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Ⅴ 自由意見

問15 今後のスポーツ推進施策や公共のスポーツ施設について思うことを自由に記入してくださ

い。 

施設について（134 件） 

①スポーツ以外の文化的活用・複合施設の提案（24 件） 

 富士市内に人が集まるような施設がなさ過ぎる。 （男性 20 代） 

 スポーツだけに限らず、富士市の発展につながる施設にしてほしい。多目的施設で、子どもから高

齢者まで利用できる施設。 （男性 30 代） 

 スポーツ推進ということだが、スポーツ以外でも、地域振興という事を考えて、スポーツ施設を

建設すべきだ。2020 年東京オリンピック、パラリンピックを成功させる秘訣はそこだと思う。20

世紀と 21世紀は違うと思う。古きをたずね新しきを知れば、百戦危うからずだと思う。     

  （男性 40 代） 

 宿泊施設とスパ施設、レストランなどのあるスポーツ施設を建設してほしい。 （男性 40 代） 

 スポーツ施設のみでは集客は期待できないと思う。Kobo パーク宮城など成功例を参考としたらよい

のでは。 （男性 50 代） 

 駅から遠くなるため公共交通網の整備が必要。社会人になる選手が、当該施設で働きながら競技が

続けられるようにしてほしい。スポーツ以外でも利用できる施設（スパ・レストランなど）の併設。

 （男性 50 代） 

 ①グラウンド文化・アリーナ文化の育成。②中途半端な規模は最悪。③若者に特化しにぎわい創造。

④健康増進に寄与。⑤富士山の精神性を生かした場所づくり。 （男性 70 歳以上） 

 富士山を活用して人が集まる施設。 （男性 70 歳以上） 

 市外から見て富士市の目玉になるような施設。 （男性 70 歳以上） 

 市民のための体育館はもうあるようなので、それ以上を目指した施設ができたら全国の人が集まり

やすい。例えば、メインアリーナがあれば、コンサートなども開催しやすいなど。 （女性 20 代） 

 富士市にはこれといったスポーツをアピールできるものがないと思う。県外から人を集めることの

できる大規模な施設（エコパなど）があるべきだと思う。 （女性 20 代） 

 大きいコンサートができるエコパのような施設。 （女性 20 代） 

 全ての年齢層が利用できるアリーナや、子育て中の親に寄り添った託児ルーム、高齢者のためのバ

リアフリーなど、スポーツ選手以外の人も気軽に通えて利用できる、明るい施設があるとよい（駐

車場や、バス停なども併設して）。 （女性 30 代） 

 市民が気楽に利用できる温泉施設を併設する。健康志向、高齢化を考えて、スポーツのみではなく、

高齢者や子どもが利用できる何かをスポーツ施設に併設する。 （女性 30 代） 

 静岡市清水区はサッカー、磐田市はサッカーと卓球、伊豆市は自転車競技。富士市は何を推してい

るのかわからない。スポーツにも余り興味がないので、スポーツ施設だけで一部のアクティブな人

たちのためにするのではなく、エコパのようにコンサート会場にもできるような大きな施設にして、

エコパの客を奪えばよい。 （女性 40 代） 
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 全国大会やオリンピック合宿でも使える施設。プロスポーツ、バスケットボール、野球、サッカー、

バレーボールなどの公式戦を行えるような施設。スポーツ施設とスーパー銭湯とホテルなどの複合

施設。 （女性 40 代） 

 新たに建設する施設は多種多様なスポーツに対応でき、災害などが起こった場合にもたくさんの人

が集える場所であってほしい。 （女性 40 代） 

 体育館などの施設については、なるべく立派な物をつくり、外部から練習や試合、観戦などで訪れ

る機会を多くつくり、経済効果をあげてほしい。スポーツだけでなく、富士の麓でコンサートがで

きるアリーナ施設は需要があり、経済効果はかなり大きい。複合的な観点で計画、建設を切に希望

する。 （女性 50 代） 

 レストランや映画館などの娯楽施設などで集客し、活気のある市にしてほしい。ビュッフェとか、

地産地消（富士市を生かしたもの）がよい。 （女性 50 代） 

 ライブ、コンサートなどでも利用できるアリーナ的施設があると県内外からの人たちが観光も兼ね

商店街や各お店へ来店するので、市全体が潤う。 （女性 50 代） 

 何か一つでよいので、プロもびっくりするような環境ができたらよいと思う。東名・新東名高速

道路で移動しやすい場所。駐車場が広く、そのまわりに買い物しやすい場所など。家族で来ても

楽しめる場所に変わっていけたら楽しいが、同じ場所につくるのは少し大変かとは思う。

 （女性 50 代） 

 アリーナ施設は魅力だが、交通の利便性のよい場所でないと、集客が難しい。ふじさんめっせが

新富士駅に近く、駐車場もまあまあ（立体にして業者管理）ならもっとよいかもしれない。ＪＲ

東田子の浦駅、吉原駅、富士駅、富士川駅とＪＲ駅周辺に、スポーツ、歌手（大型コンサート）

（ロゼシアターとは違うライブ型、大型コンサート）、イベント対応のエコパのようなアリーナ

（ＪＲ愛野駅から 10 分）なら富士山観光とあわせて、富士市での宿泊につながると思う。富士市

に集客があれば、いずれロゼシアターはコンサートホール（オペラなどよい音を聞かせる施設、

オーケストラ・舞台芸術）として、ロゼシアターの存在も生きてくるのではないか。 

 （女性 50 代） 

 単にスポーツだけでなく、イベントやコンサートなどにも使われるような設備もあらかじめ備えて

おくとよい。市民が利用するためには少し遠い。交通手段を考えないと市外の人や高齢者が利用し

づらい。 （女性 50 代） 

 スポーツの推進もすばらしいが、それと同じくらい文化（音楽や絵画など）が身近に楽しめるよう

にしてほしい。 （女性 60 代） 

②体育館・プール・トレーニングルーム（18 件） 

 現存の市立体育館の風通しをよくしたほうがよい。体育館を利用する部活動では特に夏は熱中症 

が心配。 （男性 10 代） 

 トレーニング施設を充実させてほしい。 （男性 20 代） 

 富士体育館、富士川体育館がある中で各々の特徴を生かして施策や施設の建設、運営を行ってほし

い。 （男性 30 代） 

 トレーニングルームなど、個人でスポーツができる場を充実させる。 （男性 30 代） 
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 トレーニングルームが安価で利用できるとよい。 （男性 50 代） 

 体育館の建設を急いでほしい。 （男性 60 代） 

 市内にある公立体育館（富士川、富士）を廃止し１つにする。ただし、県大会レベルの設備を。

 （男性 60 代） 

 温水プールは今まで利用したことはなかったが、子どもが大きくなったので、利用したいと思って

いた。設備や費用の問題はあるが、運動する機会を減らさないためにも、存続させる方法を検討し

たほうが、市民の健康のためになると思う。 （女性 30 代） 

 プールについて、富士宮の市営プールはおむつがとれていない子どもでも入ることができるため、

便利だと感じる。富士市のプールも是非おむつをしている子どもでも利用できるようにしてほしい

（水遊び用パンツ着用をＯＫにしてほしい）。 （女性 30 代） 

 富士総合運動公園温水プールは、私が小学生のころから利用していた。子どもプールや滑り台もあ

り、監視員さんも細かく見てくれていたので安心でき、自分の子どもも小さいころから通っていた。

だからなるべく存続させてほしい。体育館は利用したことがなく、何をやっているのかもわからな

い。もしできるなら、やったことがないようなスポーツなど誰でも参加できる教室があるとうれし

い。富士市には、スケートボードパークもなく、公園でも使用できないのでつくってほしい。

 （女性 30 代） 

 親子で低価格で利用できるスポーツジムなどあれば利用したい。 （女性 30 代） 

 体育館には観客席は必須。比較的、使用料が安い富士川体育館の予約（週末）はとりづらい。夏、

富士川体育館でミニバスケットボールの大会に参加したとき異常に暑かった。    （女性 40 代） 

 大人と子どもが一緒に通えるスポーツジムのような施設があると足を運ぶ機会がふえると思う。

 （女性 50 代） 

 市民が気軽に利用できる大きなトレーニングジムが欲しい（１回 200 円程度の利用料金で）。 

 （女性 50 代） 

 規模が小さ過ぎると、市民が使用するためだけになり発展が見込めない。大き過ぎても全国規模の

大会の誘致によっては無駄になる可能性もある。やはり県大会レベルが行えて、なおかつ市民が普

段から使用できる温水プール、低料金でのジムなどを併設してもらえるとありがたい。フィランセ

や富士体育館のジムはすぐに一杯になってしまい、使用できないこともあるので。 （女性 50 代） 

 温水プールは特に必要。夏休みなどは県富士水泳場はほとんど使えない。スポーツも必要だが、高

齢で足、腰を痛めている大勢の人がプールリハビリで利用している。特に 70 歳以上の人は県営施

設の利用料が無料なので。      （女性 60 代） 

 富士体育館は存続してほしい。 （女性 70 歳以上）   

 総合体育館は１か所でなく、最低３か所ぐらいつくってほしい。 （女性 70 歳以上） 

③個々の競技の環境整備（18 件） 

 スケートボードの施設をつくってほしい。できる場所が富士市にはない。スノーボード施設も欲し

い。 （男性 20 代） 

 卓球場が少ない。いつでも卓球ができる場所が欲しい。 （男性 20 代） 
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 富士体育館は設備が充実しているが、利用料金が高く利用しづらいため、富士宮体育館を利用し

ている。私はバドミントンをよくするが、小スペースでもよいので安く使える場所が欲しい。

 （男性 20 代） 

 テニスコートなどの施設はソフトテニス、硬式テニスで区別をつけ、使用にあたって平等であるべ

き。現在は、ソフトテニスが優先な気がする。富士総合運動公園のテニス場は、夜間、ソフトテニ

スの学生ばかりであるため、夜間は勤労者に優先的に使用させてほしい。 （男性 20 代） 

 体育館などは各団体が予約を押さえていることが多いので、子どもが自由に使えるストリートバス

ケなどのボールパークが必要だと思う。 （男性 30 代） 

 オリンピックに新たに取り上げられたＢＭＸやスケートボードの施設を充実してほしい。特にス 

ケートボードは締め出しをされ、できる場所がなくなっており人口の流出にもつながっている。

 （男性 30 代）

 友人の子どもが清水区で剣道をやっているが、練習場所などが少なく、遠方へ行かなければならな

いことを聞いたので、こういうことも調査してはどうか。 （男性 30 代） 

 武道館の設置を望む。                             （男性 60 代） 

 ①日本の根本的精神の礎とも言える「武道」の精神と鍛錬設備としての「剣道」「柔道」「合気道」

「空手」などを日常的に各団体が利用でき、また、県レベルの大会（全国レベルは不要）ができる

武道館を併設→富士体育館は使いにくい。（固定の団体にとられているため）②駐車場の確保→富

士体育館は使いにくい。                 （男性 70 歳以上） 

 私は剣道をしていたが、剣道場が富士体育館にしかないのでふやせたらと思っていた。また、バ 

レーボールなどの球技を行う床とは質が違い、普通の体育館の床だと足を痛めてしまうので、武道

館のような、大会ができる程度の広さの施設があってもよい。武道人口もふえるのではないか。

 （女性 20 代）

 剣道ができる場所があるとよい。 （女性 20 代） 

 誰でも気軽にスポーツができるように、バスケットボールコート開放日などをつくってほしい。

 （女性 20 代） 

 中学校にバドミントン部をつくってほしい。中学１年の娘が、バドミントン部がないためクラブ 

チームに行っている。他にもバドミントンをやりたい子どもが多いのにみんな諦めてしまってい

る。大人でもたくさんやっている人はいる。もっとバドミントンができる環境をつくってほし

い。         （女性 30 代） 

 私自身柔道をやっていたので、施設の整備などに配慮し、気軽に 500 円程度で皆が決まりを守り長

く維持できることを願いたい。                       （女性 30 代） 

 屋内型のテニスコート施設が欲しい。                （女性 40 代） 

 季節、天候問わず練習できる、屋内の相撲練習場があればよい。 （女性 40 代） 

 スケートボードなどをやっている子どもたちを見かける。オリンピック種目にもなったスケート 

ボードができる場所をつくってほしい。（ふじのくに田子の浦みなと公園の一部にできるよう許可

してほしい。もしくは富士市内のどこか。） （女性 60 代） 

 気軽に使える卓球場などが近くにあるとよい。 （女性 60 代） 



  Ⅴ 自由意見 

93 

問 15（つづき） 

④河川敷・公園・道路整備・遊具設置（17 件）

 河川敷の野球場を整備してほしい。 （男性 20 代） 

 自転車でツーリングできる施設をつくってほしい。 （男性 30 代） 

 雨でも練習できる施設がほしい。自転車が安全に乗れるような道があると安心。 （男性 30 代） 

 富士川緑地公園の状態がよくない。サッカーや野球をするのには危ない。 （男性 30 代） 

 自転車道の整備。富士山を中心としたサイクリングロードの整備。近隣市町と連携も必須。もちろ

ん、サイクルオアシスなどの休憩所、レンタサイクル、自転車メンテナンスなどは必要。目指せ、

しまなみ海道！ （男性 40 代） 

 富士川緑地の区画整備及び、有効化を検討してほしい。サッカーの試合で利用するが、駐車スペー

スが少ない。道路もアスファルトではないところがある。トイレの数も少なく、遠いし不便。

 （男性 40 代） 

 市民がいつでも気軽に利用できるように、また、子どものために遊具などを隣接させるべき。  

 （男性 40 代） 

 富士川の河川敷を整備し、河口などでマリンスポーツを楽しめるようにしてほしい。     

 （男性 50 代） 

 私がいつも行うスポーツは散歩だが、周りの道路は車優先に設計されており、安全に歩けない。幅

が狭くてすれ違いに気を使うし、子どもと並んで歩けない。傾斜も多い。広い歩道を整備した道を

ところどころで見るようになったが、散歩重視の私にとっては、体育館よりも歩きやすい歩道が普

及するほうを望む。 （男性 50 代） 

 大井川河川敷のように富士川を利用したフルマラソンコースなどの整備ができないか。   

 （男性 60 代） 

 楽しみながら健康づくり、体力づくりのできる健康づくり公園のような施設で、小学生から高齢者

まで自分の体力にあった運動ができればよい。花を見たり、散歩をしたりという公園に加えて遊具

があり小規模なスポーツジム、またはアスレチックのようなものがあれば自分自身の好きな時間に

好きな運動をして体力づくりができるので裾野が広がるのではないか。 （男性 70 歳以上） 

 市民が気軽に使用できる施設、そして大きな大会ができる施設の両方を兼ねそろえてほしい。健康

遊具がたくさん設置された、広くてスポーツができる公園などが欲しい。 （女性 30 代） 

 散歩がてら近くの河川敷に行くと、たまに高校生のソフトボール大会や他の競技が行われていて、

立ちどまり観戦することもある。 （女性 60 代） 

 ジョギング、散歩などをしながらでも、日常的に気軽に立ち寄り、自由に時間を過ごせる場所が欲

しい。 （性別不明 40 代） 

 富士川河川敷スポーツ広場の駐車場及びトイレの整備。 （性別不明 50 代） 

 テニス場で月に３回ほどコーチにレッスンを受けている。今回のような箱物については利用もしな

いし興味はない。外で手軽にできる散歩道などには興味がある。しかしながら、税金の使い方にも

よるが若い人には必要だと思う。  （性別不明 60 代） 
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 中央公園にジョキングコースを整備してほしい。夜でも歩けるように、明るくしてほしい。

 （性別不明 60 代） 

⑤整備・増設・改修・設備（16 件） 

 公共のものは料金が安いが、設備が整っていないというイメージがある。設備内容が充実していれ

ば、積極的に利用したい。 （男性 40 代） 

 子どもも大学進学などで上京し我が家ではスポーツをする人がいないので特に思うことはないが、

新たな体育館をつくることは必要だと思う。 （男性 50 代） 

 空調完備、水まわり（シャワーなど）の設備の充実。富士宮市の体育館より施設を充実させてほし

い。駐車場がない施設は、いかがなものかと。山側にあり、災害時には避難場所に活用できる施設。

 （男性 50 代） 

 市立体育館を 25 万都市に見合ったレベルに拡大してほしい。 （男性 70 歳以上） 

 年１～２回、町田市体育館、小田原市の体育館を利用している。メーン会場、サブ会場、レストラ

ン、公園もありすばらしい会場。富士市でも旧富士ハイツの跡地があり、常葉大学も移転すると聞

いた。また、以前津田の公設卸売市場が空地になると聞いたことがある。総合体育館敷地としてど

うか。 （男性 70 歳以上） 

 市内に大規模な施設があったほうが、部活動の遠征などがしやすい。 （女性 20 代） 

 駐車場の確保やベビーカーもしくは子どもも一緒に入ることのできるトイレ、授乳室。オムツ替え

のできる場所は、それぞれの施設で必要だと思う。 （女性 30 代） 

 皆でスポーツができる屋外施設は多いが、室内は少ないと思う。あったとしても利用できるかわか

らない人が多いと思うので、ふやすなど検討してほしい。 （女性 30 代） 

 トイレがきれい。部屋の電気が明るいというだけで、利用していて安心する。洋式トイレをふやし

てほしい。 （女性 40 代） 

 更衣室、ロッカーの広さや数。下足箱も大きな容量の物が必要だと思う。 （女性 40 代） 

 小さな体育館や市民レベルで利用できる施設は、小中学校体育館など多く存在するので、県レベル

の大会ができる施設が１つはないと、大きな大会やプロスポーツの利用につながらないと思う。大

きな施設であっても、限られたスペースを小規模な催しに利用できるフレキシブルなデザインでつ

くれれば理想。どの施設がどのように利用できるかも（時間や金額など）広く告知してほしい。

 （女性 40 代） 

 以前娘と体を鍛えにラ・ホール富士のジムに数回通ってみたが、部屋は無人で、マシンの使い方

もよくわからず、殺風景でなんだかがっかりして長続きしなかった。人件費などもあって難しい

とは思うが、「スポーツのまち」とするならば、どの公共施設でも、もっと一般のサービス（民営

のジム）に近づける努力があってしかるべき。余りにも閑散とし過ぎだった。 （女性 50 代） 

 市外のスポーツ施設を利用する機会があるが、その充実ぶりに目をみはり、当市の施設の貧弱さを

感じている。 （女性 60 代） 

 若いころからスポーツは大好きだったので、公共のスポーツ施設はできるだけ、多くつくってほし

い。 （女性 60 代） 
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 まちづくりセンターが近くにあれば便利なのでもっと広くしてほしい（駐車場含め）。公園には大

人でも利用できる体の健康維持や体力づくりに適した遊具などをつくってほしい。ラジオ体操など

も盛んに参加できるように音源の確保など。グラウンドゴルフなどの施設も整備してほしい。

 （女性 60 代） 

 横浜アリーナくらいの大きさの施設が１つあるとよい。 （性別不明 40 代） 

⑥野球場（12 件） 

 プロスポーツチームの誘致。富士球場の改修。 （男性 40 代） 

 富士球場の老朽化が目立つ。プロ野球公式戦も開催できる新スタジアムの建設を望む。   

 （男性 40 代） 

 体育館など箱物の事例が多いが、私的には野球人口の減少が一番の問題と考えている。野球をもっ

とできる環境を整備してほしい。 （男性 40 代） 

 富士球場を新しくしてほしい。 （男性 50 代） 

 富士球場でプロ野球が見たい。 （男性 50 代） 

 富士球場もナイター設備を設けたり、プロやいろいろなチームが合宿できるようにしたりしてほし

い。 （男性 50 代） 

 私は野球関係者だが、富士球場は県内の球場の中では、中途半端だと思う。そこで還暦、古希、小

学生、中学生専門の野球場にする。富士市は、他都市にくらべて野球人口が多い。      

 （男性 50 代） 

 野球場の競技施設が整備されていない。トイレ、本部席、スコアボード。 （男性 60 代） 

 野球場の改善を願いたい。①両、左右、100ｍ、センター120ｍとする。②内野席は背もたれのある

いすに改善。③照明の設置。④トイレの改善。 （男性 70 歳以上） 

 個人的には、プロ野球が開催できる球場があったらうれしい。  （女性 40 代） 

 野球場の照明設備を設ける。      （女性 60 代）  

 富士球場の整備。 （性別不明 50 代） 

⑦宿泊・合宿施設（11 件） 

 市民が気軽に利用できる身近な施設を希望する。同時に、夏季や冬季には、合宿などができるよう

な体制があると、よりスポーツ振興につながり、次世代の育成にもなると思う。 （男性 20 代） 

 常葉大学の跡地（校舎）が再利用できれば、県外からの合宿所として使える。 （男性 50 代） 

 合宿設備のあるスポーツ施設。 （男性 60 代） 

 合宿のための宿泊設備の整備。 （男性 60 代） 
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 富士市は、冬でも温暖で雪が降らないので、合宿もできるような体育施設があれば、県外からも利

用者が訪れる。観光地が少ないので、そういったスポーツ施設を使用した集客も必要。 

 （女性 20 代） 

 全国レベル、オリンピック関連など規模を大きくすると、それに必要な宿泊施設など市内に用意で

きるのか疑問。 （女性 50 代） 

 富士総合運動公園内（大淵）に体育館があったという事実を初めて知った。部活動（テニス）でよ

く行っていて、コート、球技場があることは知っていた。スポーツ施設に附帯して県外などの学生

に合宿所（泊まれる所）、また、簡易的なビジネスホテルで観戦者を呼び込めるよう、シャトルバス

運行も考えたい。とにかく富士山というすばらしいビューポイントがあるのに県外に対してのＰＲ

が少な過ぎる。県外の高校・大学の部活動合宿場所に富士総合運動公園はすばらしい場所。富士山

はポイントが高い。ただ、合宿場所がないので、どうしたらよいかという話を聞いたことがあった。

 （女性 50 代） 

 スポーツを観光ツールとして考えるのであれば、スポーツ施設のみならず、関連施設（宿泊、交通

など）の整備も検討すべき。 （女性 50 代） 

 富士山をアピールし県外から合宿などができる施設をつくり集客できるようにしていけるように

してほしい。 （女性 50 代） 

 大きな大会をするには、施設や宿泊施設など環境を整える必要がある。収容人数も 5,000 人以上に

すべき。 （女性 60 代） 

 新富士駅近くで合宿や温泉施設などの大型のホテル、観光施設を建てて充実したスポーツ環境をア

ピールし集客できるようにする。市民が自由に参加できる有料の体力づくり施設を隣接し、全国に

宣伝する。 （女性 60 代） 

⑧富士総合運動公園（8 件） 

 富士総合運動公園は自然環境の面から考えると県内一の施設と思える。ただ附帯設備（宿泊、食事、

休養、交通手段）が不足している。 （男性 70 歳以上） 

 富士総合運動公園が割と北部のほうにあるので、利用しづらい。 （女性 20 代） 

 富士総合運動公園内で未舗装部分や坂、段差が多いので危ない。公共スポーツ施設のアクセスの悪

さも課題だ。 （女性 20 代） 

 私は子どものころから富士総合運動公園には、いろいろな場面でお世話になってきた。富士ハイツ

があったころには合宿で利用したこともあった。今後もそのような宿泊施設が近くにあり、アスレ

チックなども今以上に充実した総合施設が富士市にあり続けてもらいたい。また、高いお金を出し

てスポーツジムに行くのではなく、市の体育館で充実したマシンなどの利用ができるようにしてほ

しい。 （女性 30 代） 

 富士総合運動公園体育館周辺を整備し、新たな体育館を建設することにより、県の水泳場とともに、

大きな大会を開催することができるのではないか。また、常葉大学の跡地の有効利用にもつながる

のではないか。新東名高速道路からのアクセスも悪くない。 （女性 40 代） 

 富士総合運動公園を利用するのに、バスの便が少なく不便なので、公共のスポーツ施設へのアクセ

スをもう少し便利にしてほしい。                       （女性 40 代） 
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 富士総合運動公園はウオーキングなどで利用している。新東名高速道路の新富士インターチェンジ

からすぐなので県外からも来てくれるとよいし、ウオーキングやジョギングコースの整備もしても

らえると富士山を見ながら歩けるし緑もあるしよい。夜間も利用できるようにしてほしい。駐車場

を広くしてほしい。富士市の市民が気軽に運動しに来られる施設にしてほしい。 （女性 40 代） 

 富士総合運動公園へは、交通の便から限られた人しか利用できないので、各地域の施設を充実させ

たほうがみんなが利用できると思う。 （女性 50 代） 

⑨学校体育館・グラウンド・大学などの活用（7 件） 

 市立高校の体育館、グラウンド、野球場も使って、小学生から高校生、社会人まで一緒にできるよ

うになればよい。 （男性 40 代） 

 小中学校の体育館（夜間・休日）使用をしやすくしてほしい。 （男性 50 代） 

 市民スポーツの状況を考えると小中学校の体育施設利用でかなりの部分が補えているので、総合体

育館などの機能は、最低でも県大会レベルの競技会が十分実施可能なものとすべき。そうした大会

の一流の技能を観戦することにより、子どもたちや市民のスポーツへの関心を高めていくことがス

ポーツの推進への契機となると思う。 （男性 60 代） 

 若い人が集まり生活できることが重要。大学、及び専門施設がよりよいスポーツ推進になるのでは。

 （男性 60 代） 

 アスリートの指導を受けられるスポーツ教室は、競技場だけでなく小学校や中学校のグラウンドな

どでできるととても参加しやすく、スポーツを身近に感じられると思う。 （女性 40 代） 

 少子高齢化社会を迎え、高齢者や障害者、子どものためのスポーツ普及については、小中学校施設

を利用推進すべき。 （女性 50 代） 

 もっと小中学校の校庭や体育館を活用してもよい。大きい施設は、建設その他の維持管理に経費が

かかる。大きなものをつくるより今ある施設を見直し、使いやすくしたほうがよい。     

 （女性 70 歳以上） 

⑩施設について その他（3 件） 

 子どもがもっと楽しめる施設やスポーツができる場所をつくるべき。 （男性 40 代） 

 浜松市にある「ラウンドワンスポッチャ」に行ったらものすごく混んでいた。家族連れや子ども同

士、学生、高齢者などジムに通って運動しないでも、バスケットボール、卓球、テニス、野球、パ

ターゴルフ、バドミントンなどができる施設があれば利用したい。「ラウンドワンスポッチャ」は若

い子が多く、そういうストレス発散場所があれば非行防止にもなると思う。 （女性 20 代） 

 私はスポーツはしないのでわからないが、スポーツ施設はあったほうがよい。 （女性 70 歳以上） 
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施策・イベント・誘致（82 件） 

① スポーツ教室（21 件） 

 キンボールスポーツを行う団体（チーム）をつくるため、スポーツ教室を開催してほしい。キン 

ボールは老若男女問わず行えるスポーツでルールさえ覚えれば誰でも楽しめるスポーツ。   

 （男性 30 代） 

 私は富士市の施策について余り知らないが、このアンケートから見るに大きな施設で経済的発展を

したいのか。私は多くの市民がそれほど見ばえのするスポーツでなくても、ヨガのように高齢者は

高齢者なりに若い人は若い人なりにできるようなもののほうが市民の健康に役立つと思う。中途半

端に大きなものをつくって後の世代を困らせないようにしてほしい。 （男性 60 代） 

 専門的な分野もさることながら、素人でもすぐに参加できる種目も考えてはどうか。     

 （男性 70 歳以上） 

 子どもが成長するときは、部活などを通して子どもも親もスポーツを楽しむが、巣立ってしまうと、

日々の忙しさにかまけて運動をしなくなる。40～50 代にターゲットを絞って、運動の必要性、楽し

さなど感じられるイベントをぜひ、やってもらいたい。ヨガ・太極拳・ウオーキング・近くの低山

の登山など、簡単に参加できるものがよい。 （女性 10 代） 

 スポーツジムは、昔よりかなり多くなってきていると思うが、そのような場所を利用するのを嫌が

る人も多数いると思う。若い人から高齢者まで気軽に利用できる施設ができればよい。例えば、ス

ポーツインストラクターなどを呼んでエアロビクスやヨガなど。 （女性 20 代） 

 マイナーなスポーツが広まるとよい。 （女性 20 代） 

 今あるスポーツ施設より大きなものをつくる必要はない。しかし、県外の学生や市民を誘致できる

ような設備を整え広報をしていくことは大切。大きな施設をつくっても利用する市民は一部だとす

るともったいない。スポーツ教室など市が主催して利用者をふやす取り組みに力を入れてほしい。

 （女性 30 代） 

 初心者向けの講座には参加してみたいが、参加できる人数が限られるため、なかなか参加できない。

 （女性 30 代） 

 予約不要で手軽に参加できる講座をやってほしい。小学生低学年が参加できる講座の開催。  

  （女性 30 代） 

 地区（小学校）のドッヂボール大会はやめてほしい。とても負担だ。自分の子も出ないのに役員を

やらされ当日は仕事も休み、夫まで審判として出席を強要され、子どもたちは寂しく留守番をして

いる。何かあったらと心配だったが預ける所もなく、周りのママ友も嫌で前日から憂鬱だったと 

言っていた。大淵でやるスポーツ教室が多いが遠くて参加できない。 （女性 30 代） 

 半年や３か月でなく、通年で参加できる市民教室を開催してほしい。全市民対象でなく、ある年齢

や、入園・入学時に無料の利用券を配布してほしい。 （女性 40 代） 

 余りスポーツをしないので、初心者でも取り組みやすいスポーツを紹介してほしい。働いているの

で、夜の講座などがあるとありがたい。 （女性 40 代） 

 市民が気軽に利用できるスポーツ教室などを企画してほしい（初心者、初級者向け）。     

 （女性 50 代） 
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 富士市民の高齢化、若年層の流出、人口減少から考えて、健康寿命を上げる対策として、手軽にで

きるスポーツ教室はふやすべき。 （女性 50 代） 

 共働き世帯は余裕がなく平日や夜のスポーツ教室には行けない。土日に、現在平日や夜に行われて

いるスポーツ教室を開いてほしい。今の施策では、高齢者や専業主婦にしか参加できない。  

  （女性 50 代） 

 小さいころからスポーツに興味が持てる子どもに育つために、親子でできるスポーツなどができた

らよい。 （女性 50 代） 

 さまざまな種目で初心者教室を開催してほしい。 （女性 50 代） 

 市民の健康に役立つ使いやすい施設にしてほしい。トレーニングができて、教室（講座）を多く開

催してほしい。 （女性 50 代） 

 市民が使いやすい（利用しやすい）施設を希望する。まちづくりセンターで行われている教室など

も、仕事をしている人でも参加できるように、夜や日曜日のコースをふやしてほしい。    

 （女性 50 代） 

 スポーツをしていないので体育館が使用中止とは知らなかった。まちづくりセンターのヨガの講座

に申し込んだが、抽せんに外れ受けることができなかった。希望の多い講座はもっとふやすとよい。

 （女性 50 代） 

 60 代の女性としては体育館でのスポーツよりまちづくりセンターでのヨガや体操教室のほうが身

近に感じられる。スポーツは見て楽しんでいる。 （女性 60 代） 

②マラソン･駅伝など参加型スポーツイベント（16 件） 

 自転車ロードレースやマラソン大会の数をふやしてほしい。スポーツを始めたばかりの人でも参加

しやすいような大会をふやしてほしい。 （男性 30 代） 

 多くの市民が参加できるようなスポーツイベントや、地域ごとにスポーツジムなどがあれば、活性

化するのでは。 （男性 50 代） 

 市民マラソン大会の開催を多くしてほしい。 （男性 50 代） 

 現在行われている、富士山女子駅伝のような継続性のあるスポーツイベントの誘致ができればと思

う。 （男性 60 代） 

 富士山女子駅伝のようなスポーツ大会を、もっとふやしたい。 （男性 70 歳以上） 

 市民マラソンを行い市外から集める。 （男性 70 歳以上） 

 富士川緑地を利用したスポーツイベントを開催してほしい。毎年行っている富士山女子駅伝は長く

続けてほしい。 （男性 70 歳以上） 

 富士山女子駅伝に出場する選手のための合宿所、また宿泊施設を充実させてほしい。応援団や、家

族も安心して富士市内に宿泊できるような施設も充実させる。そして、コースももっとまちなかを

走るコースを考えてほしい。またボランティアに対しても、応援マナーの教育をしてもらいたい。

観衆よりも、本人が前に出ている。 （男性 70 歳以上） 

 市民がもっとスポーツを気軽に行えるようなイベントなどを行い、公共のスポーツ施設を活用でき

るようにしたらよい。市営のスポーツジム施設があるとよい。 （女性 20 代） 
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 ふじかわキウイマラソンには毎年参加しているが、すごくよい大会だと思う。ぜひ今のサービスを

維持しながら継続してほしい。 （女性 30 代） 

 名古屋ウィメンズマラソンのような県外からも参加できるイベント。 （女性 40 代） 

 日ごろから参加したいとは思っているが、内容を知らず、いまだに参加できていない。スポーツの

イベントは日曜日が主で、仕事の関係上、日程が合わない。気軽に参加できるイベントを考えてほ

しい。ことしはふじかわキウイマラソンに参加するつもりだ。 （女性 50 代） 

 施設を充実させ、市外から人が富士市に集まることはうれしいが、環境を整える資金が必要で難し

い。日本一の富士山とマッチしたスポーツイベントなどで、富士市をＰＲできるとよい。高橋尚子

さんの陸上教室や富士山女子駅伝などの取り組みはとてもよいと思うので、さらにふやしていけれ

ば、と思う。 （女性 50 代） 

 一流スポーツ選手の招待や大会の開催で、スポーツアピールと意識の啓発を図る。      

 （女性 70 歳以上） 

 「富士山登山ルート 3776」も大変よい企画だと思っている。しかし、もう少し対象者を広げられる

低山登山もあったらよい。 （女性 70 歳以上） 

 身近なところで、吉原公園の緑地や、歩道を利用したウオーキングなど健康交流を意識した施策を

望む。（岩本山・大淵笹場・浮島沼など） （女性 70 歳以上） 

③合宿誘致やチーム誘致・富士市で特化したスポーツ（13 件） 

 富士市で、プロサッカーチームが誕生してほしい。 （男性 20 代） 

 マイナースポーツでも聖地と言われるような施設づくりをするべき。 （男性 30 代） 

 オリンピックの自転車競技開催を機に富士市でも関連した施設の整備や大会を開催し、自転車ス 

ポーツのメッカにしてほしい。 （男性 40 代） 

 サッカー、野球、バスケットボールなどのプロチームの本拠地となるような施設と受け皿があると

よいと思う。 （男性 50 代） 

 沼津市には、Ｊ３のサッカーチームが、三島市には東レアローズがあり、昔は、富士市にも大昭和

野球部があった。市を代表する応援できるスポーツ（チーム・個人）をつくるのは急務だ。  

  （男性 50 代） 

 富士市で盛んなスポーツを育む。 （男性 60 代） 

 市民が全員で応援できるプロ野球チームやプロサッカークラブをつくるようなプロジェクトを発

足してほしい。 （男性 60 代） 

 市民の健康を優先するなら全市民が参加可能なスポーツ施設と競技種目を設定し、体力測定月間を

設定して地域ごとに参加を募る。一人の百歩より百人の一歩（市民全員参加を目標に、実現は不可

能だが）。 （男性 70 歳以上） 

 一般的に人気のあるスポーツを推進することも大切だと思うが、富士市ならでは、と思われるよう

なスポーツを決め、それに力を入れてみては。または、市民にとって目新しいスポーツ（フィギュ

アスケートなど）を取り入れてみてはどうか。 （女性 30 代） 
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 年末に富士山女子駅伝があるが、練習コースや宿泊施設が少ない。その時期にだけ選手が来るので

はなく、通年で練習や合宿をバックアップしたほうが、より駅伝が市民に身近になるのでは。例え

ば島田市は大井川リバティコースがあり、市内ホテルが合宿所になり、市がバス、弁当など手配し

ているという。大学、実業団の合宿が入り、そのコーチに地元高校生が教わるなどしているらしい。

結果、長距離が強くなっている。富士に全国に放映される駅伝があるのに、そのメリットを地元に

生かせないか。 （女性 40 代） 

 清水、藤枝といえばサッカーをイメージするように、富士といえば○○というような楽しめたり、

プロを目指したりできるような核となるスポーツがあればそれに特化した施設や、一流アスリート

の指導も受け入れやすいのではと思う。何のスポーツがよいかは今すぐには自分では思い浮かばな

い。 （女性 50 代） 

 他市ではプロスポーツの公式戦ができるが、富士市では、プロスポーツ選手が来るという話を余り

耳にしない。子どもたちもプロスポーツの試合など見ると喜ぶと思う。会場が欲しい。    

 （女性 70 歳以上） 

 安心・安全を第一に考えてほしいと思う反面、スポーツチームの誘致などにも積極的であってほし

い。 （性別不明 30 代） 

④スポーツ観戦・応援（13 件） 

 プロ野球やＪリーグが観戦できるスポーツ施設は、富士市には 10 年先でも無理だろう。    

 （男性 50 代） 

 5,000～１万 5,000 人規模の観戦できる施設を設ける。 （男性 60 代） 

 スポーツ施設の充実をはかり、プロスポーツクラブを誘致する。スポーツ観戦などの楽しみが富士

市にはない。 （男性 60 代） 

 プロスポーツは一部の人のみ参加している。 （男性 70 歳以上） 

 子どもから大人までが利用したいと思う施設をつくってほしい。身近でプロのスポーツが見られる

ようになると、スポーツをやりたいと思う気持ちが強く持てると思う。 （女性 30 代） 

 多世代を巻き込んだ事業がふえるとよい。自身が行うスポーツももちろん、見るスポーツも推進し

ていくとうれしい。 （女性 30 代） 

 プロスポーツ公式戦が行えるようになれば、その試合を見たくて市外県外からも人が集まってくる

と思う。市内の子どもたちも生でプロの試合を見れば「自分もプロ選手になりたい」と頑張り方が

違ってくると思う。バスケットボールもＢリーグが始まったので、富士市でも試合が見たい。

 （女性 40 代） 

 スポーツを活性化したいなら本物を見せるべき。本物を呼ぶのであればそれなりの環境を整えるべ

き。環境が整えば本物見たさに人は県内外からやってくると思う。10 年後 20 年後に結果が出るの

ではないか。 （女性 40 代） 

 全国大会や国際大会を富士市で開催できたら、見に行けるとうれしい。年末の富士山女子駅伝もい

つも応援している。スポーツはできないけれど、見るのは大好きである。 （女性 50 代） 

 ふだん見ることのできないスポーツを身近で見られたらよい。 （女性 50 代） 

 市内の施設で何らかの大会があれば観戦や応援に参加してみたい。 （女性 60 代） 
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 全国レベルの大会を開催できる設備を有する競技施設を整備する。「公式戦や国際大会などを誘致」

と回答したが、スポーツ選手として出場する人以外にも、応援・観客として体育館などへ行く人の

ためにもよいと思った。 （女性 70 歳以上） 

 私自身スポーツはできないけれど見ることは好きなので、気軽に見学できるような施設を設けてほ

しい。 （女性 70 歳以上） 

⑤富士山・自然を生かす（11 件） 

 球技や陸上競技だけがスポーツであると思い込まず、幅広く捉えていくべき。例えばボルダリング

やスケートボードがオリンピック競技になろうとしているが、まちなかを歩いたり、自転車に乗っ

たりしていることもスポーツと呼べないか。「富士山登山ルート 3776」はおもしろい試みだと思う。

暮らしていると健康になるまちだとよい。散歩が楽しみになるまちなみ、車中心社会からの脱出が

重要なテーマになる。 （男性 30 代） 

 健康推進とか言いながら施設不足。工業都市か観光都市を考えているのであれば、人の集約できる

場所がもっとあるべき。せっかく富士山が見える場所なのだから、建築規制ばかりではなく誘致な

ど（スポーツ団体）も考えるべき。 （男性 40 代） 

 海や富士山もあり、環境もよいのに、市内に有名施設がなく楽しめないと思う。 （男性 40 代） 

 富士市は富士山南麓の『アリーナ席』。このロケーションを生かした施設やイベントをふやし、他県

にアピールすべき。富士山女子駅伝には毎年警備のボランティアに参加しているので、今後も続け

てほしい。 （男性 40 代） 

 富士山のふもとの環境を生かした大会を行えるような施設を考えたほうがよい。 （男性 50 代） 

 富士市は富士山をいつも前面に出してスポーツイベントを開催してほしい。 （男性 60 代） 

 富士山を生かした施策を推進する。 （男性 70 歳以上） 

 富士山を生かしてスポーツを楽しめる、子どもたちが気軽に楽しめる施設やイベント。親子の交流

になるようなイベント。 （女性 20 代） 

 富士山にあやかっているだけでは、観光地としては足りないと思う。市外から来てもらえるような

イベントを富士総合運動公園のあたりでもやるべき。 （女性 40 代） 

 今後富士市がスポーツを通じて市の活性化を図っていくとあるように、富士山を生かしたスポーツ

イベントをやって人を集められたらよい。 （女性 40 代） 

 富士山が美しく見えることをもっと生かして、全国や世界にアピールしていってほしい。こんなに

空気も水も景色もきれいな所で運動ができるということも。富士山女子駅伝のようにテレビで富士

市が放送されることで、子どもも大人もスポーツを通して富士市を知ることができると思う。ス 

ポーツ施設と富士山と一緒に写真を撮る人たちの撮影スポットも大切。 （女性 50 代） 

⑥施策・イベント・誘致 その他（8 件） 

 大都市に行かなければできないとか、施設がなくて始めてみようと思っているスポーツを諦めるな

どということがないよう、全国レベルの施設や新しいスポーツを体験できるイベントなどの開催を、

積極的に進めるべき。 （男性 40 代） 
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 スポーツに気軽に参加したり、見たり、指導を受けたりして楽しめるよう環境を整備する。  

 （男性 70 歳以上） 

 区民体育祭を廃止してほしい。出たくないのに、無理やりに出なければならない。毎年苦痛。  

 （男性 70 歳以上） 

 この間、子どものサッカー試合で利用した。子ども、幼稚園児、小学生が喜ぶスポーツのイベント

をふやしてほしい。 （女性 30 代） 

 外で遊べる場所が昔に比べて減ってきている。それと同時に外で遊ばない子どももふえてきている。

そのため、まずは富士市民が興味の持てるようなスポーツ施設をつくってほしい。そこでイベント

を行ったり、人が集まる場所になったり、スポーツを楽しいと思えることができたりしたらうれし

い。市外からも足を運んでもらえる場所になれば市ももう少し活性化すると思う。 （女性 30 代） 

 体を動かすことが、健康につながるということを、市民一人一人が認識しているのだろうか。市で

呼びかけなどを積極的に行うことが大切。気軽に運動できる場を提供し、アピールすべき。 

 （女性 40 代） 

 気楽に参加できる催しがあったらよい。 （女性 60 代） 

 子どもたちの運動はスポーツ少年団のような限られた子どもがしていると思う。多数の参加を望む

なら、年 1～２回でも家族全員で楽しめるイベントがあればよいのではないか。（女性 70歳以上） 

駐車場・交通手段・立地（50 件）

 交通の便が悪く、アクセスしにくい。 （男性 20 代） 

 多くの人が利用しやすい市街地にスポーツ施設があれば富士市のスポーツが盛り上がると思う。

 （男性 20 代） 

 公共交通機関を利用して行きやすい場所にするべき。 （男性 30 代） 

 高齢者向けに、バスなどで行きやすいようにしてほしい。車を使用しない人のことを考えてほしい。

 （男性 30 代） 

 アクセスしにくい場所に施設をつくっても無駄だと思う。今からスポーツ推進施策を考えるのは遅

過ぎる。 （男性 30 代） 

 車社会ではあるが、交通の利便性は考えるべき。岳南電車を支援するなら、人が利用できるように

岳南鉄道線の駅近くに公共施設を建設するべき。 （男性 50 代） 

 スポーツ大会において会場が分かれることなく同一会場でできる施設、駐車場が充実した施設を希

望する。 （男性 50 代） 

 駐車場の整備。 （男性 50 代） 

 公共交通機関の便のよい場所にあってほしい。例えば、吉原駅前の日本製紙や岳南電車の駅周辺な

ど。 （男性 50 代） 

 施設までのアクセスを整備するとともに駐車場を整備する。 （男性 50 代） 
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 富士市内の体育館は他県から選手を集めて大会を開催しようとすると、交通の便が悪い。利用でき

るのは富士体育館のみになる。 （男性 60 代） 

 施設の場所を交通機関との連携を図り便利に利用できるものにすべき。 （男性 60 代） 

 公共のスポーツ施設を利用するために、スポーツ施設までの公共交通（バスの本数）の充実も図る

べき。 （男性 60 代） 

 文化・スポーツ施設が市北部に集中している。立地は東海道線より南側を最重点に考えてほしい。

加えて図書館も同様。 （男性 70 歳以上） 

 富士市の施設は設備に対して駐車場のスペースが狭く感じる。体育館の場合、大きな大会の際は臨

時駐車場を設けるなど対応が要求される。今後大きな大会を多数誘致するならば建物の外観も大事

かもしれないが、ある程度広さのある駐車場を確保すべき。 （男性 70 歳以上） 

 施設を利用したくても駐車場が狭くなかなか利用が難しいことが多い。 （女性 20 代） 

 車でしか行けないような場所にあるのならば、公共機関（バス）の便数をふやすべき。中学生・高

校生にも優しい施設であるべき。 （女性 30 代） 

 体育館の大きさは他県に比べて広いのか狭いのかわからないが、大きな大会を開くのであれば、駐

車場をもっと確保してほしい。 （女性 30 代） 

 富士体育館にいつも車がぎっしりというイメージがあるため駐車場の整備をしてほしい。  

 （女性 30 代） 

 マリンプールが郊外過ぎるので、もっと市街地に近い所につくってほしい。 （女性 40 代） 

 市内ではほとんど移動に車を使う。車の数に比べて、駐車場スペースが少ないと思う。大会などが

ないときは、駐車場を使ったイベントなどを開催する。 （女性 40 代） 

 どの体育館にしても、現在は駐車場が足りていないと思う。立地、アクセスが悪いように思うので、

改善すべき。 （女性 40 代） 

 自家用車以外の公共交通で通える場所へ総合体育館をつくるべき。市民が利用しやすく。  

 （女性 40 代） 

 アクセスしやすい立地と駐車場の確保。駐車料金は無料または低料金（１日 100～200 円）で。

 （女性 40 代） 

 駐車場の確保。 （女性 40 代） 

 新富士駅と富士駅への交通の便をなんとか便利にしてほしい。それにより県外からの利用者なども

ふえると思う。 （女性 40 代） 

 富士体育館は、駐車場が少な過ぎる。試合があるたびに有料駐車場を利用しなくてはならず、子育

て世代には家計に影響する。 （女性 40 代） 

 スポーツ施設へのアクセスが不便だと気軽に楽しむことができない。 （女性 50 代） 

 スポーツ施設の駐車場の確保（大会時）。ＳＮＳでの情報提供も、これからはもっと必要なのではな

いか。 （女性 50 代） 

 市民の移動は自動車が多いので、駐車場を多く確保してほしい。 （女性 50 代） 
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 交通手段が限られているので他の手段もあるとよい。 （女性 50 代） 

 富士総合運動公園の周りは環境もよく、市外からたくさんの人が訪れる施設をつくることは市の活

性化にもつながると思うが、車がなかったら行くのも大変である。学生が利用しやすいように交通

の便もよくしてほしい。 （女性 50 代） 

 交通の便を改善すべき。富士川体育館以上か同等の駐車場の確保。 （女性 50 代） 

 部屋数はあるが、一部屋の広さが狭い。駐車場も土日は不足している。バリアフリーになっていな

い。 （女性 50 代） 

 どれほど立派な施設であっても駐車場の確保と交通手段が問題。 （女性 60 代） 

 駐車場が狭い。交通の便が悪い。広い所につくってほしい。 （女性 60 代） 

 駐車スペースを広く確保してほしい。 （女性 60 代） 

 大会時に見学するためのバスがあったらよい。 （女性 60 代） 

 施設を使用する人は限定されていて、場所も遠いため、使用したことがない。 （女性 60 代） 

 交通の便のよい場所にするとよい。 （女性 60 代） 

 駅から歩いて 15 分くらいのエリアに建設し、交通の便が悪くならないように。大会当日は、シャト

ルバスがあるとよい。 （女性 60 代） 

 現在は、学校の体育館・まちづくりセンターでの高齢者体操、ヨガ教室など、積極的に利用させて

もらっている。温水プールなども、利用したいと思うが、遠くて交通手段がないので利用できない。

新富士駅・まちづくりセンターなどの近くまで送迎バスがあれば、健康維持のために利用したい。

 （女性 60 代） 

 駐車場を十分確保してほしい。 （女性 60 代） 

 車の運転ができない人、しない人が気軽に利用できるようなアクセスを考えてほしい。

 （女性 60 代） 

 交通の便のよい所を選んでつくってほしい。 （女性 70 歳以上） 

 スポーツ施設を利用したくても、そこへ行く交通手段が問題だ。高齢なら、車の運転もできなくな

る。私の年齢に限って言えば、身近で気軽に誰もが参加できる環境が欲しい。 （女性 70 歳以上） 

 スポーツ施設に行くためのバスなどの使用ができたらよい。 （女性 70 歳以上） 

 交通の便が悪い。気軽に行ける場所または交通手段を確保してほしい。 （女性 70 歳以上） 

 交通の便をよくしなければ、若い人はどこにでも行けるが、高齢者は行けなくなるだろう。健康長

寿県であるためには、交通の便を考えてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 公共交通を充実し老若男女が集うことのできる施設をつくってほしい。 （性別不明 70 歳以上） 
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意義・利用しやすさ（47 件）

 市民が利用しやすいことが一番重要。 （男性 30 代） 

 現状は、一部の人たちしか使わない施設だと思う。もっと多種の競技ができたり、市民が気軽に利

用しやすい環境が必要ではないか。 （男性 40 代） 

 子どもがもっと楽しめる施設やスポーツができる場所をつくるべき。 （男性 40 代） 

 施設を使用するのに、事前講習を受けなければならない、団体優先で個人は使えないなど、気楽に

使用できない。もっと市民が気軽に、ハードル低く使用できる仕組みをつくってほしい。全国レベ

ルとか、プロチームとか、二の次でよい。 （男性 40 代） 

 富士市はかなり施設が充実しているとは思う。スポーツの推進には結構力を入れているとは思うが、

もっと充実させるとよりよい。 （男性 40 代） 

 身近にあって使いやすい施設にしてほしい。 （男性 50 代） 

 孫たちがのびのび遊べる全天候型の施設。観光交流も必要だが、第一に市民が多く利用できる施設

をつくってほしい。 （男性 50 代） 

 新幹線及び高速道路の便がよいため、県内外から集客ができる施設が必要。 （男性 50 代） 

 日常生活において、時間的な余裕があれば、簡単に利用できる施設。 （男性 60 代） 

 公共のスポーツ施設は一部の団体が独占する傾向が強いので民間の施設で十分。 （男性 60 代） 

 若いころはスポーツが大好きだったが、体を壊してからは、施設を利用することが少なくなった。

これからの高齢化社会には、「寝たきり」「家にとじこもり」にならないよう、これらの施設は、市

民が自由に使えるように整えるべき。 （男性 70 歳以上） 

 一般市民が自由に使える施設にすべき。 （男性 70 歳以上） 

 ゆくゆくは全国レベルの大会やプロスポーツ公式戦も開催してほしいが、その前に市民が身近にス

ポーツを楽しめて、興味を持てるようにすべき。 （女性 10 代） 

 富士市のスポーツが今どのような状況かはわからないが、全ての人に使いやすい施設にしてほしい。

 （女性 10 代） 

 なぜあんなにも利用しにくいのか。 （女性 20 代） 

 まだ引っ越してきたばかりなのでよくわからないが、自由に使いやすい施設があるとよい。  

 （女性 20 代） 

 市民が気軽に使用できるようにすることも大事だと思うが、同じ高額な工事費が必要ならば、より

多くの人に使用してもらえるような施設にすべき。 （女性 20 代） 

 学生の時にはスポーツ施設を利用していたが、成人して以降は利用することもなくなり疎遠になっ

ている。普段スポーツをしない人は、そうなりがちではないか。そういった人たちにも利用できる

ような何かがあればよい（スポーツ教室や施設内での食事など）。 （女性 30 代） 

 運動は健康を維持するために必要不可欠なものなので、市民が利用しやすい施設にしてもらえると

うれしい。ちなみに、現状でもとても利用しやすい。 （女性 30 代） 
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 初めて利用しようと思っても、常連が我が物顔で利用しているので行きたくない。誰でも利用しや

すい利用方法を徹底してほしい。プールは泳げる人が１コース独占みたいな時があり泳ぎにくい。

 （女性 30 代） 

 まだ富士市に住んでそんなにたっていないのでわからないが、大人も子どもも（幼児も）気軽にス

ポーツできる施設があればうれしい。 （女性 30 代） 

 老若男女が利用できるようになればよい。 （女性 30 代） 

 県内全域から大々的に集まれる施設というより、富士市の大会が行えるくらいの、普段から市民が

気軽に使用できる施設がよいのではないか。 （女性 30 代） 

 みんなが参加できる施策や施設であってほしい。 （女性 30 代） 

 市民が使いやすい、わかりやすい施設をつくってほしい。立派なものがあっても、高い料金、わか

りにくい使用方法だと意味がない。スポーツは、誰でも参加、観戦できるものがよい。健常、障害

者がともに楽しめるものがよい。 （女性 40 代） 

 スポーツは、体によいことだと思う。もっと、子どもから大人までスポーツが自由にできる施設が

あってもよい。そして、スポーツ選手が富士市から一人でも多く出るとよい。 （女性 40 代） 

 誰でも気楽に利用でき、市全体が活発になるように施設を充実させていく。 （女性 40 代） 

 まちづくりセンターの規模を縮小するのは、市民課に代わって行っている事務手続などをネットな

どで簡素化が可能なので、スペースを市民が利用する以外の部分で進めていけると思うが、スポー

ツ施設は人の活動ありきなので、人手を惜しんでいては人の集まりやすい場所にはならないと思う。

行政からすると最優先課題ではないかもしれないが、市中心部にもそういった施設をふやしたり、

アクセスしやすい、利用しやすい施設を考慮してほしい。 （女性 40 代） 

 無理して規模を大きくする必要はないが、普段スポーツをしない人たちでも気軽に立ち寄れるよう

工夫すべき。スポーツ施設を使う人と全く使わない人の差が大きいため、使わない人にとってはス

ポーツについてお金を使うことを余り快く思わない。 （女性 40 代） 

 市民が身近で気軽にスポーツを楽しめる公共のスポーツ施設を希望する。 （女性 50 代） 

 安全でいろいろな人が利用しやすい設備であることが第一で、交通対策も考えてほしい。   

 （女性 50 代） 

 以前、小学校の体育館でのスポーツ教室に参加していた。体育館を借りる手続きや鍵の受け取り、

返却で一部の人のみ負担がかかり、もめる原因となった。教室の開催は夜間なので参加できても、

予約や鍵の受け取り、返却は日中に行うため勤めている人にはできない。施設の予約から利用まで

がしやすくなるとよい。 （女性 50 代） 

 誰でも気軽に利用できる施設であってほしい。県富士水泳場、総合運動公園の施設、常葉大学富士

キャンパス（跡）の施設を利用して、スポーツや個人の健康増進のためのトレーニングなどが、気

軽にできるとよい。プロチーム、学生のスポーツ合宿なども見学でき、子どもたちや障害者の方々

など誰もが運動してみたい、スポーツをしてみたいという気持ちが育まれるような刺激を受けられ

る場所であってほしい。身体によい食品を提供する場所、軽食コーナー、スポーツ用品店などもあ

れば軽い気持ちで行きやすくなる施設になるのでは。 （女性 50 代） 
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 子どもたちが、多くのスポーツを体験し、スポーツは楽しいものだというイメージを持てるような

環境づくりをすべき。成績云々より、低料金で気軽に楽しめ、大人になってからもストレス解消の

よい手段になるようなものを見つけられればよい。 （女性 50 代） 

 温水プールを利用しているが、熱源がなくなるというのは市民として残念。立派な箱物をつくり、

利用料が高くなるより、より市民が利用しやすい施設にすべき。ただ老朽化は避けて通れない問題

なので、行政でしっかり検討すべき。 （女性 60 代） 

 もっと市民が利用しやすい施設にしてほしい。車がなければ行けない、利用料が高くて利用できな

いでは、施設をつくる必要はない。スポーツをする人だけでなく、高齢者、障害者、子どもが無理

なくスポーツができるような施設づくりを願う。 （女性 60 代） 

 各年代がスポーツを身近にできるよう、行きやすい環境を整えてほしい（施設、用具、指導など）。

 （女性 60 代） 

 子どもから高齢者まで、気軽に利用できる施設であることがよい。 （女性 60 代） 

 市民が気軽に安価で利用できる施設の充実を希望する。 （女性 60 代） 

 特定の人々だけが利用する施設というのは平等ではない。子ども、大人、プロ、アマチュア、問わ

ずに利用できる施設であってほしい。底辺から育成するのも大切なこと。いつでも、誰でも、誰と

でも利用できるようなものであれば、多くの方から賛同をもらえるのではないか。 （女性 60 代） 

 スポーツができることも大切ではあるが、市民がスポーツを身近に感じられ遊びもできるなど親し

みやすく楽しいと感じることのできる施設であってほしい。 （女性 60 代） 

 子どもから高齢者まで幅広く多くの人が利用できる施設に。 （女性 60 代） 

 市民がスポーツを通し交流することを望む。 （女性 70 歳以上） 

 市の施設は、できてみると中途半端で使いにくい。 （女性 70 歳以上） 

 市民が気軽に利用できて、スポーツ以外でも利用価値のあるものにしてほしい。 

 （性別不明 40 代） 

 気軽に入れてちょっとのんびりできる所があって、若い人から、子ども、高齢者まで、誰が行って

も、それなりに楽しめるように。年齢層ごとに場所が分かれていればよい。 （性別不明 60 代） 

 高齢なので利用は困難だと思う。若い人たちが楽に利用できることを望む。 

 （性別不明 70 歳以上） 

税金・財政・運営・地域活性（38 件） 

 スポーツ推進により、具体的に誰がどのように得をするのか、定量的な効果を試算してから施策を

行ってほしい。住民が暮らしやすくなって人口がふえるとか市外からの利用者がふえて税収がどれ

くらいふえるかなど。 （男性 20 代） 

 市を活性化するためには、市民一人一人がスポーツを身近にできるような施設を利用し、健康で充

実した生活を送れるように環境を整えるべき。 （男性 30 代） 

 ほとんど使っていないのでよくわからない。スポーツによって市外、県外から人を呼び、市の活性

化につながるようにしてほしい。 （男性 40 代） 
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 プロスポーツ、大きな大会などの開催はすごく魅力ではあるが、それに対する予算、建物の維持管

理の費用が莫大なものになり、負の遺産になるのを懸念する。敷居が高くなりすぎて市民が気軽に

利用できなくなるのも怖い。 （男性 40 代） 

 富士市の単位で誘致などは無理だと思う。税金の無駄使いはやめてほしい。 （男性 40 代） 

 中途半端なことはやめて、やるならやる、やらないならやらない。 （男性 50 代） 

 全国レベルの大会ができるような施設もよいが、建設費用がかかるので市には重荷なのではと思う。

 （男性 50 代） 

 スポーツは、まちを明るく活性化させると思う。多少多目に資源配分をしてもよいのではと思う。 

 （男性 60 代） 

 スポーツ施設をつくっても、その維持管理費や人件費に税金が使われないようにしてほしい。支出

と収入が同一か収入が上回るような運営ができないようではつくらないほうがよい。どこかの空港

のように赤字続きでは困る。 （男性 60 代） 

 経済規模に合った最低限の施設は確保したい。 （男性 60 代） 

 民営化など民間を活用して、費用がかからない設備にすることがよい。特に、施設は維持するのに

費用が多く必要になる。今後、高齢者がふえて税収も減ることが予想されるため、民営化して、必

要なときだけ支出する仕組みを考えていくべき。 （男性 60 代） 

 各種スポーツ大会が開催できる競技施設により、にぎわいがある富士市になることを希望する。

 （男性 60 代） 

 全国・県大会レベルやプロスポーツ公式戦が開催できる設備にすると建設費が高いだけでなく、

後々、維持費もかかり無駄が多い。「いただき」を目指したいが、今は体力（お金）がない。 

 （男性 60 代） 

 今後の人口減、公共施設の維持費増が見えており、新体育館はつくらず、今ある２つの体育館で十

分である。また、個人的には温水プールは 25ｍなので、使いやすい。県富士水泳場のプールは 50ｍ

で、今後年齢を重ねてくると 50ｍはつらいので、温水プールは廃止せず 25ｍプールを残してほし

い。 （男性 60 代） 

 市の財政に余裕があればスポーツ施設に税金を使ってもよいが、積極的にやる必要はない。民間の

施設に任せればよい。市は生活に直結した施策をもっとやるべきだ。 （男性 60 代） 

 市外からの集客に力を入れるため、施設はできる限り整備されているものがよい。      

 （男性 70 歳以上） 

 インフラに余りお金をかけない。少子高齢化社会はすぐ来る。公共施設に費用をかけると維持費が

捻出できなくなる。 （男性 70 歳以上） 

 公設民営を進める。 （男性 70 歳以上） 

 なるべく税金をかけないでほしい。 （男性 70 歳以上） 

 富士市は中堅都市として、市民の健康寿命を向上することを狙いとしてほしい。スポーツ振興は大

切ではあるが、施設の維持・向上には多額なコストを要するので、静岡市、浜松市など大都市に施

設を集中し、振興を図るのがよい。 （男性 70 歳以上） 
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 スポーツのみに特化するのではなく、人が気軽に集まれる複合型がよいとは思うが、少子高齢化が

解消できない現実を踏まえ箱物行政は見直すべき。学校、企業が持っている施設をもっとオープン

に活用すべき。箱物を新たにつくっても生活上関心が持てない。 （男性 70 歳以上） 

 スポーツ施設に関しては、古くなるほどメンテナンス費用がどうしてもかかってしまうのが気にな

るが、施設がなくてはますます活気もなくなり、低迷するばかりだと思う。 （女性 20 代） 

 富士市のブランドメッセージを知らなかった。まずはそれを浸透させることが先ではないか。ス 

ポーツ推進施策が公共事業をするための方便に思えてしまう。改修費以上に新たな体育館の建設費

がかかるのではないか。富士総合運動公園にどうしても体育館が必要なほど利用があるなら改修も

検討すべきではないか。なるべく多くの費用をかけないほうがよい。 （女性 30 代） 

 実業団の団体練習ができる施設があれば、大学生のチームの合宿や県外の人も来てもらえるように

なり富士市に活気がよみがえると思う。市民の利用だけでは、スポーツ施設の運営は難しいと思う。

富士市の食文化や富士山を眺めながら過ごす時間を提供できる施設にできたら、人の流れも出てき

て経済的にも潤うのではないか。 （女性 40 代） 

 強度不足による体育館の利用中止も急遽決まり、利用者は困ったと思う。建設年数を考えると想定

できたのではないか。何事も後手の対応なのがとても気になる。長期計画をしっかりと立てて運営

すべきだ。利用者が限定される施設については、維持費、メンテナンス料も見込んだ利用料にし、

他市町村の利用者の料金を高くするなど、円滑な運営を期待する。温水プールについても環境ク 

リーンセンターの移転はずっと以前からの話で、今さら何をと思う。役所内で連携をとりしっかり

検討してほしい。 （女性 40 代） 

 県外、市外から人が集まるような施設にしてほしい。もっと活性化を。誘致にもっと積極的に力を

入れて、富士市が潤うようにしてほしい。 （女性 40 代） 

 建てかえるなり、補強をするなり、どうせお金をかけるのなら、中途半端なやり方をしないで、市

民のため、将来を見据えて、生き金を使ってほしい。 （女性 50 代） 

 施設への投資は、その後、維持費がずっと続く。であれば、市民のスポーツ大会などは公共施設で

ある学校などの体育館を利用し、もっと充実させるべき。一般市民は、乱立しているスポーツジム

の利用が多くなっていると思う。ウオーキングなど、手軽な取り組みを進める。 （女性 50 代） 

 首都圏にも近く、よい環境であるのに、県外との交流が少ないように思うので、全国から人の集ま

る施設ができるよう積極的に活動してほしい。 （女性 50 代） 

 スポーツ施設の建設、整備を行うのであれば、積極的に誘致して市を活性化してほしい。    

 （女性 50 代） 

 人口の減少が予測されるので、必要最小限にすべき。 （女性 50 代） 

 スポーツを通し、富士市に活気が出るような施設整備、行事の計画などをしてほしい。    

   （女性 50 代） 

 施設を充実・強化し、スポーツの活性化で市民の健康増進と若者人口の減少防止を図る。   

  （女性 60 代） 

 市民が気軽に利用でき、楽しむことができればそれにこしたことはないが、資金（市民の税金）が

無駄にならないよう、大規模な施設の建設は慎重にすべき。他県で多数の無駄な施設がある。

 （女性 60 代） 
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 新しい施設もよいが、なるべく今ある施設で耐震強化や整備をしてほしい。高齢者がふえる中、税

金が上がると年金に響く。 （女性 60 代） 

 医療費を抑制するためには、スポーツは大切だが、だからといって施設を新たにつくると、より費

用がかかるので、税金をこれ以上使用しない方法を希望する。 （女性 70 歳以上） 

 スポーツ関係者の過剰な要望に引きずられて無駄遣いをしないでほしい。財政規律を守ってほしい。

 （性別不明 70 歳以上） 

 何でもあれば便利だが、今後の財政を考えて実施してほしい。 （性別不明 70 歳以上） 

予約・使用料・利用時間・広報・情報共有（33 件） 

 富士体育館の予約が取りづらい。新体育館をつくり、利用者を分散してほしい。スポーツ大会で週

末の枠を取っているが、夕方には終わるのに、夜間も押さえられている。週末夜間は、人気の枠な

ので、枠取りをもう少し考えてほしい。 （男性 30 代） 

 予約の仕方や料金など、体育館の利用方法がよくわからない。 （男性 30 代） 

 施設の利用の仕方がいま一つ不明な点がある。また知らないことが多く、施設がどこにあって何が

できてどう手続すればよいのかをもっと知らせるべき。夜間利用なども可能であるならば可能にし

広報していくべき。 （男性 30 代） 

 体育館は予約が多くて、気軽に使用することができない。限られた人のみのものになっている。  

 （男性 40 代） 

 団体競技（個人競技も）のサークルなどの紹介をしてほしい。 （男性 40 代） 

 小さい子どもやその家族のみでも利用できて、使いやすい施設があれば利用したい。一部のサーク

ル、グループなどが独占して予約を占めている現状は、納得できない。 （男性 40 代） 

 他地区の体育館の空き情報の共有化を、まちづくりセンターなどで図ってほしい。 （男性 50 代） 

 富士市出身の選手の情報などをわかりやすく発信してくれれば、おもしろいと思う。  

 （男性 50 代） 

 市の人口から言えば大きな体育館やスポーツ施設が少ない。いつも利用者が気持ちよく利用できる

施設を市が提供すべき。利用者・利用団体が体育館やスポーツ施設を借用するときに他団体などと

の競合が非常に多いと聞いているし、団体の担当者は頭を悩ますことが多いと聞いている。  

 （男性 60 代） 

 市民が休日（土日、祝休日）や夜間も利用できる施設にしてほしい。 （男性 60 代） 

 公共のスポーツ施設の無料化。 （男性 60 代） 

 料金面で気軽に利用できる施設。 （男性 60 代） 

 若い人たちが気軽にスポーツに励めるよう、少しでも利用料がかからなくて済むようにしてほしい。

 （男性 70 歳以上） 

 運動したいと思っていても富士市にどのような施設があるのかわからないため、もっとアピールし

てほしい。 （女性 20 代） 

 公共のスポーツ施設を市民が使うに当たって、支払う利用料金を安くしてほしい。 （女性 20 代） 
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 ほとんどのスポーツには道具とスポーツできる場所が必要であるため、ラケットやボールなどの貸

し出しが気軽にできると（例えばインターネットで予約できるなど）スポーツを気軽に行う機会が

ふえると思う。島田市が東京オリンピックの事前合宿を誘致していたと思うので、それに匹敵する

とはいかないまでも外部に発信できるような工夫をしていくべき。 （女性 20 代） 

 誰でも利用できて、予約方法など簡単に知ることができるようにしてほしい。 （女性 30 代） 

 公共のスポーツ施設使用料を検討してほしい。市民が使うには少し高い気がする。 （女性 30 代） 

 市民がわかりやすく、使いやすい施設情報がもっと詳しくあるとよい。 （女性 30 代） 

 難しいとは思うが、無料で使用できる施設があれば、多くの人が使用できると思う。  

 （女性 30 代） 

 個人で気軽に借りられるようにしてほしい。使いたくてもほとんど団体に押さえられている。

 （女性 30 代） 

 学校の体育館などを利用しているが、広さが不十分な印象がある。また、個人的に利用できる体育

館が少なく、予約状況をみても既に予約で使えないことが多い。スポーツジムなどがあっても会員

制だったりとなかなか学生には金銭面で利用できない。 （女性 30 代） 

 スポーツジムを利用しているが、市の施設でも、多くの市民が安く利用できるところがあるとよい

と思った。安さと使いやすさは、すごく大切。 （女性 30 代） 

 一回当たりの利用する金額を安く設定してほしい。 （女性 30 代） 

 体育館などでどのようなイベントが行われているのかほとんどわからないので、もっと積極的に告

知などをしてほしい。 （女性 40 代） 

 水泳をしたいと思っていたが、引っ越して来て５年以上たった今も温水プールには１度も行ったこ

とがなかった。もっと情報があれば使っていたかもしれない。バスのパンフレットのように気軽に

見られるパンフレットを市役所の入口に置いてほしい。 （女性 40 代） 

 娘が新体操を 10 年近くやっていたが、ここ数年、練習場所の確保が難しい状況だった。体育館予約

が抽せんで、１コートの抽せんに対して希望者が 10 人くらい集まることもあった。ぜひ公共のス

ポーツ施設をふやしてほしい。 （女性 40 代） 

 市民レベルでスポーツを日常的に楽しめるよう、施設の整備、使用料金、予約方法など、検討して

ほしい。 （女性 50 代） 

 仕事をしていて利用できる時間が限られるので、施設の開館時間を延ばしてほしい。 

 （女性 50 代） 

 小さな団体でも簡単に施設を利用できるようになるとよい。インターによるネット申込など。  

  （女性 50 代） 

 近くに体育館があり、土日になると車が多く駐車しているので何か大会があるのかと思っているの

だが、何が行われているのかよくわからない。 （女性 60 代） 

 大規模な施設になると手軽に予約が取れなくなり料金も高額になりそうなので利用しないと思う。

スポーツ観戦も興味がないので、プロや国際大会もなくてかまわない。 （女性 60 代） 

 もっと多くの人に知ってもらうため、より広くアピールすべき。 （性別不明 50 代） 
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生活環境・少子高齢化・障害者対応（32 件） 

 公共のスポーツ施設を利用している人はほんの一部で、かなり特定されてきているのではないか。

外で遊ぶ子どもたちの姿も見かけることは余りない。今ある施設でイベントを開催し、さまざまな

人々と交流できるきっかけづくりの場として、活用するのはどうか。 （男性 10 代） 

 肥満の人が減るならよいことだと思う。 （男性 10 代） 

 高齢者や障害者でも身近で気軽にスポーツを楽しめる施設にしていくとよいと思う。  

 （男性 20 代） 

 立派な施設がなくても、健康のための運動はできると思う。余り立派過ぎると障害者などが使いづ

らいと思う。 （男性 30 代） 

 箱物に頼る施策ではなく、ソフト面による市民への訴求に傾注すべき。 （男性 40 代） 

 慢性腎不全という障害者になってからはスポーツをしたくても相手がいない。公共の施設を存分に

使いスポーツ推進をするなら、リハビリ施設を退院して、体を動かせていない人、体は元気なのに

じっとしている高齢者、共働きで面倒を見てもらえない子どもなど、目的を持てない人たちが集ま

る場所になるとよい。スポーツの本質である「人といて楽しい」を考えたい。 （男性 40 代） 

 個人が多種多様化している現代では、行政が何かをやろうとしても特定の人に対しての利益にしか

ならないのが現状だと思うので、スポーツ推進としては高齢者の健康を目的としたものを考えてい

けばよいと思う。昔のように財政（税金）が豊かにあるわけではないので箱物行政はどうかと思う。

 （男性 50 代） 

 高齢社会を迎え、毎日気軽に通うことができて、若者も交えたコミュニケーションの場にもなる施

設が理想だ。汗を流せて食事ができる場所があれば最適である。 （男性 60 代） 

 高齢者が楽しめるスポーツとしてゴルフがある。高齢者が安く楽しめるゴルフ施設、施策を希望す

る。 （男性 60 代） 

 高齢で持病もあり歩行も困難なため、余り外出しない。近所の人も高齢者が多く気軽に集まって話

をするということもない。近くて気軽に出かけていけるような場所があったらよいと思う。簡単な

スポーツも教えてもらえるとなおよい。 （男性 60 代） 

 今後ますます高齢化していくので、高齢者が利用可能な施設と設備を推進する施策を明確にして、

設置をする必要がある。健康施策もあわせて推進することも今後の課題である。 （男性 60 代） 

 利用することがないのでわからない。見るほうが好きなので、各種スポーツ大会を開催できる設備

にしてほしい。また、自分が高齢者になっていくので高齢者のためのスポーツの普及をお願いした

い。これからは利用していきたい。 （男性 60 代） 

 高齢者や障害者などがスポーツに親しむようになれば医療費を少しでも抑えることにつながると

思う。 （男性 70 歳以上） 

 高齢者が利用できる市営のゴルフ練習場があれば非常によい。もちろん、若い人たちも利用できる

ようにする。 （男性 70 歳以上） 

 スポーツ施設は１か所にまとめて、常に若者と高齢者が交流でき、お互いが関心を持てる施設で開

放感を持たせる。 （男性 70 歳以上） 

 大学がなくなり、利用する若者が減るので、それを食いとめるような策を講じるべき。  

 （女性 20 代） 
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 バリアフリーの体育館施設にするべき。建てかえるのであれば誰もが使用できる体育館としてア 

ピールしていけばよい。 （女性 30 代） 

 施設をつくる以前に、体を動かせる環境が大切。自然のある所を保持し、富士市は空気が汚れてい

るのできれいにする。特に子どもが遊び回ることのできる空間が必要。その上で施設なりを整えて

いけばよい。   （女性 30 代） 

 障害のある人にも優しいトレーニングができる施設がもっとあるとよい。 （女性 40 代） 

 全てをよい物にするのではなく、大きな施設もあれば、市民が立ち寄りやすい施設もあるなど、用

途によって考えていければよい。 （女性 40 代） 

 スロープの設置やバリアフリーなど高齢化に対応できる施設にしたほうがよい。いろいろなスポー

ツを体験できたらよい。特に子どもたち。 （女性 40 代） 

 スポーツを楽しむ年齢によって、必要な環境は違うと思う。 （女性 50 代） 

 気軽にスポーツができて、高齢者・障害者が安心して利用できる施設。交通が便利で行きやすい低

価格の施設。これから年をとったら参加したい、利用したいと思うような施設をつくってもらいた

い。 （女性 50 代） 

 若い人々の中に混ざってスポーツをすることが大変な年齢になってきているので、高齢者専用のス

ポーツができる施設があれば積極的に参加できる気がする。 （女性 50 代） 

 60 歳の定年後に友人に誘われて、小学校の体育館でソフトバレーを始めた。平均年齢が 66 歳、シ

ルバー世代の大会をもっと紹介してほしい。 （女性 60 代） 

 現在、一部のアスリートが利用しているのが現状である。高齢化が進んでいる里山の交通の便は非

常に悪い。バスも廃止となり、市街地にはコミュニティバスがあるが、市街地はもともと交通の便

がよいので違和感がある。地方によっては交通の便がよい市街地よりも過疎地に重点的にコミュニ

ティバスを配車する自治体が多くある。 （女性 60 代） 

 高齢者が年金で通えるようなジムがあるとうれしい。 （女性 60 代） 

 今後の高齢者人口の増加を考えて、高齢者スポーツ振興のために、グラウンドゴルフの専用グラウ

ンドがあるとよいのでは。 （女性 60 代） 

 年をとっても活動できる場所や、運動、脳トレなど健康な老後を過ごせるような活動場所の提供、

元気な老後を過ごせるような、運動指導をお願いしたい。高齢者のリハビリ（運動）ができる場所

（介護支援などなくても）。 （女性 60 代） 

 子どもの人数も減ってきているので、一部のアスリートのための施設は要らない。  

 （女性 70 歳以上） 

 毎日、ウオーキングをしている。足を鍛えて健康に過ごしたいと望んでいる。私自身は、スポーツ

施設の利用は無理だと思っている。 （女性 70 歳以上） 

 高齢者でも気軽に無理のない運動ができるような施設が必要。 （女性 70 歳以上） 

選手育成・クラブ設立・部活（20 件） 

 アーチェリーやスカッシュなど新しいスポーツの施設がよい。県内でも練習場が少ないところを 

狙って、オリンピック選手を育てる。競技人口の少ないスポーツに力を入れて。 （男性 10 代） 
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 スポーツクラブが富士市に欲しい。 （男性 30 代） 

 いわゆる「箱物」にお金をかけるのではなく、小中学生などの育成（一流アスリートによる指導機

会などの充実）。 （男性 50 代） 

 スポーツ全般のレベルが中部、西部に比べて、低いのが現状であると思うので、レベルアップのた

めにも設備投資をお願いしたい。 （男性 50 代） 

 ナショナルトレーニングセンターのような、市レベルでの強化体制を、もう少し検討してほしい。

特に県立水泳場が市内に用意されていることを考え、トップスイマーをもっと積極的に呼べるよう

な施策を検討してほしい。 （男性 50 代） 

 どのような競技でもよいので、富士市から一流の選手を育てて輩出して富士市の名前を高めたい。

それには、指導者と施設を整えるべきだと思う。 （男性 70 歳以上） 

 小中学校で全員が 1,500～2,000ｍくらい走る。 （男性 70 歳以上） 

 小中学校でスポーツの対外試合をしてレベルアップする。地域にいるスポーツのできる人にコーチ

を依頼する。対外試合を積極的に行い勝つことを覚える。 （男性 70 歳以上） 

 建物はお金さえ出せばすぐできる。しかし人を育てることはすぐにはできない。小中学校でのス 

ポーツとクラブチームの育成に市民の活用や、他県や国外からの人の導入をするなど、まず「人」

を探してほしい。建物はいつでもよい。 （男性 70 歳以上） 

 体育館を利用するのは学生か好んでスポーツをやる人くらいなので、一般に向けても有益ではない

と思う。いかにスポーツ人口をふやし、それを育成し、スポーツ施設を利用してもらうか、それが

できなければいくら新しい施設をつくろうが無駄だと思う。 （女性 20 代） 

 貧困家庭の子どもでもスポーツができるよう、部活動で必要な道具を学校側である程度用意するの

はどうか。それ以上のブランドや品質のよい物は親に買ってもらえばよい、という感じに。  

 （女性 20 代） 

 施設だけあっても何も発展していかない。国際レベルの選手を育てることができればさまざまな点

から注目されるはず。一個人で国際レベルまでは到達できないであろう。また、気軽に始めること

のできない競技が身近で始められると才能を持っている子どもたちによい。富士市でやっている体

育協会のジュニアスポーツアカデミーは座学ばかりのようなので、適性を見つけられるような施策

もあるとよい。 （女性 40 代） 

 公共施設を中学校の部活の試合で使えるようになるとよい。先日公式戦のため富士中学校へ行った

が、吉永北地区は市の東端なので、遠い上に市の中心地を通過するため渋滞がひどく、市内なのに

帰宅に 40分以上かかった。 （女性 40 代） 

 子どものころからスポーツに励めるような施設や施策がほしい。オリンピック競技のクラブをつく

るなどはよい。 （女性 50 代） 

 いろいろなスポーツ、例えばサッカーや野球などの競技でも、なかなか全国への出場ができていな

いのが現状であり寂しい限りである。優秀な選手を集められる高校や施設があれば、応援にも力が

入るし、興味も湧く。 （女性 60 代） 

 学生や若いアスリートたちがいつでも気軽に利用でき、県外からの人たちともスポーツを通じて楽

しく交流ができるような施設がよい。 （女性 60 代） 

 全国レベル、世界レベルで活躍できる選手の低年齢化に伴い、選手育成に必要な環境、施設の必要

性を感じる。 （女性 60 代） 
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 優秀な選手を出すには周囲の協力・支援が必要。個人の力だけでは無理だが、整った施設を整備す

るには多大な財源が必要であり、どこから出すのか悩みである。設備が整ってさえいれば…それば

かりではないかもしれないが。 （女性 60 代） 

 若い人が自由に活躍できる場所。 （女性 70 歳以上） 

 各スポーツで全国大会に出場してほしい。 （女性 70 歳以上） 

その他（6 件） 

 県外から市内に引っ越してきたが、富士市は人口の割に民営のスポーツクラブ（ジムなど）が多い

ので、そういった民営施設との差別化をどのようにしていくかがすごく難しいと感じる。  

 （男性 30 代） 

 交通費、弁当代など体育指導員の待遇改善。地区によって差異があるようだ。 （男性 60 代） 

 運動することは大切だと思うが、時間がない人（忙しい人）は結局利用できないと思うし、施設を

利用しなくても近所や公園でのウオーキングなどの運動は、本人の時間とやる気があればできると

思う。 （女性 40 代） 

 元プロの方の意見を聞いたほうがよい。 （女性 60 代） 

 スポーツ施設について問う前に、一言言わせてほしい。市民の中で民間アパートに住まざるをえな

い人たちが多数いる。市営住宅に入りたくても空きがないなどの理由でやっとの思いで生きている。

一日も早く、市営住宅を多く建設してほしい。生活が安定すれば自然とスポーツをしたくなると思

う。民間アパートに空きが多くなったときこそ今回の世論調査を行ってほしい。  

 （性別不明 70 歳以上） 

 スポーツで活性化するよりも、住み続けたいふるさとを目指してほしい。若いころに他県に行き、

多くを学んでも、それを富士市に戻ってから役立てたいと思えるまちにしてほしい。  

 （性別不明 年代不明） 

わからない・興味ない・利用しない（7 件） 

 市民のスポーツを行っている率がわからないので答えようがない。 （男性 40 代） 

 スポーツ施設の利用は一部の人だけと思われ、特にスポーツの縁がない人にはどうでもよいと感じ

られる。 （男性 60 代） 

 使用しないので何とも言えない。 （男性 60 代） 

 スポーツ嫌いなので、どうでもよい。やるのも見るのも興味がない。 （女性 30 代） 

 どこにあるのか知らない。 （女性 40 代） 

 自分がスポーツをしないので、わからない。 （女性 50 代） 

 私自身スポーツが好きではなく、関心がないのでわからない。 （女性 70 歳以上） 


