の健康、
育児休業制度などの周知や情報提供及び相談体制の整備

16.7

２．子育てを行う従業員(
２．子育てを行う従業員(男性社員を含む。以下、同じ)
男性社員を含む。以下、同じ)を
対象とした、年次有給休暇取得の促進のための措置

15.4

12.7

15．子どもが生まれる際に父親が休暇を取りやすい制度
15．子どもが生まれる際に父親が休暇を取りやすい制度
６．子育てを行う従業員を対象とした、
勤務地、担当業務の限定制度

11.4

12．事業所内託児施設の運営
12．事業所内託児施設の運営
（共同運営や保育施設と契約している場合も含む）

11.4

18．その他
18．その他

9.0

７．子育てを行う従業員を対象とした、情報通信技術（ＩＴ）
７．子育てを行う従業員を対象とした、情報通信技術（ＩＴ）を
ＩＴ）を
利用した場所・時間にとらわれない働き方

8.3

８．３歳以上の子を育てている従業員に
所定外労働をさせない制度

7.7

10．育児・介護休業法の育児休業制度を
10．育児・介護休業法の育児休業制度を
上回る期間、回数等の休業制度

7.1

11．労働基準法の産前産後休業を
11．労働基準法の産前産後休業を
上回る期間の休業制度

6.2

無回答

19.8
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貴事業所の今後の意向についてうかがいます。
問 18 今後の事業規模の見込みを教えてください。
（１つに○）

「２．現状維持」が 52.5%で最も多く、次いで「３．縮小する見込み」が 16.0%、
「４．わ
からない」が 15.4%、「１．拡大する見込み」が 13.0%となっています。

回答者数=324

0%

10%

１．拡大する見込み

20%

30%

40%

50%

60%

13.0

２．現状維持

52.5

３．縮小する見込み

16.0

４．わからない

15.4

無回答

3.1

問 19 貴事業所で１年間以内に正規雇用を募集する予定はありますか。（１つに○）

「１．募集しない」が 56.2%で最も多く、次いで「２．１～４人」が 27.2%、
「８．わから
ない」が 10.5%、
「４．10～14 人」が 0.9%、「３．５～９人」が 0.6%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

１．募集しない

50%

60%
56.2

２．１～４人

27.2

３．５～９人

0.6

４．10
４．10～
10～14人
14人

0.9

５．15
５．15～
15～19人
19人

0.0

６．20
６．20～
20～49人
49人

0.0

７．50
７．50人以上
50人以上

0.0

８．わからない
無回答

40%

10.5
4.6
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問 20 貴事業所１年間以内に非正規雇用を募集する予定はありますか。（１つに○）

「１．募集しない」が 58.6%で最も多く、次いで「２．１～４人」が 19.4%、
「８．わから
ない」が 13.9%、
「３．５～９人」が 1.9%、
「４．10～14 人」及び「６．20～49 人」が 0.3%
となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

１．募集しない

58.6

２．１～４人
３．５～９人

19.4
1.9

４．10
４．10～
14人
10～14人

0.3

５．15
５．15～
19人
15～19人

0.0

６．20
６．20～
20～49人
49人

0.3

７．50
７．50人以上
50人以上

0.0

８．わからない
無回答

70%

13.9
5.6

問 21 今後も現在の場所で事業を続けたいと思われますか。
（１つに○）

「１．現在の場所で事業を続けたい」が 82.1%で最も多く、次いで「５．わからない」が
10.8%、
「２．島田市内で別の場所に移転したい」が 2.5%、
「３．いずれは市外に移転した
い」及び「４．すぐにでも市外に移転したい」が 0.6%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

１．現在の場所で事業を続けたい
２．島田市内で別の場所に移転したい

50%

60%

70%

80%

90%
82.1

2.5

３．いずれは市外に移転したい

0.6

４．すぐにでも市外に移転したい

0.6

５．わからない
無回答

40%

10.8
3.4
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問 22 貴社が拠点の立地を検討する際に重視する点は何ですか。
（あてはまるものすべてに
○）

「４．交通の便がよい」が 49.4%で最も多く、次いで「１．顧客との距離が近い」が 43.5%、
「15．まちの将来的な発展性」が 22.8%、
「10．周辺住民・自治会等が協力的」が 19.4%、
「13．ゆかりのある土地」が 17.3%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

40%

50%

４．交通の便がよい

49.4

１．顧客との距離が近い

43.5

15．まちの将来的な発展性
15．まちの将来的な発展性

22.8

10．周辺住民・自治会等が協力的
10．周辺住民・自治会等が協力的

19.4

13．ゆかりのある土地
13．ゆかりのある土地

17.3

８．地価・物価が安い

15.4

７．税の減免

12.7

11．自然環境が豊か
11．自然環境が豊か

12.0

12．防犯・防災体制が整っている
12．防犯・防災体制が整っている

12.0

２．仕入先との距離が近い

11.1

３．競合他社の進出状況

11.1

６．市の支援策が整っている

9.9

５．従業員の居住する場所の確保

8.0

14．まちのイメージ
14．まちのイメージ

8.0

16．その他
16．その他

4.3

９．連携できる企業や大学

4.0

無回答

8.0
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60%

問 23 今後貴社が重要視する経営上の課題は何ですか。
（あてはまるものすべてに○）

「１．営業・販売力の強化」が 52.5%で最も多く、次いで「２．人材の確保 ・育成」が
49.4%、
「16．経費の削減」が 32.1%、
「17．事業継承」が 30.9%、
「５．技術力強化」が 27.2%
となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

40%

50%

１．営業・販売力の強化

52.5

２．人材の確保 ・育成

49.4

16．経費の削減
16．経費の削減

32.1

17．事業継承
17．事業継承

30.9

５．技術力強化

27.2

４．財務体質の強化

19.8

３．コストダウン（生産原価の切り下げ）

18.5

７．自社ブランドの強化

18.5

６．新商品開発、新事業展開

18.2

８．設備増強等

12.7

12．国・県等の金融支援制度の活用
12．国・県等の金融支援制度の活用

9.9

15．在庫調整の実施
15．在庫調整の実施
11．資金調達方法の多様化
11．資金調達方法の多様化

5.6
4.3

10．既存事業の絞り込み
10．既存事業の絞り込み

3.7

９．海外事業展開

3.4

14．雇用調整の実施
14．雇用調整の実施

3.4

13．既存借入の条件変更
13．既存借入の条件変更
18．その他
18．その他
無回答

60%

2.8
2.2
6.8
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問 24 生産・技術連携（産学連携・産産連携）について行っていますか。
（１つに○）

「２．連携していない」が 73.5%で最も多く、次いで「１．連携している」が 10.8%、
「３．
連携を検討している」が 3.4%となっています。

１． 連携している
10.8%
無回答
12.3%

３．連携を検討している
3.4%

２．連携していない
73.5%
回答者数=324

問 25 生産・技術連携（産学連携・産産連携）を行っている場合、相手先はどこですか（１
つに○）

「１．企業間連携」が 10.8%で最も多く、次いで「４．複数の機関と連携」が 3.7%、
「２．
大学等の教育研究機関」が 2.2%、
「３．公的試験研究機関」が 0.6%となっています。

回答者数=324

0%

10%

１．企業間連携
２．大学等の教育研究機関
３．公的試験研究機関
４．複数の機関と連携

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

10.8
2.2
0.6
3.7

無回答

82.7
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問 26 今後貴社が生産・技術連携（産学連携・産産連携）を行う場合、課題となることは
何ですか。
（あてはまるものすべてに○）

「12．まだ分からない」が 22.8%で最も多く、次いで「１．自社の人手が不足」が 20.7%、
「３．投下資金が足りない」が 15.7%、
「２．連携すべき機関の情報が入手できない」及び
「４．自社の技術力が不足」が 12.3%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

１．自社の人手が不足

20.7

２．連携すべき機関の情報が入手できない

12.3

３．投下資金が足りない

15.7

４．自社の技術力が不足

12.3

５．連携のための手続きが分からない

9.3

６．機関側のニーズが不明確

2.8

７．有効なマーケティング策がない
８．相手先にビジネス感覚がない

11.1
0.9

９．事業化まで時間がかかる

6.8

10．大学等の敷居が高い
10．大学等の敷居が高い

2.2

11．自社の技術・ノウハウが流出する恐れがある
11．自社の技術・ノウハウが流出する恐れがある

2.2

12．まだ分からない
12．まだ分からない

22.8

13．採算がとれない
13．採算がとれない
14．機関側の技術力が不十分
14．機関側の技術力が不十分

12.0
1.2

15．特に問題はない
15．特に問題はない
16．その他
16．その他

30%

6.8
3.4

無回答

26.9
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島田市についてうかがいます。
問 27 島田市で事業を続ける中で、島田市がよいと思う点は何ですか。
（あてはまるものす
べてに○）

「10．島田市に愛着がある」が 42.0%で最も多く、次いで「４．交通の便が良い」が 33.3%、
「２．取引先から近い」及び「３．市内に住宅地がある」が 18.2%、
「８．周辺住民・自治
会等との関係が良い」が 17.0%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

１．操業環境が良い

18.2

３．市内に住宅地がある

18.2

４．交通の便が良い
2.8

６．地価・物価が安い

4.6
0.3

８．周辺住民・自治会等との関係が良い

17.0

９．まちのイメージが良い

6.2

10．島田市に愛着がある
10．島田市に愛着がある

42.0

11．まちの将来的な発展性
11．まちの将来的な発展性

6.2

12．市内の自然環境が豊か
12．市内の自然環境が豊か

14．その他
14．その他
無回答

50%

33.3

５．市の支援策が充実している

13．防犯・防災体制が整備されている
13．防犯・防災体制が整備されている

40%

16.4

２．取引先から近い

７．連携できる企業や大学がある

30%

15.7
3.7
3.1
12.3

※自由意見は、216 ページ以降を参照。
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問 28 島田市で事業を続ける中で、島田市で足りていないと思う点は何ですか。
（あてはま
るものすべてに○）

「11．まちの将来が不安」が 44.1%で最も多く、次いで「５．市の支援策が不十分」が 25.6%、
「７．連携できる企業や大学がない」が 17.3%、
「４．交通の便が悪い」が 15.1%、「９．
まちのイメージが悪い」が 9.3%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

11．
11． まちの将来が不安

50%
44.1

５．市の支援策が不十分

25.6

７．連携できる企業や大学がない

17.3

４．交通の便が悪い

15.1

９． まちのイメージが悪い

9.3

３．市内に住宅地がない

9.0

６．地価・物価が高い

7.4

１．操業環境が悪い

6.2

２．取引先から遠い

4.9

14．その他
14．その他

4.6

13．防犯・防災体制の整備が不十分
13．防犯・防災体制の整備が不十分

3.7

12．市内の自然環境が乏しい
12．市内の自然環境が乏しい

3.1

８．周辺住民・自治会等との関係が悪い

2.8

10．島田市になじめない
10．島田市になじめない

40%

0.3

無回答

20.4

※自由意見は、216 ページ以降を参照。
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問 29 産業振興に関する行政の取組について、貴事業所が最も重要だと考えるものはどれ
ですか。（あてはまるものすべてに○）

「10．人材の確保や人材育成への支援」が 33.0%で最も多く、次いで「５．新規に立地す
る企業や店舗の誘致」が 30.2%、
「１．融資などの経営基盤の強化に関する支援」が 23.8%、
「11．各種支援制度に関する情報発信の強化」が 20.4%、
「３．新事業分野への進出や販路
拡大のための取組への支援」が 19.8%となっています。

回答者数=324

0%

10%

20%

30%

10．人材の確保や人材育成への支援
10．人材の確保や人材育成への支援

33.0

５．新規に立地する企業や店舗の誘致

30.2

１．融資などの経営基盤の強化に関する支援

23.8

11．各種支援制度に関する情報発信の強化
11．各種支援制度に関する情報発信の強化

20.4

３．新事業分野への進出や販路拡大のための取組への支援

19.8

６．土地・建物（事業所）の提供・貸与

19.4

12．市内の事業所を市内外に紹介するための情報発信の強化
12．市内の事業所を市内外に紹介するための情報発信の強化

17.9

９．新規起業者の操業促進や成長支援

16.4

７．既存の企業・店舗の閉鎖や市外への転出等の防止

14.5

４．産学官連携や農商工連携、異業種交流など、
産業に関わる交流機会の創出
２．研究開発や商品・サービスの
付加価値向上に関する活動への支援

13.9
12.0
10.8

８．Ｗｉ－Ｆｉなどの
８．Ｗｉ－ＦｉなどのＩＣＴ
などのＩＣＴ整備
ＩＣＴ整備
14．特に重要だと思うことはない
14．特に重要だと思うことはない
13．その他
13．その他

40%

4.9
1.5

無回答

14.5

※自由意見は、216 ページ以降を参照。
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問 30 島田市で就労機会の向上等に向けて、次の行政サービスのうち、必要だと考えるも
のはどれですか。（あてはまるものすべてに○）

「３．企業情報などの情報発信」が 32.4%で最も多く、次いで「７．起業支援」が 28.1%、
「６．就労に関する相談窓口」が 26.2%、「１．就労のマッチング」が 24.7%、「２．企業
などと連携した職業体験」が 15.4%となっています。

回答者数=324
回答者数=324
0%

10%

20%

30%

３．企業情報などの情報発信

32.4
28.1

７．起業支援
６．就労に関する相談窓口

26.2
24.7

１．就労のマッチング
２．企業などと連携した職業体験

15.4
13.9

５．ビジネススキル向上のためのセミナー
４．合同就職（転職）説明会

13.6
12.0

８．職場環境向上のための企業向け広報
９．その他

40%

2.8
19.4

無回答

問 31 島田市が活性化し、
（将来的な）人口減少に歯止めをかけるために、市としてどのよ
うな施策を重点的に進めるべきだと思いますか。
（ご自由に記入してください）

※自由意見は、次ページ以降を参照。
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自由記入設問 記述（全文）
問３ 問２でうかがったことについて、具体的に国や市が進めるべきだと思う施策があれば記載
してください。（ご自由に
ご自由に記入してください）
ご自由に
＜参考＞
問 2 国は、地方創生を推進する上で、４つの目標を立てています。貴社・貴事業所が最も期待する
目標は何ですか？
【回答１．地方における安定した雇用を創出する】と選択した者
○有力企業の誘致を積極的に進めて、雇用を創出することが最も急がれることだと思う。
○首都一極集中は危険。先の東北地方の津波等により機能不全などの例があり、遷都とまでは言わな
いが、地方分散にすることは今からでも遅くない。
○元気な、60 代、70 代、80 代が多いので、その人達が働ける場所があれば良いと思います。
（体力的
にきつい仕事以外で）。
○地域特産品を活用した事業（対海外含む）
。地方（地元）で調達できるものは地方で。
○人口増加の為の施策。
○大きな事業所が都市から移転してくれば若い世代も働く所が出来て、結婚も出来、子育てが出来、
市の人口も増えて良いと思う。
○地域の特性を活かした、第三セクター的な企業を創る、5 年～10 年先を見すえた計画を作り、赤字
を出るが何をすべきかを選ぶ事が大事。
○産業の育成。
○雇用が安定していれば人が集まり、若い人が来れば結婚、出産、子育て等の希望がもてるし、人口
増加にもつながり人、物の流れが活発になると思います。
○企業活動における創意や挑戦を削ぐ行政行為を排除する。決まりだから、無理だから、前例がない
からという理由先行型行動を厳に慎む。
○各省庁の地方への移転等、動かせるモノは、速やかに動かして、地方へ持って行く、東京が便利だ
から移れないのでは、東京一極集中は是正されないと思っています。
○雇用の創出の為、農地法を緩和して企業誘致を行う。米の生産は北陸・東北・北海道を中心に行う。
○若い人がゆとりを持って生活でき子育ても何の不自由なくできる様な社会、その為の雇用の確立を
第一に進めてほしい。
○１を選択しましたが、どれか 1 つを取り組んでも無理でしょう、すべてが整わなければ、地方創生
とはいえません、そもそもこのことはアンケートをとらなければわからない事項なのでしょうか？
○海外進出企業の国内回帰受皿地域を創出する。大規模な用地造成により、大～小企業を誘致する。
税制優遇策の充実。
○地方に住む人の多くが雇用されている。中小企業、小売り製造（下請け）などへの支援。
○地域の魅力を発掘し、新たな産業（雇用）の場を創出する。
○農業の法人化・集団化を進め、農作物を国内外へ販売し農作物のメイドインジャパンのブランドを
確立する。
○すべてが人の成せる世の中、自立型の人を育てる施設（班制度、進歩制度）で生産性を発揮する、
人を創り出せる様に実用型教育施設を設ける。
○企業誘致、地方大学と連携した産業振興、雇用創出、地域大学進学者への奨学金、支給や返済への
優遇措置。
〇地方に立地する企業に税の優遇をする。固定資産税、法人税など。
○安定した雇用を創出しなければ、地方の活性化・発展はない。
○行政と民間が真に対等な立場で、税金のみ投入ではなく、民間のお金を使用し返済可能な（利益が
見込める）開発、誘致を計画的に進めるべき。公共施設と民間施設の併用など効果的な開発。
○雇用地に住宅と消費力の魅力を造り出すこと。
（学校等も含む）
。
○高齢者の施設があれば、雇用先ができる。
○有効に利用されていない公用地（どれくらいあるかわかりませんが）の放出。有効利用。有効に利
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用されていない農地の有効利用。有効に利用されていない山地の有効利用。
○人口が増えている地方を見習って島田市は今、コツコツとやっています。子育てしやすい環境作り
として、こういう事を始めています。若い世代の雇用を増やすには？島田市はもう取り組んでいま
す。
○地域の活性化、補助金、助成金の充実をお願い致します。
○製造業における労働力確保が整わない。正規比率 27%の中で、ものづくり企業の人的確保につなが
る優遇策など整備してほしい。税制、住居、交通インフラ。
○若者定住できる、住まいや子育て支援が必要。市としても、近未来型企業誘致が必要。他県やほか
から、人が集まる仕組みを考える。
○基本的に民間企業の事ですが、企業立地、優遇税制等施策の後押しが無いと進みにくい。
○人材集めに本当に苦労している。
○企業誘致。
○法人税、消費税軽減。
○①働く場所の創出②働く人の創出（大学誘致）③居住地としての魅力づくり（駅前付近の開発の遅
れ）（基本的インフラである水道網が不十分）
。
○もっと仕事の現場を増やしてほしい。
（建築現場）。
○企業誘致及び補助。
○活発な企業活動を作り出し、若者が安定し、発展できる仕事を得られる事が、地域にとって大切だ
と思う。
○専門的な学問を勉強しても生かせる企業がなく、東海地震や原発 30km 以内の条件下で撤退する企
業がある。企業誘致は厳しいと思いますが頑張ってもらいたいです。
○一極集中でなくもっと地方に目を何けた政治が必要、第一次産業である茶農家が、茶価が安く、耕
作放棄地が増えている現状をどう思うのか。
○若い人を雇用する為に公務員等の退職後の出先機関（天下り）雇用の廃止を！統計調査員等も公金
が出ているようですが人材、年齢を考慮してもらいたいものです。

【回答２．地方への新しいひとの流れをつくる】と選択した者
○住みやすさを向上させること。静岡駅から JR で 25 分の通勤圏、子供の教育、大人の健康増進に役
立つ施策があれば人口増加するかも。
○若者が魅力を持てる様な地方都市にしなければならないが、その為には…？
○国の財政出動の拡大により、東京一極集中をやめてバランスのある発展をめざす。
〇交通にかかる料金の見直し。商業・住居・工業等地域の見直し。里山の保全（杉だらけの山は改善
した方が良い）
。
〇公共機関の地方移転。企業（本社）の地方移転。
○空港直下の新幹線新駅。
○個性的な生き方、暮らし方の提唱。
○定年、老後静かな田舎暮らし。空き家のリフォーム、若者の子育て支援や住宅建設支援。
○企業を誘致出来る様に工場用地を造る。
○若い世帯が住みやすい町に。
○長老の意見は意見として、若者の意見を尊重する事。
○住宅及び住民の増加により消費も増加、地域の活性化に。
○市が様々なおもしろい施策を打ち出しているのはいいと思うが、その動向がまったく見えない（HP
でさえ、わかりにくく見つけにくい）。情報発信において、官・民・学・一般市民などもっとつなが
り合いながら相互に発信することで島田市の魅力をアピールする必要がある。
○豊かな水資源を利用したまちづくり。大学の進出誘致。会社（工場）の誘致。
○魅力ある街づくり。
○小さな商店の集合体、駐車場のある大きな建物にテナントがたくさん入る。
○市の PR が足りないと思う。
○島田市のことを知ってもらう。
○人が集まる様な、公共の場を考えていただきたい。
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○都市部への通勤手当の課税強化。
○それぞれの市（地域）において、特色を活かした開発政策を提案推進し、国が、アドバイスやフォ
ローを行う必要があると思います（歴史、特産物、自然環境等を特にテーマに活かす）。
○ブランド化。島田市でいうとお茶、日本国ではモノづくり。
○この地域に特徴のある事を推進する。
○人の動きと経済が連動している為、地域内外を問わず、人の流れを活性化させる名所、施設の整備
を進める。
（例えば、静岡空港周辺に何かを作る。
）
○新東名インター、静岡空港に関連した周辺の都市整備による企業誘致。
○一応本通沿いの御仮屋町ですが、道路はボコボコ、雨天時は道路が川になって危ない。徒歩では危
ない！子供や老人が歩く道ではない。3 歳の子どもがいるが、ベビーカーを使う人は大変住みにく
い。
○観光の目玉などを作ったりする。
○新工場、大学、空港を利用した観光施設を作る。バイパス 4 車線化に伴って島田の道の駅などを新
設。
○住み良い町を創生し、その宣伝（アピール）を積極的に、ねばり強く行う。
○JR 新幹線の新駅（しずおか空港駅）を新設して、海外からの玄関口として利用する。
〇空港を活用して島田市へ観光客を呼ぶ。介護・医療関係の大学・専門学校の誘致。
○特産品等のブランド化による仕事創生→労働力の定住増加。観光資源の見直しと活用。地方創生実
施策の情報発信。
【回答３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる】と選択した者
○出産、子育てへの援助金や援助施設。
○結婚・出産・子育てしやすい環境を整える（医療費・待機児童対策など）とともに、安定した収入
を得られる環境づくり。
○安心、安全な子育ての環境づくり。
○少子化の不安の解消は異なる世代も含め、日本全体で取り組むことが大切だと思います。中高年の
力も最大限活用して、孤立化しない環境でのびのびと子供を産み、育てる方法を考えて欲しいです。
○結婚・出産についてはそれなりの施策が進められている様子がうかがえるが、出合いから結婚まで
の支援が薄いと思う。まず結婚がなければその先もない。
○結婚年齢が遅くなり子供が出来にくくなっているので、不妊治療を行う事が多くなっているが、医
療費が高く途中で断念する事も多い。資金の面倒をもっと見てあげるのが良い。
○収入面での向上、待機児童問題の解消等々、若い世代の方々が安心して結婚・出産・子育てを考え
られる事が出来る社会づくり。
○中学生までの子供の医療費を無料にする。中学生までの子供を持つ親の医療費を補助する。安価な
住居を提供する。
○経済の安定。それがなければ収入の少なさから結婚も考えられないし、子作りも考えられない。3 歳
までは母親が子供のそばに居てあげてほしいと思う。
○子育て中の家族に対する優遇税制や、高等学校学費の補助等の支援。
○独身者の出会いの場をつくる。空き家の調査（貸してくれる・売ってくれる・リフォームなど）
。
○30 歳代の男女共に独身が多すぎる。各地で婚活などの成功例を基に、地域に合った活動が出来るの
では？
○安心して子育てできる無料の施設を充実させ、母親が仕事できる環境を整備する。
○少子化も、女性の社会進出・復帰も、これがうまく解決すれば全てにおいてクリアになると思いま
す。大切なことが後まわしにされ、国も市も保身ばかり気にしているので、無意味です。
○イベント等を通じて若者の出会いの場を持つようにする。
○老人と若い人の格差がありすぎ。借金を若い人に残さないで欲しい。
○若い人があきらめ加減で自身のことを語っていたのを聞いた事があります。希望を持って自らの人
生をおくっていけるように各家庭内でも話題にしていただきたいと思います。
○若い人が子育てを行いながら、安心して就労できる環境が必要と考えます。保育園、放課後児童ク
ラブの一層の充実を希望します。
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○結婚に必要な雇用の安定・往宅設備。託児所等の拡充。若い世代への資金調達を無理なく出来るよ
うにする。
○市、国等が大々的な婚活場所を提供したら？
○補助金、育児施設の充実等の子育て支援。若い男女が会える機会の提供。
○安定した生活ができ、安心して子育てができること。
○保育料助成、学生の医療費無料。チャイルドシート補助などを徹底してやり、アピールする。
○光回線の導入。廃棄物処理設備の充実（他市に先がけて）
。
○子育て期間の優遇税制や学費助成。
○行政での結婚相談所の開設。
○市で出産費用援助をする事を望む。
○高齢化が進む中、若人と連携を強化し創業をフォローしていく。雇用も創出し生きがいも生まれる。
○子育て中の家族への税などの優遇。
○安心して子育てができる経済的支援が必要。
○結婚・出産を促進するような十分な補助金制度や、保育所の増設等の働ける環境作りが必要だと思
います。
○発達障がい児に対しての施策を考えてほしい。袋井市の対応がかなり良いので、他の自治体も参考
にして欲しい。
○子育てしやすい環境を作って欲しい。フランスの様な。
○産婦人科の増設の援助。
○団塊世代が優遇されすぎ。扶養控除がない。児童手当でごまかしているが、適当に働いている人が
優遇されるだけ。
○子供を育てる為の経済的負担の軽減。子供を多く産んだ方がメリットがある政策など。例：30 歳以
上の社会人で独身への課税を多くし、子供が多いほど減税する。元々そうなってはいるがより一層
差を大きくする。

【回答４．時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
【回答４．時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する】
時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する】
と回答した者
○もっと働ける場所がほしい。
○まずは、土地改良から進めるべき。宅地化して住宅を増やし治安の良い地域にする（派出所の設置）
〇情報インフラ（コンテンツ含む）の整備。くらしのセーフティーネットの構築。
○蓬莱橋への来客は年間 10 万人位と聞いているが経済効果がなく、観光バスの滞留時間も極めて短
いという。西岸谷口原は、景観、歴史、業産地として観光資源は極めてよい。交通便も良好であり、
バスの駐車場と休憩物販施設の費用便益を検討出来ないが、客は蓬莱橋をなぞりバスを西岸へ回し
て乗車させれば、片道で済む。
○東京一極集中をなくすには行政の地方移転など、もっと国と地方のあり方を見直すべきである。
○地域包括ケアシステム。
○高齢化、立地の郊外化等による買物難民、公共施設へのアクセスの不便さ解消の為、バス（マイク
ロ、ワゴン車等の小型の車）の循環運転又、何よりも「地方創生」の意味とビジョンの発信。自ら
参加する意味の意識改革は、必要だと思う。
○都市から地方への移住に伴う再雇用の促進。
○島田市での、人口の増加。
○地域間交流、生産物交流、年間を通しての拠点づくり。
○隣接する市町村との連携。避難訓練であったり、催し物であったり、これまで独自の枠組みで行っ
てきたことを共有する。
○田舎には田舎の良さがあります。でもあまり都会化すると危険があります。その辺を考えて田舎の
良さを生かして行けたらと思います。
○市民が助かる補助や活動を多くやって頂きたい。
○町内単位の努力を求め、行政は何を協力出来るか対話が必要。
○秋に島田市の小中学校がお休みになる日がありますが、島田市以外に勤めている場合は休めないと
思うので地域を連携する事が必要だと思います。
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○地域、組のつながりをよくすることを考える。
○市は企業を誘致して、工場を建ててもらう。
○景気対策。
○地域における状況は悪化していると思われる。昔ながらのなあなあとした年功序列的なものではな
く、その時代に合った考え方が出来る若者の思考も取り入れ、その地域の特色を生かし、新しい取
り組みをしていく事が必要。何事に対しても無関心な人が多すぎる。
○大企業と中小企業の役割。大企業は中小企業をおびやかすことのないように値崩れの問題。
○若い世代が島田に残りたい、もしくは、島田に帰って来たいと思うような町づくり＝魅力ある町に
するためには、やはり産業の発展、そして文化の保持が大事だと思う。
○原発問題。30Km 圏内ですが、稼働せざるを得なければ、中部電力に他の市町とも協力して、料金等
のサービスも交渉すべきでは…
○働く所がないので若者が出て行く。
○シンプルかつ実践的な市民防災体制。
○具体的に国や市が進めるべき施策を作ればありがたい、地域の連携となる。
○掛川市の教育介護福祉が一体となっている「希望の丘」が評価を得ている様に、行政サービスも一
ヶ所で色々受けやすくし、高齢化が進む中で買物難民を作らない生活支援をして頂きたい。その財
源としては下水道計画を押し進めるのではなく、経済的な小型合併処理に切り替えて頂き、時代に
合った地域づくりをして頂きたいと思います。
○地方の活生化、商業施設、災害時の設備等充実してほしい。
○市外県外などから観光客を呼べるような場所の整備（蓬莱橋）橋の麓など川越の建物を展示したり
すればもっと印象的になると思う（今は車を降りて橋を渡るだけでなんにもない）。
○くらしやすい地域づくりの為のインフラ整備。
○定年製度の見直し。建設現場への女性の進出については、トイレ等の改善。
○インフラの整備、物流の拠点となる戦略。
○補助金のバラマキは１サイクルで終ってしまうため NG。教育、雇用、定住、医療に力を入れるべき。

問２７ 島田市で事業を続ける中で、島田市がよいと思う点は何ですか。
○自分が生まれ育った地だから。
○六合地区に在住していて、藤枝市の勢いが凄い事になっていて島田市がどんどん遅れて行く実感が
ある。
○社員が静岡～豊橋と遠くから通勤をしている。
○島田市の企業が少ない。
○良いにせよ、悪いにせよ、知人、友人が多く、働きやすい。協力が得られやすい。長期間住んでい
ることで、信用につながり易い。反面バッシングにもあいやすい。
○人とか物の物流等日本の中央付近である。
○まだ整備されていない地域が多く、今後に期待したい。
○初倉に住んでいると島田市の利点というのがあまりない。
○交通の便は本当に良いと思う。
○顧客の大半が島田市内の方だから。
○山や自然環境を利用する考えることが一番いいと思う。生活費が安くて済むこと。金は使ってなん
ぼ。使わなくても生活はできる。
○人間味があってすてきな人が多い。
○バイパスが事故等により遮断された場合、広報のアナウンスで流してほしい。
○よいと思うところ特になし、自宅があるからここで働いているだけである。
○藤枝市より遅れていると思う。発展が遅く、地域を引っぱっていくべき街中心部の活気がない。
○神奈川県から注文がきます。市内では余額的に少ない仕事です。
○大きな山河に恵まれている、1 次産業なら生活できる。
○旧市内から住宅地へ移った。
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○茶業製造機械製造業の為。
○交通の便は良い。市の支援策が充実している。地価、物価が安い。周辺住民・自治会等との関係が
良い。町のイメージも良い。町の将来的発展性、愛着がある。市内の自然環境が豊か？
○昔からの人間関係。
○観光に対して施策をやってこなかった分、これからに期待できる。
○市の担当者が異動すると一から仕事を考え直す事もあり、ビジョンが固定されない。
○人口規模が大きくない点で事業がやりやすい。
○事業を継続しているから。
○島田市には仕事が少ない。
○知り合いが多い。冬暖かい。
（風は強い。）

問２８ 島田市で事業を続ける中で、島田市で足りていないと思う点は何ですか。
○土地に対しても言える事だけど「規制緩和」をしていかなければ発展はないと思う。
○蓬莱橋に観光客が来るのをよく見かける。しかし、橋を軸に何かの施設（楽しめる、落ち着ける）
がある方ががよい。何か手があるのでは？
○高齢者に関わることをやっております。数十年間地域密着的に地域や行政との協力関係の中で活動
を行ってきましたが、この所、高齢者事業については、市の政策より、市外、県外の資本力のある
企業の働きで動向が大きく変わっているように思われます。もともと不足気味の人材が決定的に悪
化傾向にあり、小さな町が大変な状況になっているようです。資本力をバックに大型住居は沢山で
きましたが、経済的に充分でない方々への対策が必要なことと、島田を愛しこの地をよくしたいと
願ってきた地域密着的事業者へのフォローを今後どのようにされていくのか、伺いたい所です。
○市が周辺市町村と連携をとって、同じ日を休日に定めて欲しい。島田市のみの独自の休日は迷惑。
○大企業等との接点がない。
○駅周辺の整備、空き店舗の事業促進→家賃の引き下げ。
○企業が他の県、市に出ていく。
○市が、主に目指している方向がよく分からない。
○市の将来の展望が見えない。
○技術の向上や新しい技術の取り込みは、市内ではほぼ無理。
○働ける事業所が少ない。これからますます減少して行くと思う。
○行政がとても上から目線で後ろ向き。行政が経済活動の妨げとなっている。
○駅前に活気がしない。オビリアができても不評が多い。
○営業していなくても、シャッターは開けて欲しい。街のイメージが悪くなる。
○新東名のインターが出来る以前に、インター周辺で島田市にお金が流れる商いが計画実行出来れば
良かったと思います。
○大井川の東西それぞれの地域内では比較的便が良くても、大井川を行き来する際時間帯によっては
非常に交通の便が悪い。
○大井川にかかる鉄橋で渋滞はないが、藤枝側の旧国道は渋滞が激しい。御仮屋の交差点は左折専用
レーンを作ることで渋滞は緩和できるのではないか。
○大型集合住宅が必要。
○同業者間での競争がない、癒着が多い。
○市内の良い所が伸ばされていない、中心街が死んでいる。月末の銀行あたりだけ人が多い。魅力が
ない街、方向性が見えない。特徴が生かされていない。
○お茶についてもう少し手軽な方法でおいしいのが飲みたい。冷茶用等色はいいけどまずい。
○買い物に便利で、住みやすく、学校に近い所に転用できる農地があまりにも多い感じがします。
○我が島田に企業を起こし、税金を納める社会のリーダーを育てなければ、難民の国になってしまう。
若者一人一人が命をかけて国を支えられる自立型の教育施設の設置。
○島田、藤枝、焼津の旧市街地は良くない。藤枝の駅南だけは良く見える。島田も郊外は良くなって
いると思う。
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○待機児童（入所したい児童）の状況がわからないので、見通しがつくような情報が欲しい。現場で
の様子を把握し、事業状況を行政が知ってほしい。
○市で何かを購入、作る際に市内の業社を最優先に使うなどして、市内業者を潤すべき（→法人税が
市に戻ってくる）。市庁舎(入口)にある表示灯パネル等。
○近くに若者（子育て世代）の仕事場がない。
○交通機関（特に山間部）がない。山間部に住む高齢者は、手の打ちようがない。
○犯罪が多発しているので、市内各所に監視カメラを数多く設置してほしい。
○町の将来が不安。市内の自然環境はどうか？
○不審者の来訪がたびたびある。
○金谷地区は住宅地が不足している。
○本当にやる気があるのか。お金が無い、それは民間でやる事といってリスクを避けているようなと
ころがある。市側が多少のリスクを承知でやることが大切。
○周辺が住宅地になった。工業地域だったはず。
○市の政策、特に街づくりが明確とは思えない。バラバラな開発と思える。単発的な祭、イベントで
は直ぐ冷める。
○品位が高く言葉がきつい。
○島田市の独自性を早く出してもらいたい。
○財政の健全化も結構ですが、必要なインフラ整備等の投資は必要と考えます。
○大きな企業がもう少しあった方が良いと思います。
○大井川を中心とした自然環境の更なる活用。
○市長が何をしたいのかわからない。

問２９ 産業振興に関する行政の取組について、貴事業所が最も重要だと考えるものはどれです
か。
○支店が多いので、本社機能の移転を目指す。
○単発事業で終ってしまうことが問題。
○例えば中堅社員を育てる場が業種ごとにあると良い。
○新規企業を誘致し、島田に仕事が流れるしくみづくり。
○若者がチャレンジをしやすい環境整備、地域経済の発展を望みます。（支援とはちがう）
。
○役所に出入りが多い業者のみを使うのをやめる事。
○プロの力を借りるのが良い。
○製造、物流企業の立上げを支援すること。
○新事業分野の拡大を希望する。
○（cf）内地輸出とか海外人口が少なくても出来る産業。人口増加は無理。80,000 人位になるだろう。
（S16 年、位）
。
○観光振興。
○チェーン店や大型店よりも特色のある店を支援しないと、市内がコンビニばかり、コメダ等ばかり
だらけになる。
○島田市の強みをより強化して“特色”を全面に出す。

問３１ 島田市が活性化し、（将来的な）人口減少に歯止めをかけるために、市としてどのよう
な施策を重点的に進めるべきだと思いますか。
○市長がその時、状況に応じて、適切な判断をしていくこと。将来人口減少が見込まれる上下水道の
ような推持に莫大なお金のかかるものを廃止すること。市長が地域にお金をおろす事業を積極的に
行うこと。
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○人口減少に歯止めとなること。1 つだけやってほしいのが、新幹線駅を静岡空港の地下に設置する
ことである。地上駅でなく、空港の地下駅とする。地下駅としてエレベーターで空港敷地内に出て、
ロビーに行ける。世界で 1 つしかない空港駅となれば、魅力ある街、魅力ある空港となり、企業、
大学等の誘致が必ずできる。すぐ予算のこと、JR の考え、方針ということになるが、それを考えて
からの記入では、このアンケートの意味がない。技術的なこと、地権者、その他諸々の問題は沢山
あると思うが、それを先に考えると何も、
「市の活性化、人口減少の歯止め、市の施策、重点的に進
めるべきか？」の質問に記入する気が無くなるので、是非進めてほしい。
○魅力を発信し、安全、快適な町づくりを全国にもっとアピールすること。そのことで将来「島田市
に戻ってこよう」と思う人が増えてくると思うし、ずっと住みたいと思う。
○住みやすく、魅力ある町づくり。まず土地の整備、改革。農業振興地域の改革。青地から宅地への
変更をしやすくし、宅地を増やして道路整備も少しずつ行いインフラ整備をしっかりやっていく。
子供達が住みやすい街を整備する（少子化対策）
。教育の充実化、医療の見直しや企業の誘致。今の
ところ、広い土地→金谷初倉地区にどんどん来やすい条件を入れて誘致していく。工業団地等が増
えていきそれに伴い住宅も増え人口も増えていく。出来るならば大規模な複合型商業施設の誘致。
例：コストコ（静岡県にない、今がチャンスだと思う）
。
○企業誘致を行う。住宅団地の整備。静岡空港周辺に JR リゾートの誘致→他の商業施設等の発展。雇
用促進→地域の魅力アップ→人口増加。
○島田市内の中小企業及び小規模企業が独自性を持って自立できるように、産学官金連携で支援する
こと。
○住みやすい街作りが大切だと思います。駅に近い住宅地、住宅に近い病院（総合病院）、公園、大学
誘致、健康増進（自転車通勤に危険の無い走行ゾーン作りなど）
。
○島田に住みたいと思える（思わせられる）魅力ある市となること。安定した収入を得られる雇用環
境。企業誘致の推進。婚活など出会いの機会づくり。不妊治療の助成。子供の医療費の助成。待機
児童をなくす。
○島田高校を駅から徒歩で行ける場所に移転し、入学希望者を増やすことも活性化の 1 つになると思
います。島田の高校に入学しても、帰りに立ち寄る店もないし、学生から見て商店街に魅力が無い
と言われていることもありますので、併せて駅前商業ゾーンの活性化も必要と思います。駅に降り
た時にその街のイメージは決まりますので、上記の検討も急務と考えます。
○シャッターを閉める店舗が増えて、平日の日中には歩行者（買物客）が殆んど目につかない。小規
模店舗の活性化をはかる。このアンケートも、もっと小規模事業者向けの設問が少ない。
（無いに等
しい）高齢者が増加し、毎日の生活必需品が宅配されるようになった。その理由を行政も考えても
らいたい。考えているなら、何故そんな業者が増えたのか？便利だから？そうなった原因を考えて
ほしい。
○住みたい、魅力的な街にできるとよいと思います。特に子育て世代、教育の充実に力を入れてほし
いです。人を育てるには時間がかかるかもしれませんが、困っているお子さん、ご家庭への支援、
子育てが楽になるような環境整備など。島田市ならでは、島田の今のよさを大事にしながら更なる
発展をしていけるようとても期待しています。
○安心して住める町を実現することだと思います。安心して子供を産み育てること。安心して働ける
こと。安心して毎日のくらしを自分らしくできること。けがや、病気になっても安心であること。
安心して年をとり、安心して死ぬること。産まれることも、死ぬことも、同じ生の営みであり、ど
ちらも同様に尊厳をもって充分なケアがなされ、島田で良かった、と一生を終りたいものです。団
塊の世代が課題となっていますが、多くの高齢者は知恵と力をまだまだ失わず役に立ちたいと考え
ています。子育てや若い人の成長に力を貸すことができる人が大勢います。それは島田市の大きな
財産と考えれば高齢者が多いということは、これからの若人、子どものために働ける人が一杯居る
ということになります。その力をフルに活用して子育て支援を多様に充実し、将来社会に貢献でき
る子どもを沢山育てることが地域にも日本にとっても有益だと思います。子育てと介護はつながっ
ています。地域を愛する者たちの温い思いの中でサポートのしくみをつくれたらと思います。安心
して子育てや看とりができる横断的な政策を期待します。
○①大井川鉄道の改革。井川から。南アルプス、聖平までのアルプス高原鉄道の建設。②限界集落の
対策に本腰を入れる。③中山間地域の地域を再構築する為に、各地域に対策委員会を設置して具体
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的検討に入る。④農業改革を推し進めるため、農家、農地所有者会議を各地域ごと始める。
○若年層への学校、保育園の充実（待機児童）。医療と中学、高校まで無料化。国保料の引き下げ。給
付型奨学金の導入。人にやさしいまちづくり。福祉、社会保障の充実。
○個人経営の事業所なので充分な回答が出来ませんでした。
○市街地中心部にあるピーファイブの 1 階が閉まっているが、これを道の駅として活用してはどうか
と思う。町中から 20 人以上の起業者を募集し家賃を市が援助して格安にし、色々なものを売った
らどうでしょうか。起業支援にもなり商店街の活性化にもつながっていくのではないでしょうか。
ただ駐車スペースがないので、市が県と交渉して歩道以外の部分を駐車場として利用したらどうで
しょうか。
○何か魅力的な企業を引っぱって来る。IT のインフラを整備して、シリコンバレーを作るとか。
○海外進出している大企業については円安や株高の恩恵を受けているが、中小企業については増税や
原材料の高騰により厳しさが増している。特に製造業に関しては、取引先の拠点が海外に移り部品
の現地調達が押し進められている影響で受注が減少傾向にある。こうした中小企業の衰退が、安定
した職場を求めて、大企業又はサービス業の多くが集中する大都市圏への人口流出を急増させてい
ると考えます。故に県内産業の基盤である中小企業を救う大胆かつ大規模な対策を速やかに実行し
なければ手遅れになると思われます。また、人口減少のもう一つの要因として晩婚化、未婚化があ
ると考えられます。ここ数十年の生活環境の急変によって、結婚の必要性が薄れつつあるうえに、
むしろ結婚が生活の負担になると考える若者が増えています。結婚しなければ出産は望めないため、
出合いから結婚までを支援する対策が必要となります。強制的な出会いの場を設ける、デート休暇
制度や、婚活支援金、結婚祝い金、出産祝い金、学資支援金、新築支援金などの金銭面のサポート
も重要です。
○駅を中心とした生活圏の整備。都会のように駅を中心に商店を集中させ、歩ける範囲で生活必需品
を買うことができるようにすべき。自家用車以外のその他の交通手段の促進。高齢になると自家用
車はは乗れなくなる。集合住宅（マンション）の建設、特に六丁目地域。娯楽施設の建設（映画館、
ショピングモール）。一度転出しても、また帰ってきたくなる街づくり。無理に出てしまう若者をと
どめるのではなく、やっぱり島田はいいねと自主的に戻ってこさせるような街づくり。
○きめ細かく、ケースバイケースに的確に対応する事が大事だと思います。
○安定した雇用を創出するには、地元の中小企業を元気にする事も大切な事だと思う。島田に企業を
誘致し、若い男女が島田に多数勤務出来る様な企業を増やす。下請、内職まで仕事の手を出す様な
企業（自動化で社員を多く必要としない会社）はプラスにはならないと思う。子育て世代には収入
面の助成や子供保育助成を手厚くお願いしたい。保育料 0 円等。空き家を利用し島田に住んでいい
ただく等。原発事故の恐れから出て行く企業が多い為、その対策が重要だと思う。
○①茶業の振興を計る（茶葉の生産だけでなく、二次加工品や販路の拡大などを含めて）。②子育て支
援（医療費、学費などの支援）。③山から得られる、木材、竹材を利用したバイオマス産業の創出と
省エネルギーの町づくりを進める。
○子育て支援。
○富士山静岡空港を活用した観光事業の展開。大学誘致等による若者層の取り込み。お茶の郷地域の
計画的な活性化。新東名を活用した地域や行政の活性化。東海地震等への防災面の強化。
○国には、自分達で地方をつぶしておいて地方創生とはふざけるなという観点から議論をはじめるべ
きだと思う。前のページにも書いてありますが、初倉地域などは吉田町などとの連携を目指した方
がいいのではと思う。
○大手企業の誘致。商店街の活性化。駅前（南北）の店揃え。家族で遊べる場所、イベント実施。
○若い世代で組織化されている団体（ＪＣ、会議所青年部、商工会青年部等）の、若い新しい発想を
取り入れるべきと思う。
○中山間地への定住促進施策。大胆な農地集積と農地転用による企業用地や住宅地の造成。子育て支
援住宅の提供（補助）。
○交通の便の良さを活かした企業の誘地や空き家対策を市街地中心部で行い、それと連動したおもて
なし（住環境を整える。就労体験の出来る企業の育成 etc.）を強化する。若い世代に人気のない街
だとしても 50 代以上の人にとっては魅力ある街かもしれない。そういう世代に特化して街を作れ
ば今市内にいる若者にも良い刺激になると思う。島田、初倉、金谷、川根。街の発展が島田に集中
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し過ぎないよう、それぞれの地域の特色を後押しする施策を広報等を用いて市民に伝える。街の将
来像をある程度示してもらわなければ発展する方向性もみえてこない。
○島田市は自然にも恵まれ、交通も便利で、とても住みやすい所だと思います。最近テレビでも放送
されたりしますが、空き家の活用をしたらどうでしょうか。自給自作で古民家に住んでみたいと思
う人達の希望となる様な島田市になっていったらいいですね。
○住民税の軽減等の税制面の優遇、子育て支援策、医療費等の軽減策等、若い人が住みやすい環境づ
くり（長泉町の様な優遇策？）
。
○前に話題になった大学誘致などが効果的だと思われる。その他積極的なイベントや広報活動などが
必要。島田市が何をしようとしているのかわからない。
○1.若者が結婚しても生活安定できる環境作り。2.子育て支援の充実→特に待機児童を無くすため保
育所を増やす。3.パートで働く主婦層の企業への労働場所を市と連携する活動。4.市の財政は大事
だが、未来を期待出来ると思われる施策は重点的に資本を注入する。（企業も現状からの脱皮は常
に行わねばならない事と同じと感ずる）5.農協主導ではなく若者の農業に市が協力し、生産から販
売までのしくみを作る。大井川の自然を活かし都会の若者が島田市で生活出来る地方創成を作り上
げる。
○地域の役務が多すぎる。一人世帯では生活出来なくなる。
○川根に在住する者ですが、島田側と同じように金谷側の道路を良くしてほしいです。特に新東名が
出来てから通勤が不便に感じています。私達の様な個人事業ではなく、従業員を大勢使っている所
を対象にアンケートを配布した方が良いと思います。
○なかなかむずかしいと思いますが、魅力ある町づくり（アバウトですいません）を期待しています。
○他市よりすべての税が少しでも安い事。お金の無い人、事業者をいじめない。大手の下請業者が多
い市（県）で有るので、そちらの海外工場が地元に戻ってきてほしい。産業空洞化反対。他市より
子供を育てやすい等、日本一の自慢が他市よりいっぱい出来れば島田に住む。
○仕事のある街に人は集まり、生活しやすいと人は根づく。島田は交通の便は良い方なので、大いに
利用し、企業誘致を今以上に積極的にするべきである。あと旧国道 1 号線沿いの活用の仕方に問題
がある。飲食店が少なすぎる。休日の夕方は数少ない飲食店に待客があふれている。飲食店の多い
街は栄える。若者が子供を多くもうけることのできない理由は、育児期間中の所得減少を気にする
ため。将来の学費を気にするため。子供の多い世帯にはもっと補助を手厚くするべきである（大卒
まで）。子供をつくれるのにつくらない夫婦には育児税なる税を課し、その税で子供のいる世帯を
支援したらどうか。子供の人数が多い程税率を下げる。はっきりと税の名称をつくった方が効果的
である。※子供のいる夫婦は毎日を子育てに追われ、いない（つくろうとしない）夫婦は悠々自適。
将来稼ぎ手となった時、子供をつくらない夫婦の面倒を金銭的に援助しなければならないのは、そ
の子達です。そんな人では、子育てをがんばった親達は報われないですよね。子育て、学費、マイ
ホームローン、仕事、子を持つ親は疲れている人が多いですよ。
○今現在、市内に土地+建築物を所有していても土地建物をそのままにして、所有者は市外に住んで
いるという無人の建物が増えています。これはより便利な都市部へ移住しているのですが、建築物
が建っていれば税金が少ないため、建物を放置したままになっているのだと思います。地域として
は、環境を美しくする意味でも、その場所を使用して地域が活性するという意味でも（他の町から
の転入など）無人の建物に関しては税金を上げる方が良いのではないかと思います。※それからこ
のアンケートですが質問の内容があまりにも大ざっぱなくくりになっているので、返答ができかね
るものもあります。
○企業の誘致。後継者の確保。
（後継者が引き続き営業を継続しても利益が生じ、毎日を安心して暮ら
せるようになる支援。）
○アンケート調査に協力出来ず申し訳ありません。事業後継者もおらず、年齢も 75 才を過ぎていま
すので廃業も視野に入れています。
○まず、少子化を引き起こしている行政を止めるべき。次に、行政が歯止めをかけるという使命や機
能を忘れる。それが上から目線の原因になっている。人口増を人口移動にたよろうとする安易な発
想ではなしに、妊娠・出産に原点があることに立ち返る。男女の出会いがよい循環をもたらす。男
女の出会いを積極的に支援すべき。結婚して子供を作った方が党だと思わせる、そういう生活環境
をつくっていくことが重要。たぶん、そういう本質的なところを避けてきたのだろう。男女協働参
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画や男女雇用機会均等、育児分護休業等の社会諸制度がそれらを内包していくべきだ。
○国も市も頭で考えるだけでは、結果も答えも出ないように思います。対策を考える人達が実際に島
田市を支えている。一般企業や個人企業に出向き、仕事や実情を体感するために仕事体験したらど
うでしょうか？私達個人事業主は、会社員の方と比べたら、特に女性の場合、妊娠、出産に関して
の保障や補助もなくひたすら自分達の力で頑張るしかありません。売上がほしくても、仕事を休ま
ざるをえません。みんな必死です。国や市の対策が本気で、それが伝わるならみんな協力して島田
を盛り上げるのではないでしょうか？
○地方は中央と比較して不便な為、若い人や職を求めている人は中央へ行ってしまう。結果地方の人
口は、雪崩式に減少する。当り前の事なのです。島田市が活性化する為には、その中央よりも便利
で、安定していれば、自然と外への流出は減り、東京、名古屋等、遠い所へ出なくても、近場で良
しと思っている人達が増えるハズ。その為の施策は、他の土地には無い、島田だけの産業を興す事、
島田に住むか又は通勤しなければ出来ない仕事を創る事だと思います。その上で、保育園、幼稚園、
放課後の子供達のケアが出来る安心の施設があり、安全な食、住が提供される場所があれば人口は
増えこそすれ、減りはしないのではないでしょうか。
○個人商店のため設問によっては解答がしづらかった。
○企業誘致（働く場所）とよい居住環境づくり。子育て世帯への様々な支援の充実をして、インター
ネットなどで常に PR すること。学校（大学や専門学校・実験的なユニークな学校）が、出来るとい
いなあと 30 年前から思っていました。
○アンケートの設問から。女性の雇用を確保することに目を向けている感じがありません。まずは若
い男性（新卒）が自信をもって、応募できるような企業を島田市にもっとほしい。女性のパート就
労等はその後についてくる問題ではないでしょうか？早急な対策を期待します。
○企業の誘致。若者が働く場所の確保。住宅の土地の整備。観光・インフラの整備。若者が定着でき
るような制度をつくる。
○気軽に出席できる婚活。若い人が家庭の中でいきいき生活出来るように子供の頃から話し易い人間
関係を保つ（親と子の）
。人とのおしゃべりの大切さ（楽しさ）を知る機会を作る。
○古き良さ、伝統文化と先進的な商工業の融合による、市のイメージ改善。高齢者のケアも軽視すべ
きではないが、人口減少の歯止めの為には転出した学生等が U ターンで戻ってきたくなる、町づく
りと、安心して子育てができる。町づくりに注力した方が良いと思う。どうしても（高齢者が多い
ので）高齢者優遇のイメージが強い。
○事業主本人と母、2 人だけの小さな店です。この調査の対象外かと思います。お役にたてなくて申
訳ございません。
○島田で労働してもらうために、高校や大学への地元企業の PR をする機会を増やす。説明会など。駅
前や駅近くに安全、安心なマンションを建てて、入居者が島田市民になるような住宅地を整備する。
若者が島田に住みたくなるような特典や地域活性化策を実施。3 年に 1 度の大祭だけでなく、1 年 1
回大道芸や若者が好きそうなイベントを開催し、島田に定着させる。
○買物弱者への送迎。代行サービス。若者子育て住宅。
○人口減少は、中山間地域において特に深刻で、このままでは島田市においても、集落崩壊は目の前
に迫っている。茶業、林業を中心に価格低迷が中山間地域の生産意欲を無くて、離農者が増え、高
齢化も相まって、集落を去る現状がある。負の連鎖に陥った地域を救済する手立ても、人口減少を
止める為には必要ではないでしょうか。島田市独自の中山間地域活性化プロジェクトを立上げ、全
国に発信して行けるような中山間地域の人口減少施策も島田市の活性化の為には必要なように思
います。
○お茶を生産工程から販売まで一元管理して、輸出品として成立するような環境をサポートする。地
産地消を促進する為に、地場産品を学校給食や病院食に取り入れる。以上の事柄で農業の雇用力を
高める。空港周辺にショッピングモール、アウトレットモールを誘致し、アジアからの旅行者が他
所に行かなくても買物ができるようにする。当然、上記地場産品も出店させる。
○地域性に合った魅力あるまちづくりを進める。一生この地に住むということは、他人に誇れるまち
でなければならない。島田市在住の若物を中心としたプロジェクトによる魅力あるまちづくりの推
進。
○大小にかかわらず、色々の業者から、意見を聞く事、役所に出入する業者のみ、優遇を辞める事、
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真剣に考えて下さい。税金の無駄使いを考えて下さい。
○島田市に住んだ時の特典を明確にする。例として税金が少ないなど、他市町村と比べて明らかに得
があるものを打ち出すべき。それらのアピールをしていく。企業イメージや島田市在住の有名人な
どを発信して行く。
○市内企業への支援。藤枝市が進めているエコノミックガーデニングのような施策を行ってほしい企
業誘致が悪いわけではないが、市内の企業を育てる（簡単に言うと、利益を上げる）ことが必要で
はないかと思う。それにより税収も増えれば最終的には市の財政も潤うと思う。企業が元気になれ
ば、自然に人が集まってきます。また、新東名、島田、金谷 IC 周辺は開発すべきです。様々な観光
を考える上で、ホテルなど建てたらよいと思います。SL も走っていますし…。せっかくの観光資源
がもったいない。ようはお金を落としていく仕組み、施設が必要です。施設は新たな雇用や、それ
に関わる仕事を生み出します。金中跡地へアウトレットなどを作るのはどうでしょう。よいと思い
ますが、目先のことだけで、何でも「お金がかかるからダメ」ではなくこの町の将来を考え、何年
後には、お金がもどってくるような考えでの投資なら、やってもよいと思います。島田市をもっと
よくする。住みやすくする。住んでいて良かったと思える街にするために、できることから始めた
いと思います。そのための協力は必ずしていきます。
○現在は結婚をしたくない。しなくてもよい考えをもっている人が多くいる。特に女性に多くみられ
るお金も多山もらい、仕事もできる。いろんな所に進出している人も多くみられる。だから子供を
つくる機会も少なくなるわけで、人口の減少が起こるわけである。島田は企業も少ないかな！！（大
企業が特に）ニュージーランドの行政におけるあり方を参考にしたらよいかもね！！日本そのもの
が見習うべきかも！！
○景気対策。子育て支援。他の市町村との差別化。
○若い人が望む環境作り、次世代が育たなければ後はなく、年寄りの固定観念が街を殺している。新
しい発想思想をどんどん取り入れ、まずチャレンジする事が望ましい。これから空港が中国人を多
く観光客として静岡に運んで来るので、素通りさせないプランをどんどん市の体制としてプロの力
を借りても良いので発信する必要がある。もっと、蓬莱橋を中心にアイディアを出して、観光に力
を入れそれにプラスとして地場産業名物を作りアピールする。ふるさと納税を活用し島田産を紹介
する。街中の商店を活性化するために、空き店舗に外部から有名な店をよぶ。
（特においしいラーメ
ン店、お菓子屋、食べ物街にするなど～通り≪食通通り≫などの名前をつけるとか特別な島田にす
る。島田にしか無いものを作る。＝ボランティアの活用、ポイント制導入＝ボランティアを多くの
人が参加するための得点として、ポイント制の導入を島田独特のものにして、例：何かボランティ
アをしたら、ポイントをもらえる。ボランティアする時間や内容によってポイントが異なり 100～
500 ポイントたまると参加する商店で、割引してもらえるとか、それぞれの商店街からプレゼント
がもらえるとか商店街ともコラボにする。又、10000 ポイント以上たまると、自分もボランティア
の人より仕事してもらえる。例えば、庭の木を切ってもらいたいその時に割り引きしてもらえると
か。介護の時に使えるとか、ボランティアに参加する事により情報も入るようにすると若い人も参
加すると思います。
○女性は子供を産める期間？は短いという事を子供の頃から教えた方がいいのでは？私自身も知ら
なかった。
○中小企業には景気の回復は感じられません。所得は下がっているのに税金は至る所で上がっていて、
生活が潤うなんて、遠い気がします。例えば東京オリンピックにしても、喜んでいるのは、東京近
効だけではないでしょうか？静岡空港も利用客数目標は達成できていません。将来をこの島田で過
ごしたいと、子供の口から聞こえてきません。つまり、おもしろくないからでしょうか？最近感じ
るのが、時々全国放送で島田を取り上げられ（トーマスやバラエティ番組で）島田が話題になると
うれしいし、島田の良い所の宣伝にもなっていると思います。上手にメディアを活用しながら、全
国に発信してほしいです。
○島田市内の一般道沿い、バイパス沿いでの道の駅（駐車場がない）や SL に乗ったり、見にくる人の
ための広い駐車場など又その近くにイベント会場など、行政でできる事をお願いします（空き家対
策も含めて）。
○一人の人間、一つの企業では出来る事は限られると思う。島田市全体を掘り起こして、物事を見て
判断出来るのは行政（島田市役所）しかない。活性化し、活力ある安心して生活出来る町にしなけ
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れば人口は増えて行きません。市民の皆さんの意見を取り入れながら、金融機関の意見、商工団体
の意見等を取り入れ、グランドデザインをして、道筋を示して行く事を望みます。最終的には、一
人一人の市民が現状に対して危機感を持って改善して行く努力が必要だと思います。多くの人、企
業が危機感を持って取り組んで行く中長期的なビジョンを期待します。「ふるさと納税」等のシス
テムを活用し、島田をアピールし、結果的に多くの寄付をして頂く。人材が大事です。将来の島田
を、又日本を背負っていける様な人材を育成する教育制度により力を注いで欲しいと思う。以上。
○1）大井川の水の利用。伊太谷川に発電施設を設ける。各家庭の水道管に水圧利用の発電器を設け
る。2）島田市民の食料は島田市で賄える様市が農業プロジェクト、漁業プロジェクト、林業プロジ
ェクトを民間（企業）と協力し就労も食料調達、住まいの事も島田市に安心して住める活気のある
市造りをするべき。
○産業の振興と雇用の創出。子育て支援の充実。移住、定住の促進と安全、安心な地域づくり。
○人口減少に歯止めをかけるためには、国が地方創生を推進する上での目標にあげている。若い世代
の人が結婚し出産、子育てが、安心してできるような支援こそが最も必要ではないかと思います。
それが、4 月の広報にもありました、
「しまだ子ども未来応援プラン」の子どもにも、親にも優しい
子育てしやすい環境づくり、そして企業など、子どもをとりまく地域社会が一体となった子育て支
援であると思います。アンケートの問 17 の中の内容は女性が働きながら子育てしていくために必
要な、多くの内容が含まれていると思います。実際現場につながっていくことが企業など、子ども
をとりまく地域社会が一体となった子育て支援の施策ではないかと思います。女性も自分の持って
いる力が生かされ発揮できる場（働ける場）があれば生き生きと明るく元気になっていきます。母
親が明るく元気ならば子どもも明るく元気に育っていくものであると、私が預かっているお子さん
を見て感じております。私の小規模保育所をやっている地域の方々が協力的でいつも、子どもも親
も温かく見守り声をかけて頂いたり、協力して下さり多くの方々に育てて頂いています。地域社会
が一体になって子育て、親育てをして頂いており。こういう子育て支援が今一番必要ではないかと
感じています。又、地域の活性化にもつながっていると思います。
※アンケート問いの内容について、
「3 歳以上の子を育てる…」という点について疑問に思います。
3 歳以下（年歳が小さければ小さい程）の子どもを育てている従業員の方が必要ではないかと思わ
れるから。
○①市は製造業、商業及び農業について、常に PR してほしい特に市の中心部だけでなく各部落の特
色ニュースなどで良い点を上げて PR したらどうか②若い人が山村部で（自然の中で）生活出来る
様道路等の整備をして町中と変らない様にしたらどうか夜間の灯り（道路の灯り）。道路のせまい
ところは広くする広く出来ないところは別ルートを作る。③島田市は良いまちだと思います。空港
があり、大井川があり南アルプスがあり、これらを活用して生活の楽しみ増やしていける様なイベ
ントを行ったらどうか。
○川根在住です。温泉やホテルが開業。職場が出来ましたが、求人はほとんどがパート職だけ。これ
から住んで子育をしてくれる若者の職場とはなりませんでした。又仕入、備品の購入などはすべて
川根以外又島田市以外のようです。特にホテルなど大都会的な方法でサービス食事、パート職員の
待遇などを行っているようで地方創生の一役となっていません。商業としてこの地で成立させるた
めにはまず若い人の人口が多くなる事です。そのためには正社員を採用できる事業を市内に多くほ
しいと思います。そうでないと定年退職者がパートや少しの農業を行っている人間ばかりの町とな
ってしまいます。
○日本全国、何処も地方は人口減少経済流通がなければ無理。発展は望めない。地域も人間と同じ、
老化して行くだろう。新聞も本来の姿を失い。横文字だらけになり、理解も出来ない。バブルの初
期の（角栄）金が主になる時代か。なんだかわからず人間性が失われ少年の感性なしマスコミのせ
いかも。矛盾かもしれない。金もなければ復興力出来ないからな。兎に角えらい人（政治家）のモ
ラルのなさにはあきれる。政治家でなく政治屋だ。情けない。世の中にどうして、男と女がいるか？
根本的に考える事が大切。
○新しい産業をもって来る。新しい大学をもって来る。新しい商店通りをもって作る。豊かな水資源、
木材等を利用した建康で美しく楽しい町創を建設しましょう。
○企業の誘致。
○①安心して働ける環境整備が必要。保育園、幼稚園への入園やその補助、放課後児童クラブの人数
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増加及び時間の延長など子育て世代が最も必要としているサービスを希望。子育てサポートの充実
や学校教育の差別化なども出来たら良いと思う（要するにレベルの高い教育）子育てのサポートと
教育の充実は子育て世代を引きつける材料にはなると思う。②島田市の持つインフラは、他の地域
にはない魅力と可能性があると思います。大井川水系の良質な水と交通アクセスの利便性温暖な気
候は企業誘致にとって好材料だと思います。戦略的な土地の活用方法を実戦していくこと望みます。
広域的でさらに利便性の良いインフラ整備を実施し、既存の財産をより活用していくべきであると
思う。雇用、結婚、出産、子育て（中学校卒業くらいまで）年代ごとのトータルサービスが必要と
なると思う。バランスの良い施策を望みます。
○近所では店舗が次から次とみんなやめてしまいました。買物に行くにも郊外に出て行かないとあり
ません。今は車に乗るから買物や病院に通うのもなんとかなっていますがこれから年をとり車に乗
らなくなったら本当に困ると思います。コミュニティバスや静鉄バスも数が少なくて年寄りの方で
も足の悪い人などはタクシーを頼んでいます。もっと交通の便がよく買物もしやすく市の中心に人
が集まって明くる賑やかな市になってほしいと願っています。
○私事ですが、息子夫婦が東京に住んでいます、共働きです。子供が欲しいと思っていますが保育園
の待機児童の問題があり、子供を産むことを悩んでいます。島田へ帰って来て、私達が子育ての手
伝いをしてあげたいと思っていますが、ここへ帰って来ても働く仕事場がなく、決心出来ずにいる
のが現状です。子育てしながら共働き出来る環境がもっとあったらなと思います。
○子育て支援が最優先。
○子育支援の充実。子供手当（2 人目、3 人目に対する増額）出産後の女性が働きやすい環境の充実
（育児サービス費用、学童保育）シングルマザーの就業支援（収入増額策）
。
○先ず安心出来る街であってほしい。私は老人ですのであまり消費力はありませんが若者にとっては、
消費力のある処でなくてはならない。生活、文化、教育に魅力がないところでは、お金は落せませ
ん。ここで使いたいという街にして下さい。私は平和を心より望んで居ます。戦争体験者として、
孫の未来を思うと、心細くてなりません。どんな処に住みたいかというと、自然豊かな落ち着くと
ころ。現代は少し文明が発達しすぎ老人にとっては住みにくい社会になったかもしれません。人間
社会お互いに助け合って来たと思う私の人生ですが、とにかく情の世界から遠のきました、市内の
建物も丈夫なものが一つあれば良い。沢山はいりません。お金は大切に使うんだよと、次世代に老
婆心ながら伝えています。やさしい街に人は集まります。人造り？教育？昔の良いことは伝えまし
ょう。
○大学等の若い人が集まるようなことを実施してほしいです。
○市長および市会議員の皆さんは各々の公約を掲げて支持を得ているハズですから、その施策を自信
を持って実行することが大切と思う。いろいろな施策の中から重点的に進めるというのであれば、
リーダーシップをどのように発揮していくかに帰結します。従って誰がそのリーダーシップを発揮、
行使するかだと思う。
○女性が出産してからも働ける環境を子供をもつ家庭からの声を聞いて改善してもらいたい。女性
（母親）の負担が多すぎると思う。
○農地転用を大幅に緩和し、企業、工場、店舗の誘地を図り、雇用を拡大する。農地の集約を図り中
山間地へ大規模農地を造成し、担い手の育成と農業振興を図る。子育て世代への住宅の供給や補助
を行う。
○保育園、幼稚園の民間開設を増やしその支援をしていったらと思います。
○（人口減少）歯止め。①U ターン I ターンの実情把握→中学→高校→大学から就職まで→対策を立
てる。なぜ戻ってこないのか？分析。②死＞生。出生産を上げる支援（期間限定）。子供の養育費支
援や融資を（安い全利）。願用の創出高齢者の再就職や働く場を作りノウハウを作る。③地産地消を
促進する。共同出資で販売の拠点を作る。市民が株主となる→ホテルや施設。④ふるさと納税をア
ピール（トーマス乗車券、新茶.etc）⑤島田の知名度を上げる施策。
○働く場所なくば人集まらず。働く場所あっても、学校（幼稚園、保育園）図書館、文化施設、病院、
交通便。商店（買い物の便利性）なければ人集まらず。政治市政信用なくば人集まらず、減反政策
などもっての他。活気生ぜず。有効利用を考えてほしい。田がかわいそう。若者が集まる町づくり
が大切、専門学校大学 etc.若い女性、子供、市のスタッフは若くなくては前進むずかしいのでは。
個人的。※ポストが遠い。
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○たとえば、本通の商店街を道路をはさんだアーチ型のビルにして地下と一階を駐車場にして、他の
市町より、集客力のある商店をつくる。
○新しさがない。先日友人に観光に連れて行きたいと何人かに訊ねたが、
「ないね～」と返事を頂きま
した。
○島田市の活性化には、川根本町や井川地区（静岡市）との連携し、南アルプスを観光資源とし、活
用していく、お茶と SL だけではない、PR の仕方をしてほしい。少子化対策は手遅れになる前に進
めてほしい。子供の一時金等検討してはどうか？島田市に住みたい、生みたい、と思う様な、様々
な、対策を講じてほしい。
○農地を宅地に変更出来る法の改正。
○若者が島田市に定住したいと思えるよう。1．若い世代の結婚願望が低いことに危惧します。男・女
の出合いをサポート。2．出産に対しての援助金支給。3．子育支援にもっと力を入れる。子供の医
療費の援助。地場産業の支援。茶産業が低迷し、茶農家の収入が激減しています。使うことの出来
る現金が減少し、サービス業にも大きく影響しています。茶のビスネスの改革を島田市が大学、県
などを研究開発すべきだと思います。
○浜松市は全部ではありませんが、新しくできた団地等は道も広く憩いの公園もあり団地自体が広く
きれいです。近くにショッピングモールもあって便利で住みやすく、総合病院も近くにあり安心で
す。島田市もバラバラに進めるのではなくて、浜松市の様にひとつ大きな未来型の団地を作って市
民に住んでもらい評価を得たら、そのモデルを増やして広げて行けば高齢者にも親しく便利で安心
できる島田市になって行ってくれると思います。それから何よりも人間的気質で浜松市民は物事を
はっきり言いますが、面倒見が明るく親切な人が多い様です。街づくりも大事ですが、人づくりも
大事だと思います。
○大井川を主とした開発。現存する施設をフル活用する（河川敷を使ったスポーツイベントで県外の
人を呼び込む）。空港を利用したアイデアイベント。温泉を利用したアイデアイベント。大井川鉄道
を利用したアイデアイベント。駅週辺の夜の安全化。地域支援は平等に。医療施設が充実した街造
りを進めないと子供から老人まで安心した生活は送れないと思う。
○2015 年 5 月 7 日 NHK「アサイチ」で放送した移住支援で効果を上げている長野県、伊那市、大分県、
竹田市を参考に移住相談課を島田市にも希望します。市の本気度がわかります。お茶まつり発祥の
地である「金谷の茶まつり」
（茶娘道中）に小学生、中学生は学校の行事（地域住民の伝統に参加）
としてやってもらいたい。衣装等は島田市で用意。アンケート調査に結果発表で終わりでなく、は
じまりです。ひとつひとつコツコツと実行。これは中小企業が頑張っているのと同じです。
○商店街を活性化してほしい。
（もっとにぎやかな雰囲気づくり）
。
○私は島田市民です。昔と比べて朝夕の駅構内や本通の人の少なさに寂しさを感じています。一旦こ
うなってしまった街に人を戻らせることは、よほどの知恵を絞らなくてはなりません。今回のアン
ケートを読むと、国と同じく人を“人手”、
“人数”としか見ていない様に感じています。男女平等
権がいつのまにか男女平等になってしまっていますよね。それは本当に正しいのですか？休みを取
らせれば人口が増える、本気で考えているのでしょうか?自分はそうは思いません。間 17 を読むと
企業への押しつけでしか見えず、恐ろしく感じました。コストダウンと納期短縮の要求で余裕の無
い企業へこれを強要すれば、生産性は落ちてしまいます。経済的に余裕があり明るい将来を描けれ
ば、時間が無くとも子供を産むと考えます。休暇を取らせるという発想は、単なる欧米の真似だと
思います。しかし今のこの国では通用しません。何が欧米と違うのか…。それは商品、サービスの
ブランド力だと思います。ブランドが確立されているからそれなりの利益が得られる、だから企業
に余裕ができ休暇も与えられる。圧倒的な技術力を持ちながら、哀しい事にこの国ではそれが実現
出来ていません。“MADE IN JAPAN”は強力なブランドですが、品質の良さと同時にコストの低さも
売りになっています。これをどうにかしたいものです。
『こだわり』と『無駄』は景気を上向かせま
す。島田市でブランド化出来そうな商品はお茶だと思います。茶農家の方から『収入が 10 年前の半
分になった』という話を聞きます。とても悲しい事だと思います。それゆえ後継者がいないという
話も聞きます。何十年前は“お茶イコール牧之原”という、ブランドのいわば卵があったのに今で
は他産地のお茶が有名になっていたりします。“島田茶”をブランド化し海外へも積極的に展開す
れば収入が安定し、後継者も出来るのではないでしょうか？６次産業も具体化できると思います。
今回のアンケートは、失礼ですが予算確保の為の意見聞き程度にしか思えません。夢物語を描くと
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島田市という自治体が無くなる可能性もあります。自治体削減と言う国の思惑もあるのか?と勘繰
るのは私だけでしょうか。慎重なかじ取りをお願いします。笑えないお話。島田市では浄化槽 3 社
が協定を結んでおり値段が他市と比べて割高です(独占禁止法に触れているのではないのでしょう
か？)。新築の際、それを嫌い藤枝に決めたそうです。
『そんなことで？』とも思いましたが、奥さ
んが曲げなかったようです。これは本当に小さなことですが放って置かず、現状の悪い点から解決
して、他の市に見劣りが無い街づくりを目指して欲しいです。
○人口減少は止められない。人口を増やす政策を考えるより、財政規模の縮小と身の丈に合った公共
投資をスムーズにしていくことに知恵を注いだほうがよい。今よりもっと小さな自治体になる覚悟
をして、そのほうが「人間らしい暮らしができる」と住民に思わせる戦略を立てること。市民があ
まりお金を使わずに公園の散策やガーデニングや文化活動などができる空間を作り出す。「時間と
空間のゆとりが幸せなんだ」と考えられるように誘導していくとよい。その時イベントに走るのは
よくない。先日、高校生の演劇科音楽の発表会がおおるりであったようで、休憩時間にかつて児童
センターがあった通称 SL 公園で多くの高校生が制服姿で昼食をとっていた。とってもいい景色だ
った。芝生に座って本を読んだり緑のシャワーを感じたりできる空間としてもう少し手を入れたら
素晴らしいものになりそうだ。※町中の公園の作り方。1.公園と道路を区切る植え込みは極力低く
する。(怪しい人が隠れられない高さ。)2.高い自然樹形の落葉樹を配置する。3.芝生広場を配置す
る。4.選定した樹木はチップにして公園内の歩道に敷き詰める。5.土日は子育てグループなどの自
主運営のフリーマーケットに開放する。6.剪定や草取りやゴミ拾いは環境グループや障がい者の仕
事として発注する。(公園ボランティアの導入も必要)市役所の建て替え計画をたてる。もちろん身
の丈に合ったもので、建て替え時期(5 年から 10 年先)と規模を市民で協議し、資金はふるさと納税
や市民の寄付と市民ファンドを組み込んでいく。（建物の中に市民会館やボランティアビューロー
を組み込むかどうかは慎重な議論の積み重ねが必要)駐車スペースは掛川市役所のような森にして
いく。島田駅広場の活用。電車で通学通勤している若者の会話に聞き耳を立てると、電車から見え
る駅広場の飾付が貧相だネとか、銀杏の木が昔は大きかったのになんだか小さくなったネとか、マ
ンションが建ってきたネとか、町の景観を評価しているときがある。若者が何気なく降りてみたい
駅になる工夫が必要。駅から市役所へ向かう道路を緑の街道と言えるようなデザインにしていく最
後にもう一度。日本中が人口減少を認識するのが遅すぎた。有効な施策はない。焦ることなく犯罪
のない、災害に強い、ゆったりとした、極小都市を目指していこう。
○働く所。
○考えたら早く実行してほしい。
○子供の医療費、高齢者の医療費に対する補助。低料金で入所できる老人ホームを作ってほしい。
○若年層へのあらゆる支援策を講ずるとともに官民共同（合同）での地域外への情報発信強化（アピ
ール）、
（メディの活用強化）人を流入させる為の施設を作る。若い人達が集まりたいと思えるまち
づくり。各インフラ（東名、新東名、JR、空港）との直結出来る幹線道路の早急な整備。2020 年オ
リピックに絡めて、集客出来る何かを！（海外の観光客を獲得する）
。
○分譲地を多く作りその週辺の整備にもお金をかけすぎないような環境整備をする。
○中央公園、バラの丘、市民病院と、商業施設をまとめた、総合的な、環境づくり。商業施設や飲食
店が、点在しており、静岡や藤枝に行った方が買い物しやすい、物がそろっている等で、市外に車
で行ってしまう又は、駅周辺の商業、飲食施設が少ない為電車で静岡に行ってしまう環境になって
いる。人が集まる場所をまとめて、サービス、物を提供できる環境づくりが必要。その中に、病院
や介護施設が集まれば皆が行き易くなるのでは。
○具体的には分かりませんが。まずは魅力ある町づくりの推進・・・道路、住宅等の整備、医療も。
景観も大事。大学などの誘致。地場産業の支援。女性が働きやすい保育施設の充実などなど。
○市民病院と市民会館の早期建替。企業誘致。
○企業誘致……新東名インター、空港の周辺をどのように生かすか？島田へ住居を移転しようと考え
てもらえるような施策若い世代は子供のことを考えると思う。市内の学校の学業レベルを上げるよ
うに努力する。給食無料化。高齢者に対して、特養施設の利用料金が安くなるように補助する。災
害時を考えたとき、老朽化した市役所で防災処店になるのか？
○子供は社会の宝です。
○島田市金谷インター付近の開発自由に土地を利用出来るように土地利用の緩和。
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○子供に対して、親に対して。育児に対するサポート人員を増やす。※袋井市などを参考に、人材育
成、組織の構成の仕方を考える（袋井市は発達障がい児に対する対応が個々に対して継続的に行っ
ている。）検診→幼児園→小学校→中学校 ここまでの状況で子供の情報が共有されている。加え
て、事業者にも発達障がいをかかえた人を、どう上手く雇えるかをアドバイスできるようになって
ほしい。これができていれば、市を出ていこうとは思わない。発達障がいをかかえた人達にも希望
をもって生きてゆける社会が欲しいです。☆原発由来のガレキ等、全て受け入れない事。土地を汚
染させない。あと、原発反対。農産物の放射線量、物質の検査を厳密に市主導で行う→問題がない
ものであれば積極的にアピール！生産物の売上向上が見込める。（これからは、市内に限らず全国
へも需要が高まる）
。原発に対するごまかしは、将来的に間違いしか残さない。
○大型店が良くて、商店街が良くない。スーパーにかなわない。
○観光。ショッピングモール、飲食店の増加。出産金免除など。
○商業地区での起業支援、産業立地等、就業入口の増加を促す。→定住人口の増加。
○企業、会社、工場等、地元市民を最大限に就活、就職する事が、人口減少、市外への流出につなが
るのでは、ないかな……。
○企業の空洞化で電気自動車までも中国などに進出して、まじめに 10 年 20 年やっていても海外進出
で首を切られてしまう。その為に中小企業はのき並倒れ、我が社もそうです。それと、女性の所得
103 万円が 150 万ぐらいまで税金が掛からなければパートさんももっと働きやすく子育にも良いで
はないかと思います。国、県、市の空洞化をとめる何かを考えてほしいと思います。
○島田市に働ける環境を増やし、子供達が地元で、就業できる環境をつくる。市民が安心して子育て
できる場の創設。
○私は、工務店を父の代より業として居ます。後継者も居ませんので自分の代、限りで終了すると思
います。昔と今では、私共“大工業”として、市内の住宅は我々が施工したものでした…が今では
ご存じの通りハウスメーカーが仕切る事の方が“大”であり零細工務店は大手の下請になっていま
す。全工務店とはいいませんが 2～3～4 代の続いて来た工務店は廃業したり後継者はサラリーマン
になったりしています。申し訳ありません愚痴ばかり言ってしまいました。今後は、住宅関係への
後継者（年数を掛ける）ある程度その道を通り、一人前の職人が少なくなります。組合でも上記の
問題は、十分わかっていますが私達の地位は下がり、5 年目後には今の半分位になってしまいます。
昔のように…とはいいませんが今後は此の問題にも触れる事になると思います。
○JR 路線から外れている（初倉など）地域の交通の利便。20 代～30 代の住宅建築の支援。
○魅力あるまちづくり。若者には、安心して子育てが出来る環境の提供出産祝金、保育費用の免除、
子供医療費の無料化、進学時の費用貸付（低利）
、住宅建築費用の補助等。市外からの移住者促進。
住者への居宅等の斡施、住宅費の補助、仕事の紹介、期間を限定した生活費援助等。老人には医療
費の免除、健保料（後期高齢者保険料）の免除、市内サービス（ケアセンター等）の充実、交通（バ
ス、タクシー等）の無料化等。
（事業的なこと）空港、東名髙速、新東名を利用した観光誘致策を整
え、情報発信を活発化させる。山側から川～海へ繋がる地区の中心であり、食材も豊富に入手でき
る環境にあることを再検討し、常時用設できる食のマーケット・フードコート等の創出。
○島田市をこうしていきたい、というビジョンがない。もっとそこを発信して欲しい。住みやすい、
子育てしやすい環境を作り子供を産みやすい街づくり。老人に対してもやさしい施策。米軍基地の
誘致。沖縄から一部引き受けに名乗りをあげる。経済の活性化、働く場所の増加につながる気がし
ます。
○人口増大への欲求はどこの自治体も同様であり、今起きているのは地域間競争である。残念ながら
このエリアでは藤枝市が勝ち組、島田市も焼津市も、駅前エリアの衰退をみると負け組と言わざる
を得ない。この大きな差は駅前開発が出来た出来なかったの差であろう。もちろん藤枝の成功は働
く場所の創出ではなく、居住エリア（ベッドタウン）としての魅力度アップということであろう。
今から藤枝に追いつき追い越せというのも無理難題であり島田はやはり働く場所の創出に力を注
ぐべきだ。その為には企業立地が必要だが島田市は古い。過去に文化行政ばかりに力を入れ産業振
興に不十分だった歴史がある。今も工業立地は少なく初倉地域に偏っているが、今後は土地利用の
規則の緩和を進め企業の誘致を迫るしかないだろう。大地震による津波災害への対応から海岸エリ
ア→内陸エリアへの移動モーメントの追い風もある…。最後に前市長時代に補助金を使わなければ
損するとの発想でハコ物ばかりにお金をつぎ込んできたが最近基本インフラである、上・下、水道
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管の普及が全くお粗末だということを知り、あ然としています。是非力を入れて改善して欲しいで
す。
○住みたい街 島田。国内、海外より蓬莱橋へ来られる観光客が連日賑わっています。残念ながら歓
迎出来るような環境ではありません。対策＝空港から蓬莱橋まで花でお迎えしましょう。①空港→
島田市街への花でお迎え。②蓬莱橋近辺河川敷荒れ放題の整備。先ずはここまでやりましょう。花
⇒芝桜はどうでしょう。予算⇒企業より年会費でいただきましょう。中小企業年 1 万円、大企業 10
万円。商工会議所対応。足りない分は市の予算で。作業員シルバー人材センターにお願いしましょ
う。
○企業誘致と雇用促進を図るため、新東名インター周辺の日地化を進める。空港・バイパス・新東名
インターのインフラ整備の強化。島田市にある歴史、文化が多数ある。これらの点と点を結ぶため
の施策が必要。教育への補助、大学病院の設立。子供を産みやすい環境の整備。地元の若者に地域
イベントへの協力。JC、YEG、商工会青年部、川根青年団、おしゃれぼーいず他若手青年団にスポッ
トを当てる。
○駐車場を完備した施設。福祉の充実。
○若い人が多く住むには、仕事が多くある事が大切。企業や商店が活発になるために、原発を動かし
て、電気代を下げてもらいたい。交通のアクセスや、地理的な事は、非常にいい所だから、もっと
対外的にアピールをして、多くの企業を呼び込む事が大切だと思う。
○旧島田より朝は出て行く車の多い事。それがそのまま帰る車になり橋を先頭で渋滞します。市外の
どの地域へ通勤しているか。車以外に公共交通の利用者がいたり、島田の人が島田の働き場所が少
なくベットタウン化している状態で活気ある町づくりができるか。
○企業誘致（学校等含）する。既成概念をなくした市運営。前例が多すぎる。横のつながりがある市
運営にする。市職員のやる気をひきだす（暗い）
。市長が先頭にたつ。縮こまっている！きれいごと
が多い。地域の公園が少ない。新しくできない。学校の予算が少ない。第一小学校に先日いったら
校庭の時計が壊れていた。赤いテープで「✖」が貼られていた。そんな学校に行かせたくなります
か？人口が少なくなっても人間の質を高めることが大切だと思う。税金を減らしたり、特典をつけ
て人を呼んでもそれなりの人しかこない、税収を増やすには、優秀な人材を集める事が良いと思う。
治安維持、イメージアップにつながる。
○たくさん子供を産んでも幸せに暮らせる町になれば良いと思います。必要なこと・子育て世代・世
帯への税制優遇。物価を収入のバランスをとる。離婚率を下げる＆再婚率を上げる→出会いを助け
る施策。コミュニケーション能力の問題が大きいと思う。そういう教育をする。自分の主張ばかり
で人の意見を聞けない人や、逆に自分の意見を伝えるのがあまりに下手な人などが多い気がする。
夫婦でわかり合えない、親子でわかり合えない、の問題を起きにくくしていけば良いと思う。地方
行政でどうにかなることではないかもしれませんが、今は人生に希望を持てない人が多いと思う。
なるべく多くの人が人生に希望を持って暮らせる世の中になったら大変良いと思います。多少強引
でも将来のビジョンを強く打ち出して、それをどんどん行動に移していく方が時代に求められてい
る気がします。
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