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「買い物の動向」について 

 

問15 あなたがふだんの食料品や日用品の買い物について思っていること、買えなくて困っている

ものなどがあれば自由に記入してください。 

 

 

 １ 交通手段や店舗の立地に関する意見 134件 

· 車いす利用者ですが、まだ家族が買い物をしてくれているので特に今は困っていない。

 （男性 20 代） 

· 店がバラバラ。 （男性 20 代） 

· 自分は若いし車の運転もできるから困っていることはないが、市街地から遠いところに住む高

齢者は不便過ぎて困っていると思う。バスなどの本数が少ない。 （男性 20 代） 

· 私自身が困っていることはないが、自家用車がなければかなり困るとは感じる。理由は、郊外

の大型スーパーに行かなければ十分に買い物ができないということ。住んでいる周辺に坂が多

いからである。 （男性 20 代） 

· 主な交通手段が自転車なので、大型の商品や型崩れしやすい物（ケーキなど）が買いにくいと

感じています。コンビニエンスストア、スーパーが多くあるので余り不便は感じていません。

 （男性 20 代） 

· 移動手段を持っていない高齢者のために、もっと公共の交通機関を発達させるべき。タクシー

などを使って買い物に行っている人もいるが買い物の額よりも、移動にかける額のほうが高く

なるのはどうかと思う。コミュニティバスが近くを通っている人はいいが、路線から離れてい

る人のために何か策を考えてほしい。 （男性 20 代） 

· 市内のいろいろな場所に大型スーパーなどが分散しているので目的の品を買うために移動する

距離が多くなり不便。車がないと大変。街の中心がどこなのか。特徴がなくてつまらない。

 （男性 30 代） 

· 神戸地区の人は交通手段がない（バスの本数が少ない）し、市街化調整区域のためお店がつく

れず買い物が大変。不公平。近所の高齢者も片道２km を歩いて買い物に行っている。

 （男性 30 代） 

· 現在、スーパーなどの小売店はモータリゼーションの発達に伴い、出店を市街地から郊外に移

している、これは車などの所有者には便利だが、それ以外の人には近くに店がないという不便

を生んでいる。これからの超高齢社会を考えたとき、何とかすべき問題である。この問題を解

決すべく取り組んでいる先進地域の方法を参考に富士市に合った政策をつくっていくことが重

要だと思う。 （男性 30 代） 
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· お米など重い物が近所で買えない。 （男性 30 代） 

· 買い物に必要なガソリンが高い。 （男性 30 代） 

· 衣料品を買う店がない。 （男性 40 代） 

· ある程度の住宅街であるが近隣に充実した店舗がない。 （男性 40 代） 

· 健康で体が動き車の運転ができる状況では困ることはないのだが、不自由になると買い物に行

くのは困難というのが周囲を見ていて実感する。本や日用品などなかなか気に入る物がなく、

インターネットで手に入れることが多い。こだわりのある店が少ないように思う。 

 （男性 40 代） 

· 駐車場確保のためか住宅地よりやや遠いところに大型店ができ、近所の個人商店などは品ぞろ

えも薄く価格にも負けるため、家族と自家用車を利用しての買い物が主になってしまい、困る

ほどではないが、多少の不便や面倒くささを感じる。 （男性 40 代） 

· 重い物が買えずに困る。 （男性 40 代） 

· 富士駅前の大型スーパーなどがなくなり、富士宮市、静岡市、沼津市などに行かないとだめな

こともある。 （男性 40 代） 

· 近くに商店がないので、高齢者など運転できない人は困っています。富士急バスは客が少ない

ということで路線廃止となりました。私たちは、高い市民税を払っているので不便な地域へ市

営のバスを回すなど市は市民の暮らしのことをもっと考えてほしい。市職員の給与を減らして

も。 （男性 40 代） 

· 自家用車を使えば何でもそろうスーパーに行けるが、徒歩で利用できる近隣のお店は品数が少

ないのでほとんど利用しない。高齢になったら困ると思う。食料品・日用品は買えるが衣服を

扱うお店がないので遠くまで行かなくてはならなく不便。 （男性 40 代） 

· 自転車にて入店する際、右折不可だと遠回りしてからだとどうしても入りづらい。 

 （男性 40 代） 

· 今は自家用車で行けるが、それができなくなるとバスも少なくなって、バス停まで遠いし一番

近いスーパーまで２km あるので坂道だしすごく大変になると思う。タクシーを利用するにも高

額になってしまう。 （男性 40 代） 

· 商店街に無料の駐車場がないので、駐車場のある大手スーパーに行く。商店街に無料の駐車場

ができれば行くのに、現状のままではシャッター街になるのも仕方がない。 （男性 50 代） 

· 年をとったとき果たして買い物に行けるのか心配です。 （男性 50 代） 

· 店の移転により遠くなるのが困る。 （男性 50 代） 

· 自分は車が運転できるのでどこにでも買い物に行けるが、そうでない人もいる。100 円バスが

200 円となり利用しなくなった。 （男性 50 代） 

· 近くのスーパーがなくなって、休日になると、家族を車に乗せて日用品、食料品を買いに行く

ようになった。近くに店があればよいのだが。 （男性 50 代） 
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· 現在は、車も運転ができて特に困ることはないが、年齢が高くなり、車の運転が無理になった

ときの買い物の手段を考えると将来が心配。 （男性 50 代） 

· いろいろなジャンルの店が集中していない。 （男性 50 代） 

· 買い物には重量物の運搬が伴う。私自身は現在のところ体が丈夫なので不自由があるわけでは

ないが、障害をもったとき、けがをしたとき、高齢者になったときなど、おそらく買い物には

大いに支障を来すだろうと思う。 （男性 50 代） 

· 車の運転ができなくなったら困ってしまいます。地区ごとに送迎バスなどのシステムをつくっ

てほしいです。 （男性 60 代） 

· 車の運転ができない人は困っていると思う。私は現在のところ健康に問題なく車の運転ができ

るので、駐車場が整備された店舗を選んで買い物をしている。 （男性 60 代） 

· 将来車の運転ができなくなったときには商店が遠いと大変になるかもしれません。 

 （男性 60 代） 

· 車を利用しないと買い物ができない。近くにスーパーがないのが不便です。 （男性 60 代） 

· 近くに徒歩で行けるお店はコンビニエンスストアしかありません。ちょっと買い物に行くのに

も車やバイクを使用しています。 （男性 60 代） 

· ひまわりバスを利用することが将来あると思うが、近くにバス停がない。 （男性 60 代） 

· 衣類・食料品・薬品・おもちゃなど１か所で買えるところが欲しい。駐車場が狭いので自由に

車がとめられない。 （男性 70 歳以上） 

· 大きい物・重い物が困る。 （男性 70 歳以上） 

· 近くにデパートができればよい。 （男性 70 歳以上） 

· 車に乗れるので買い物には困っていません。近くに大型スーパーがあるので全部間に合います。

 （男性 70 歳以上） 

· 現在は車を使用しているので問題ないが、今後は高齢化したときは「買い物弱者・難民」とな

ってしまう。 （男性 年代不明） 

· 私はまだ若いし車も運転できるので困ることはないですが、高齢者は交通手段もないし一人だ

と行くのも困るし買った物も運ぶのも困っていると思います。 （女性 20 代） 

· 富士市柚木のそばはスーパーなどが充実していると思う。 （女性 20 代） 

· 徒歩だとお米を買ったときに重くて持って帰るのが大変。 （女性 20 代） 

· 食料品は、崩れる、液がこぼれやすい品が徒歩で買う場合とても不便。日用品は、売っている

品が店によって限られるため、遠いお店に行かなくてはならない場合不便。 （女性 20 代） 
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· 服やかばんなどは、富士市内のお店に欲しい物がないときは、静岡市や他市のお店まで買いに

行かなければならないので困っている。田子浦地区のショッピングセンターのようなお店が１

店しか富士市にはないので休みの日など人が集中し過ぎてしまっていて移動が大変。

 （女性 20 代） 

· 特にない。強いて言うならば、近い場所に２～３軒もスーパーがある地域があるが、もっと分

散すれば、高齢者も買い物しやすいと思う。 （女性 20 代） 

· 車がある家はよいが、ない家にとっては買い物をすることは困難だらけだと思う。買いだめす

るほど多く買えず、マーケットまで遠く、公共のバスなどは本数が少ない。 （女性 20 代） 

· 郊外の大型スーパーなどに行く人が多く、休みの日はその周辺や、そこへ行く道が混雑してい

る。 （女性 30 代） 

· 家の近くにコンビニエンスストアしかなくスーパーが離れているので近くにスーパーが欲しい。

 （女性 30 代） 

· 徒歩では遠いので車が必要。大月線を通ることが多いので交通事故が心配。富士市の人たちは

運転マナーがひどくて驚いています。 （女性 30 代） 

· 大淵地区は坂が多く店も少ないので高齢者には大変。大淵地区に一つ総合的に物が買える店が

あればいい。 （女性 30 代） 

· 富士市では車がないと不便だと思います。今は自分で行けるからいいが高齢になったら買い物

さえも他人に頼らないと無理だと感じます。 （女性 30 代） 

· 天間に住んでいますが、子どもを連れて歩いて行けるスーパーが１軒もありません。祖母も車

が運転できないのでとても不便に感じているようです。吉原やそのほか何軒もスーパーが次々

と建設されていますが、集中し過ぎてとてももったいないです。車もガソリン代がかかります。

多少遠くても徒歩でと思いますが道路は交通量が多い割に道が狭く、ベビーカー・自転車は絶

対に無理。途中、歩道がなくなります。子どもと手をつないでも危なくて２列にもなれません。

真横をすれすれに車が通ります。住む場所によって経費（ガソリン代、バス代、電車代など）

の差が大きいです。 （女性 30 代） 

· 何軒ものスーパーが１か所に固まっている地域があるので、もう少し場所を考えてほしい。

 （女性 30 代） 

· 大淵に住んでいると車がないと買い物に行けない。近所の高齢者は運転ができなくなったら、

どうするのだろうといつも思う。市街地へ引っ越すしかないのでしょうか。 （女性 30 代） 

· 自分の住んでいる地域はスーパーが近くになく、小さな個人商店など少ないので買い物には、

不便なこともあります。バスなどがもう少し利用しやすいとよいのですが。 （女性 30 代） 

· 自転車と徒歩しか手段がないのに、車で来ることが当たり前のようになっている店が多過ぎま

す。自転車や徒歩がふえるような街づくりを。 （女性 30 代） 

· 富士川地区に大きなスーパーができてほしい。 （女性 30 代） 
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· ガソリンがもったいないので車をなるべく使いたくないが、気軽に歩いて行ける距離にスーパ

ーがない。大型スーパーで循環マイクロバスなどのサービスをしていろいろな地区を網羅して

ほしい。 （女性 30 代） 

· 夜遅い時間に急に必要な物があっても行くのに時間がかかるのでやめてしまう。（女性 40 代） 

· コミュニティバスの利用をしたいが、時間帯が短くて不便さを感じる。 （女性 40 代） 

· 店舗が多くあるところ、少ないところが偏っているので自家用車がない人は暮らしにくいと思

う。 （女性 40 代） 

· 現在は困っていることはないが、高齢になって車の運転ができなくなったら、バスが通ってい

ない地域なので買い物をどうしようかと心配になる。 （女性 40 代） 

· 今は郊外型店舗が多く、自家用車を利用している人が多いので、もっと高齢者や身体の不自由

な人のことも踏まえた上でのサービスがよい。多額のお金をかけるのではなく、今できること

を考えていけば地域も街も活性化してくるのではないでしょうかと思います。 （女性 40 代） 

· 食料品から日用品まですべてがそろう店が近くにないため何か所も回らなければならない。

 （女性 40 代） 

· 大きな店舗は安く品物を提供できますが、元吉原地区には大きな店がなく高齢者が多いのに近

くのお店では高い品物を買いバスも少ない。バスは下の道のみで海側は一切走っていませんし。

不自由を感じている人は多いのではないかと考えています。 （女性 40 代） 

· 車がないと買い物が不便なので、運転が困難になった場合の移動手段の確保。近所では品数が

少ないので遠方の品数豊富な店に行かなければならない。 （女性 40 代） 

· 富士市は店が集中していないので、探している物が見つからないときはガソリン代を使ってあ

ちらこちらへ行かなければならない。特に日用品の大型の物（消耗品は除く）。（女性 40 代） 

· 富士市は車社会、車中心の移動なのに広い駐車場を持つ複合店が少なく、いちいち車に乗って

渡り歩いて買い物をしているので面倒。 （女性 40 代） 

· 欲しい物を探すには車がなければ移動するのにとても大変。店と店までが遠い。（女性 40 代） 

· 今は車を運転できているので特に不便ではない。将来的には坂道も多い土地だし、近くに歩い

て行ける生鮮食料品店がないので不安だ。 （女性 40 代） 

· 富士本町に住んでいるが、買い物する店がすぐ近くの徒歩で行けるところにない。コンビニエ

ンスストアも少ない。買い忘れた物があった場合、子どもをお遣いに出したい場合など不便で

す。高齢者で車もない人たちも困っています。駅前にスーパーなどぜひ欲しいです。

 （女性 40 代） 

· 我が家の近く（徒歩圏内）にスーパーがないので、車を運転する者にすべての買い物を任せて

いるため、負担が大きい。 （女性 40 代） 
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· 私は今はまだ困ることはありません。ですが、ときどきスーパーへ行くと歩くのもやっとの高

齢者が一人でタクシーで買い物に来ているのを見かけると、切ない気持ちになります。あの人

にとっては、食料の買い出しはその日１日がかりの大事な仕事になっていると思います。

 （女性 40 代） 

· 歩いて買い物に行けるような店がないので不便。 （女性 40 代） 

· 車を運転できる人は、問題がないが、運転できない人は、困ることが多く不便であると思う。

 （女性 40 代） 

· 高齢化で、高齢者には移動手段がないと思う。丘地区にはバスで一旦吉原中央駅経由富士駅。

交通の便が悪過ぎる。自家用車がある人はよいが、ない人は便の悪さを感じる。 

 （女性 40 代） 

· 自分は自家用車でどこでも買い物に行けるが、義母は運転もできないし足も不自由なので、近

所にスーパーがないと不便。仕事をしている私にとっても大変。義母の要求する品を仕事帰り

の夜に買って行くことなど。だからといって宅配サービスはやりたくないという。 

 （女性 40 代） 

· 富士駅前の大型スーパーが撤退し、徒歩または自転車で行ける範囲に大型店がなくなってしま

った。 （女性 50 代） 

· 体調が悪いときには車での買い物も行けませんが、今は家族がいるので頼むことができます。

とりあえずは困りません。 （女性 50 代） 

· 自分自身重い物の買い物は大変だと思うことがあるので高齢者の人や体の不自由な人は困って

いると思います。 （女性 50 代） 

· 50 代でまだまだ車にも乗れるのでふだん不便を感じることはありません。これから年を重ねて

いったときどのようになるのかまだ想像できません。 （女性 50 代） 

· 車に乗れるので特にないです。車に乗れない人はやはり大変ですね。 （女性 50 代） 

· 近くのショッピングセンターは品物の種類が少ないが遠くのショッピングセンターまで行くの

はバス代が高くガソリン代もかかる。 （女性 50 代） 

· 徒歩 20 分くらいのところにお店があればと思います。いつも車なのでときどき歩いて買い物を

したいと思いますが片道40～50分かかるので、また帰りは上り坂になるので考えてしまいます。

 （女性 50 代） 

· 吉永地区では近くで毎日買い物できる店がなくなってきています。車で買い物できる人は影響

ないと思いますが、車で行けない人、高齢者などはとても不便です。交通に便利な地区にはひ

まわりバスなどが巡回していますが、バスの本数さえ少ない地域にはなぜないのかと思います。

吉原地区の大型スーパーなどに行くにはには、タクシーになってしまいます。 （女性 50 代） 

· 大型スーパーが閉店してしまったので、そこに行けば何でもそろう店がなく、あちらこちらの

店を回ると時間もかかり出費もふえる。 （女性 50 代） 
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· 市役所へ仕事に行っているが、最近思うのは、市役所の周りに複数の大型スーパー・銀行など

ができ、私たちの駅の近くには全くないというのは、どういうことかと考えさせられるくらい

格差がある。 （女性 50 代） 

· 今は自身で買い物に行けますが、数年後には、車の運転も困難になるときが来ます。そのとき、

どのような方法で買い物ができるのか不安はあります。 （女性 50 代） 

· 車の運転ができる世代はよいが、車の運転ができない世代（自分の親世代）は「買い物弱者」

になっていると思う。食品などは大手企業に集約されつつあり、それが逆に選ぶ自由をせばめ

られてしまっている状況になりつつある気がする。 （女性 50 代） 

· よしずなどは長くて重い物なのであきらめている。３m×４mぐらいの物が欲しいが仕方ない。

お米などは４～５kg にしている。10kg のほうが安くなるが仕方ないとあきらめている。

 （女性 50 代） 

· 今は車の運転ができるので余り困っていることはない。徒歩で買い物ができるお店がないし、

公共機関が充実していないので運転できなくなったら困る。 （女性 60 代） 

· 車を利用できる人はいいですが、バスなどを利用する年配向けの交通手段がなくお店に行けな

いということが「買えない」・「困る」現実です。 （女性 60 代） 

· 現在は運転ができるので不自由はありませんが将来は不安です。 （女性 60 代） 

· 今は車に乗ることができますが、乗れなくなったときに日用品の買い物ができなくなります。

非常に困ります。 （女性 60 代） 

· 私が住んでいる地区は本当に信じられないほど便利になりました。今のところおかげさまで特

に困っていることはありません。 （女性 60 代） 

· 出かけるにしても車に乗れない人は困る。バスが少なく待ち時間が長い。 （女性 60 代） 

· 公共交通機関のバスの本数の件ですが、現在走っている大型のバスでなくてよいと思います。

昼間の乗客の少ないときは、10 人以内の小型のバスで本数をもっとふやしてほしいと思います。

先日も歯医者やスーパーで高齢者がタクシーを利用していました。そのほかにも高齢者にはタ

クシー利用券などを出すとか、市で小型バスを走らせるとか、今後重要な問題だと思います。

衣類はデパートが一軒もなく大手デパートの通販を利用しても実物は思っていた物とは違って

失敗もあります。３か月に一度は静岡市まで行きデパートめぐりをします。バスの便がもっと

よければ頻繁に静岡市まで行けて楽しめます。静岡市内はバスが 10 分間隔で通っていますので

静岡は好きです。富士市はせっかく「富士山」という立派な立地にありながら多方面に渡りそ

の知名度の有効利用が下手で街自体も活気がない、もったいないと思っています。「富士山」

のある「富士市」をもっとどうにかなりませんか。 （女性 60 代） 

· 距離的にも困っていない。それに近くに店の種類もあり満足しています。 （女性 60 代） 

· 将来車の運転ができなくなったときどうしたらよいかと思います。 （女性 60 代） 

· 雨のときは買い物に行けないので家にある物にする。 （女性 60 代） 



Ⅴ 自由意見 
 

185 

· 今は自分で車の運転をして出かけるからよいが、車に乗れなくなったときにバスの本数もない

しコミュニティバスも近くを走っていないので困るのではないかと思っている。（女性 60 代） 

· 重い物・大きい物など車を運転しないので、持って帰れず買いにくい。 （女性 60 代） 

· 富士駅前の大型スーパーがなくなって車の運転ができないので徒歩で駅南の近くの商店に必要

な物をあちらこちらへ買いに行く日々です。25 分くらい歩いてときどき通っていた中島の大型

スーパーも閉店し近くに何でもそろっているスーパーができないものかと思っているところで

す。 （女性 60 代） 

· タクシーでの行き帰りがたびたび。週１回くらいではとても生活はできない。 （女性 60 代） 

· 何でもそろった物がある店が近くにない。今は自分の運転で買い物に行けるが運転できなくな

ったときのことを考えると不安が大きい。高齢者世帯が多くなるので、市がバス会社に協力を

求め小型バスを走らせてほしい。 （女性 60 代） 

· 今のところ晴れの日はバイクを飛ばしてどこへでも買い物に行けますが、老後が心配です。

 （女性 60 代） 

· 富士市内に住んでいる65歳以上の高齢者で運転免許自主返納者が優待割引で購入できる公共交

通機関の共通定期券の富士市による助成と導入。富士市内ならどこへでも定額で行ける路線の

定期券づくり。交通事故防止と渋滞緩和、環境保全、経済などすべてがよくなると思います。

 （女性 60 代） 

· 近くのスーパーは食料品の値段が高いので車で３～５km の店まで買い物に行く。衣類など欲し

い物が余りないので静岡市方面に買い物に行く。 （女性 60 代） 

· 今は主人が家にいるので車で買い物に行けるが主人も病院通いが多いので先が不安です。

 （女性 60 代） 

· 今のところ車にも乗れるし、歩いて行ける範囲に数件のスーパーなどがありますので特に困っ

ている点もありませんが、もっと年をとって歩くのが困難になったときどうなるのか不安に思

うことはあります。 （女性 60 代） 

· 買い物はカタログや電話移動販売などがあり困っている人は周りにいません。病院に行くのに

困っているようです。１時間に１本のバス、昼間家族の者は職場。交通の便のよい平道のとこ

ろにひまわりバスが走り、坂の多い交通不便なところには走らせない。これは変ではありませ

んか。 （女性 60 代） 

· 重い物、大きい物は家族に頼んでいる。 （女性 60 代） 

· 今は自分で車の運転ができるので不自由はしません。しかし運転ができなくなると元吉原です

ので買い物も制限されると思います。富士駅周辺ではコミュニティバスが走っているのに、吉

原駅周辺にそれがないのはなぜなのでしょうか（住民の要望がないからか）。 （女性 60 代） 

· 富士市外や県外に行かなくても済むようなデパートがあればと思う。 （女性 60 代） 

· 今は近くに大きなスーパーがあるのでとてもよいと思います。 （女性 60 代） 
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· 今は夫の車で買い物に一緒に行っていますが、夫が運転できなくなった場合のことは不安に感

じております。 （女性 60 代） 

· ホームセンター・衣料品店が近くになくて大変困っています。 （女性 70 歳以上） 

· 現在は車の運転もするし健康なので特に困ることはないが、高齢者・病弱者は大変と思う。そ

のときがくれば質問の答えは全く違うと思う。 （女性 70 歳以上） 

· 食料品や日用品の買い物で困っていることはない。食品店・薬局も近くにあるので。

 （女性 70 歳以上） 

· 衣料品は思うような物が手に入らない。駅前のショッピングセンターが閉店して以来、日常着

などは通販のカタログを主に利用しているが、サイズが思うようにいかない。市内の量販店で

見るが思うようにいかない。たまに静岡市・富士宮市のショッピングセンターに出かけるが遠

いので大変です。市内・駅前辺りにショッピングセンターが欲しいと思います。 

 （女性 70 歳以上） 

· 重い物が困る。 （女性 70 歳以上） 

· ホームセンターなど、日用品雑貨など、近くにないため大きな荷物が困る。（女性 70 歳以上） 

· 富士駅近くに大型スーパーがないので大変不便をしております。特に高齢者たちは皆さん困っ

ています。 （女性 70 歳以上） 

· 買い物をするお店が近くにあるため不便なことはありません。 （女性 70 歳以上） 

· 今の店は昔と違って地域に店がなくなって遠くに行って買い求めなければならないので高齢者

の生活には本当に大変な時代です。 （女性 70 歳以上） 

· 買い物はすべて自転車で間に合わせています。大きい物は通信販売を利用しています。車がな

いので不便なときもありますが、何とかなります。 （女性 70 歳以上） 

· 大きい物が買えない。重い物。 （女性 70 歳以上） 

· 近くによいお店が欲しい。 （女性 70 歳以上） 

· 家族の休日まで待って、車に乗せてもらい、用を足しているが、思いどおりにならないことが

多い。衣料品、履物、家電器具など。 （女性 70 歳以上） 

· 今は運動を兼ねて歩いて行きますが重い物・大きい物は車で連れて行ってもらっています。小

型バスが町内を回って往復してもらえるとよいと思います。 （女性 70 歳以上） 

· 不便は何もなく、むしろ店が多過ぎる。 （女性 70 歳以上） 

· 大型スーパーが閉店してから、富士駅周辺で日用品の買い物ができないのが寂しいです。専門

店が少しはありますが。夜など防犯上、女性や子どもは出歩くことは危ないです。食料品はス

ーパーがありますが、それ以外必要な物がすぐに手に入りません。車でないと不便です。

 （女性 70 歳以上） 

· 大型商品・重い物が買えずに困る。 （女性 年代不明） 



Ⅴ 自由意見 
 

187 

 

 

 ２ 小規模店舗・個人商店の衰退に関する意見 18件 

· 大手のスーパーがふえて、個人経営者が苦しんでいる。 （男性 30 代） 

· 大手スーパーの進出が地元の商店・商業を殺してしまっている。30 年前の商業に戻ることはで

きないが個人店が元気になる“仕組み”を考える必要があると思います。 （男性 40 代） 

· 買えなくて困るというほどではないが昔は近くに魚屋・肉屋・青果店があったが、今は車で買

い物に出ないと何も手に入らない。ちょっと何か欲しいというときに不便である。 

 （男性 50 代） 

· 大型店ばかりになって近くの商店がなくなると年配者が自由に買い物に行けない。 

 （男性 50 代） 

· 大型の店舗に行ってすべて済ませることは便利だが、中小の店舗（同業も含めて）の集まった

店舗でアイデアを出しながら競争し合ってやっていく店舗があってもよいと思う。 

 （男性 50 代） 

· 個人商店がほとんどなくなってしまって不便に思うことがある。 （男性 60 代） 

· 富士本町、吉原本町通りの活性化。 （男性 60 代） 

· 大手の店ばかりの競争社会となり、住居に密接した店はほとんど閉店。そのため、高齢化の時

代なので買い物難民が生じている。そのため、交通インフラなどが重要。 （男性 60 代） 

· 大型スーパーばかりふえるが小さな商店のよいところもある。弱者の立場に立って、さまざま

な策を考えていただきたい。 （女性 20 代） 

· 近くにあった小さい商店が次々と店を閉めてしまい、急な用事などで必要になったときに不便

を感じる。 （女性 30 代） 

· 同系列のスーパーがふえているが、確かに安いし遅くまで営業していてありがたいが、規模が

小さい小型のスーパーがあればちょっとした買い物をしたいときや忙しくて時間がないときに

あれば便利だと思う。 （女性 30 代） 

· 大きな店ばかりが利用され個人店などつぶれていくところが多く残念。富士・吉原の商店街が

寂しい。 （女性 40 代） 

· 近隣は大型店やチェーン店ばかりで、小売店は少なくなる一方です。地元の吉原商店街もほと

んど利用しなくなってしまいました。駐車場がないので、わざわざ行く気がしない。人口は減

るばかりなのに大型店などいらないと思います。24 時間営業する意味がわかりません（節電。

万引きがふえる）。小売店をもっと利用できるような工夫をしてほしいです。 （女性 40 代） 

· 遠くの大手スーパーへは若者は車でどんどん出かけて行けるが、年配世帯はどうしても近くの

八百屋が必要。小さな地域の店が生き残っていけるよう考えてほしい。 （女性 60 代） 
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· 大型のスーパーなどで小さいお店がどんどん閉められていく。新鮮な物があるのに、やはり価

格でしょうか。 （女性 60 代） 

· 住んでいるところは商店が少ないので、小さい店がつぶれないよう願っています。 

 （女性 60 代） 

· 近所の個人商店の電気屋がなくなり、購入だけでなく修理する場合などとても不便です。個人

商店廃業によるコミュニケーションの不足。 （女性 60 代） 

· 大型スーパーがふえて地元のスーパーが減ってしまったことが大変残念に思います。

 （女性 60 代） 

 

 

 ３ 駅周辺に関する意見 13件 

· 駅周辺の活性化。 （男性 40 代） 

· 富士駅前にスーパーがなくなってしまったので困っている。 （男性 60 代） 

· 富士市も静岡市みたいに駅周辺に雑貨店を建てればよい。東京や名古屋では買えない物。

 （女性 20 代） 

· 富士駅周辺をもう少し活性化し公共交通機関を使って買い物ができればとても便利になると思

う。 （女性 30 代） 

· 富士駅南口にス－パーがなく、コンビニエンスストアが一軒あるだけで、非常に不便です。駅

周辺をもっと充実させてもらいたいです。 （女性 30 代） 

· 毎日ＪＲ富士駅を利用していますが、富士駅南にスーパーがないので、週末に車で１km 以内の

スーパーへ買い物に行っています。駅南にスーパーがあれば便利になるので、大型のスーパー

を建ててほしいです。 （女性 30 代） 

· 富士駅近くのスーパーが続けて閉店し、そのかわりに吉原地区や田子浦地区などにお店が集ま

りとても不便でつらくひどいと思います。駅前に安く良質なスーパーをつくってほしい。

 （女性 30 代） 

· 大型店舗は吉原地区に集中し、富士駅周辺には、何もなく大型スーパーの撤退は生活に響いて

います。お店の送迎サービスがあっても、年配の人にとっては行きたいときに自転車で行ける

距離に店舗があることが生活に不便を感じないゆとりが生まれると思います。富士駅周辺を何

とかしてほしいです。 （女性 40 代） 

· 富士駅の近くにスーパーがあるとよいと思う。 （女性 50 代） 

· 私自身は今のところ困ってはいないけれど、高齢者が富士駅北地区で生鮮食料品を買うのは大

変だと思います。また駅の近くで高校生くらいが利用できるような軽食販売があると売れるだ

ろうなと思います。 （女性 50 代） 

· 富士駅の前にスーパー、デパートがなく困っています。 （女性 60 代） 
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· 富士駅周辺にスーパーがなくなったことで不便を感じている。 （女性 60 代） 

· 富士駅北に買い物の場所が余りないので、何かよい駅前にしていただきたい。 （女性 60 代） 

 

 

 ４ 店舗や商品の多様化ニーズに関する意見 117件 

· 地域により店の質や量に大きな違いがある。特に高齢化の進んでいる地域では、民間事業者を

誘致するだけではなく、公営など公共サービスの一つとしてかかるのも必要ではないかと考え

る。 （男性 20 代） 

· どの店ももっとお弁当を充実させて価格を下げてほしい。 （男性 20 代） 

· お気に入りのメーカーのヨーグルトが買えずに困る。 （男性 20 代） 

· 良質な物を買おうとしている傾向があると思う（特に食品）。良質な物が売っている所はいつ

も混雑している気がする。少し前までは少しでも安い物といった傾向があったように思えるが、

少しずつ景気がよくなってきた。健康志向な人がふえてきている。買えなくて困ることはない。

インターネットですべて買うことができる。 （男性 30 代） 

· 品質の割に値段が高い。百貨店がないので贈答品が買いにくい。 （男性 30 代） 

· 趣味娯楽関係の店舗（大型のＣＤ販売店など）が少ない。 （男性 30 代） 

· デパートがないため、静岡に行かなければならないために苦労する。大型ショッピングセンタ

ーだけでは意味がない。専門書を売っている本屋がないので苦労する。 （男性 30 代） 

· デパートがない。富士市にはスーパーしかない。衣類を購入できる店がない。 （男性 30 代） 

· 総合ショッピングセンターが近くにあってほしい。富士市では田子浦地区にしかなく、遠い上

に買いたい品数がなく用を足せない。 （男性 40 代） 

· 日用品（衣類）の買えるお店が少ない。 （男性 40 代） 

· 薬剤師がいないと買えない薬はお店によっては置いてなかったり、時間によっては薬剤師がい

なくて買えなかったりして出直さなければならず不便。 （男性 40 代） 

· 単一乾電池が買えなくて困る。 （男性 40 代） 

· 百貨店がなく高級ブランドの衣類などが買い難い。 （男性 40 代） 

· 地震があって以来、単１電池が品不足で困っています。 （男性 40 代） 

· たばこは自分の吸っている銘柄を売っている店が少ない。 （男性 40 代） 

· 高級品を扱う店が少ない。 （男性 40 代） 

· 特売日に出向いても商品が少なくていつも買うことができない。 （男性 40 代） 

· 単身者（特に男性）には不便です。割高で種類も少ない。 （男性 50 代） 
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· 食料品の品質が悪い（安かろう、高かろう）。日用品は流行の物ばかりでふだん使っている物

が次々と悪くなって入手できない。 （男性 50 代） 

· そこの場所へ行けばほとんどの日用品・食料品がそろってしまう、みたいな店がない。食料品・

衣料品・ホームセンター、それらが１か所にあればそろうと思うのですが。 （男性 50 代） 

· 富士駅近くにあった大型スーパーがなくなり大変不便。何とかもう一度出店してもらえないか。

田子浦地区にあるショッピングセンターとは違う系列の大型スーパーマーケットや百貨店が欲

しい。静岡市まで行くのは大変不便。東部にまともな百貨店がない。 （男性 50 代） 

· 安くてよいワイン、良質な香辛料、安くてよい韓国食材、チーズ、おいしいお菓子。

 （男性 50 代） 

· Ｔシャツやジーンズなど値段が安くなってきたので買いやすい。近くに新しい大型スーパーが

できるので楽しみにしている。 （男性 50 代） 

· ありがちな店ばかりで魅力なし。 （男性 50 代） 

· 身体が小さいので衣類のＳサイズを買いたくても置いてある店が少ない。 （男性 60 代） 

· 他国商品が多い。自国製品が多くバラエティに富んでいればよい。 （男性 60 代） 

· 静岡市などに比べるとスーパーだけでは同じ程度の物が買えない。少し高級品を買いたい場合

富士市では難しい（少しぜいたくか）。 （男性 60 代） 

· 小売店（スーパー）に個性がなく、どの店も余りかわり映えがせず買い物の楽しさが失われて

いる。 （男性 60 代） 

· 一人暮らしのための食料品の販売を。量が多過ぎるため買わないことが多々ある。 

 （男性 60 代） 

· 特に目玉商品などはその品に欠陥があるからだと思う（一般の人にはわからないと思う）。

 （男性 70 歳以上） 

· デパートがあると便利です。 （男性 70 歳以上） 

· 車内に入らない長い物・かさばる物。例えば竿とかトタンとか材木など、少し買いたい場合が

困る。 （男性 70 歳以上） 

· 高齢者の衣服がちょうどよい物がない。安いのはペラペラの感じだし、もう少し高価でもパリ

ッとした物が欲しい。 （男性 70 歳以上） 

· 地産地消。地元で採れた野菜や魚を地元で消費することが重要。地域内での食糧自給率を上げ

て安心・安定した食生活をできるようにしたい。地元の農業・漁業促進策が必要と思う。

 （男性 年代不明） 

· 服を買うのに店や品が少ないため静岡市や県外に出ないとなかなかよい服がないので困る。医

薬品で欲しい品（少し高価な物）がどの店にも置いていなく、その品を問い合わせてくれる店

も少ない。また、法律上インターネットで購入することができないので困る。 （女性 20 代） 
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· 洋服の有名ブランド店が近くにないこと。 （女性 20 代） 

· 衣類は静岡市や横浜市などに行かなければ流行の物が手に入らないこと。 （女性 20 代） 

· 洋服が買えずに困る。 （女性 20 代） 

· 大手スーパーは品数が豊富だが鮮度が悪い（特に野菜）。卵が高い。 （女性 20 代） 

· 大きいサイズの衣類が少ない。 （女性 20 代） 

· 例えば、ＣＭで宣伝している調味料を使いたくていつも行くスーパーに行ったら売ってなく、

いろいろと回ってもなく、しばらくしてからいつも行かないスーパーにあった。（女性 30 代） 

· 子ども用品が少ない。 （女性 30 代） 

· 今妊婦です。マタニティ用品がない。ベビー用品店がない。ショッピングモールがない。商店

街が全く改善されずもったいない。映画館・全国チェーンのカフェや喫茶店が少な過ぎる。食

品店が同系列のスーパーばかりで同じような品揃えでつまらない。百貨店がない。結果インタ

ーネットに頼る形になる。街としてとてももったいないと思う。 （女性 30 代） 

· 子ども用品などが富士市になかなか品数がなく、いつも富士宮市のショッピングセンターに出

なければならない。 （女性 30 代） 

· 富士市内で子どもの学用品など幅広く取り扱っている店が少ないように感じる。（女性 30 代） 

· 静岡市にあるような大型で若者向けのおしゃれな服屋がなくてつまらない。服を買うときは実

際商品を見たいので遠くまでの運転がつらい。 （女性 30 代） 

· できるだけ車を使わず徒歩で買い物へ行きたいと思っているが、近距離のスーパーでは品ぞろ

えが悪く余り品質がよくないので、徒歩で行ける距離に大型スーパーができたらうれしい。

 （女性 30 代） 

· 同系列のスーパーだらけでつまらない。何でそのスーパーを誘致するのかわからない。

 （女性 30 代） 

· 店（スーパー）の種類が少ない。 （女性 30 代） 

· 市内には服や下着のサイズが合う物がほとんどありません。特に下着については全くないため、

沼津市や静岡市まで出向いて購入しています。以前は富士駅前の大型スーパーを利用していま

したが閉店。以前は合うサイズを扱っていた店も、ここ２～３年は扱いがなくなってしまいま

した。ペット用品についても、大型犬用の物は少なく、インターネット通販を利用しています。

しかし、実物を見て確認してから購入できないので不便さを感じています。 （女性 30 代） 

· 家電量販店は少なく、あっても品ぞろえがよくないと思う。選ぶ余地がなくて困る。

 （女性 30 代） 

· 「買い物」は一つの楽しみ。休日ともなれば家族でのレジャー的要素も入るものですから。よ

い物が安く、少し遠くても足を運んででも行ってみたい。そう思えるような店、施設が欲しい

です。食料品、日用品含め、他市からも足を運んでもらえるような商業施設が欲しいです。

 （女性 30 代） 
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· 衣料品店が少な過ぎる。かわいい服がない。富士市で買う気がしない。買い物環境がつまらな

い。 （女性 30 代） 

· 富士市には同じような店ばかりで、買い物がつまらない。 （女性 30 代） 

· デパートがあればよいなと思います。 （女性 30 代） 

· 新鮮な野菜や魚を扱う「道の駅」のような店が近くに欲しい。 （女性 30 代） 

· 同じ商品なのに、店によって値段が違うのはなぜか。大きな物や重たい物は、一人で買い物に

行っては買わない。 （女性 30 代） 

· 富士市には都市にあるようなバリエーションに富んだお店がない。仕方がないけれど。

 （女性 30 代） 

· デパートがあるとよい。 （女性 30 代） 

· 近くにはスーパーしかないため、買いたい物・安い物がない。 （女性 30 代） 

· 食料品店でアレルギー表示が小さくて見るのが大変だったり、広告の品だと表示してなかった

りすることがあるので購入に困ることがある。 （女性 30 代） 

· １か所ですべてがそろう大型店がないこと。 （女性 30 代） 

· なるべく安くしてほしい。 （女性 30 代） 

· 富士市は都会に比べて自然食への意識も低く、専門店もないためインターネットで購入せざる

を得ません。住民の意識・知識と店の内容は比例すると思いますので、すぐに改善していくこ

とは期待できませんが、都会から来た人間にとっても、魅力的な店ができることを望みます。

 （女性 40 代） 

· スーパーにもっと地元の野菜やお魚が並ぶことを願っています。何より新鮮で安全です。地元

の農家の人たちもおいしい採れたての野菜を届けたいと思っていると思うので。 

 （女性 40 代） 

· 食料品については地産地消ができたらよいと思うので富士市産・静岡産とついている食品は見

かけると買っている。 （女性 40 代） 

· 生産直売の店がもっとたくさんあれば利用したい。 （女性 40 代） 

· 富士市は生鮮食品の鮮度が悪いスーパーが多い。しっかりした、チェーン店などでないスーパ

ーができてほしい。 （女性 40 代） 

· 富士駅前の大型スーパーがなくなり、衣類（特に子ども服や下着）を買える店が少なく、沼津

市や富士宮市まで買いに行かなければならない。 （女性 40 代） 

· 気に入って次も買おうと思っているのに、次々と新しい物が出てしまい気に入った物が買えな

くなった。 （女性 40 代） 

· 衣料品の店がもっとあるとよいと思う。 （女性 40 代） 
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· 子どもの文房具や洋服は富士宮市のショッピングセンターまで行って買っているので、富士市

内（近く）に、子どもの文房具や洋服を取り扱っているお店があればいいなと思っています。

以前は撤退した富士駅前の大型スーパーで買っていました。 （女性 40 代） 

· どうしても地域的に富士宮市へ買い物に行ってしまう。同じお金を落とすのなら富士市にと思

うのですが。天間・鷹岡地区にレンタルビデオ屋がないので、この機会にぜひ天間・鷹岡地区

のどこかへ大手レンタルビデオ店などを誘致してください。 （女性 40 代） 

· 私の地区では、食料品や日用品を買い物する店がふえ、買えなくて困ることはありません。食

料品については、安売りのときの商品が余り新鮮な物がないような気がします。（女性 40 代） 

· 衣料品。近くに大型店で何でもそろう店がない。 （女性 40 代） 

· 最低限必要な物を買うには、余り困らないが、服や本を買える店が近所になく、結構遠出をし

なければならないので不便さを感じることがある。 （女性 40 代） 

· 値段の高騰が目立つ。 （女性 40 代） 

· 冷凍食品などが買いにくい。 （女性 50 代） 

· 同じような品でメーカーが多く出しているので品選びに困る。試供品など必ず一個は用意して

ほしい。品がなくなっているのに補充されないこと。 （女性 50 代） 

· 近くのスーパーでは新鮮な物がない。 （女性 50 代） 

· 富士駅前の大型スーパーがなくなってネットスーパーなどのサービスがなくなり富士駅周辺に

買い物に行くことがなくなった。同系列のスーパーばかりで物も限られていて使っていた物が

買えなくなることが多い。食料品・日用品まで市街に買い物に出ることもあり富士市が活性化

しないと思う。 （女性 50 代） 

· 特に日用品や食料品の買い物で困っていることはほとんどありませんが、外資系の倉庫型スー

パーマーケットができればいいなと思います。 （女性 50 代） 

· 週に一度の買いだめなので、もやしや豆腐、刺身などは週の前半しか使えない。（女性 50 代） 

· 衣料品の店が少なく中高年の男性の衣料が購入しづらい。 （女性 50 代） 

· 高い物が多い。 （女性 50 代） 

· 私は富士駅南に住んでいますが、富士駅前の大型スーパーがあったときは近くてとても便利で

した。衣食住がそろうが、食は何とかなるがちょっとした衣と住がそろわず大変困る。遠く（富

士宮市）まで買い物に行くが地元にお金が落ちないのも、と思うし、駅の近くでも人が歩いて

いない。人の流れもなく活気もなくなっている。 （女性 50 代） 

· 衣類を扱う店（大型店舗）が少ない。家族や知人に贈り物をしたいときなどに困ります。

 （女性 50 代） 

· 富士市にはよい店がない。 （女性 50 代） 
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· 商品は家族構成など考え、量と内容がまとめてわかる商品販売があればいい。買えなくて困っ

ている物は衣類・下着・靴下など。富士駅前の大型スーパー退店のため、身近で販売する店が

ない。 （女性 60 代） 

· もう少し果物が安くなればいい。 （女性 60 代） 

· 沼津港が近いのに魚介類の種類が少なく高い。富士市は清水区や沼津市の間に入っていて野菜

類も高い。 （女性 60 代） 

· 富士駅前の大型スーパーの閉店で寝具・雑貨・下着類などの買い物が不便。１か所で買えない

点が不便。 （女性 60 代） 

· 衣類、特に下着などなかなか満足できる物を売っている店がない。 （女性 60 代） 

· 老後のことを考え近くのスーパーを大切に利用したいと思っていますが品数の多い遠方へつい

つい行ってしまいます。 （女性 60 代） 

· ドレッシングなど好みに合っていた物が、半年くらいで消えてしまうこと。 （女性 60 代） 

· 贈答品などを購入するのにちゃんとしたデパートが市内に一つもないので困っている。小規模

なら富士駅前の大型スーパーはよく利用していたので二つともなくなってしまい本当に困って

いる。 （女性 60 代） 

· 野菜などは近隣の農家の新鮮な物が欲しい。 （女性 60 代） 

· 富士駅前の大型スーパーがなくなり不便になったと思う。 （女性 60 代） 

· 近くにお店がなく、身体が少し不自由なため、家族に頼るので、いつも気を遣っている。鈴川

の家の近くにコンビニエンスストアを一軒欲しいです。これは近くの高齢者はみんな希望して

います。 （女性 60 代） 

· 撤退した富士駅前の大型スーパーくらいのお店があると私ども買い物弱者にとっては、とても

助かります。できればそのような大型店の誘致をお願いしたいと思います。 （女性 60 代） 

· デパートがないので、上等の物が買えない。 （女性 60 代） 

· 大手スーパーの改築、撤退などで気持ちにあれこれ選ぶ楽しさが減ってきています。個人商店

では、親切に対応してくださいますが、スーパーでの気ままもよいものです。 （女性 60 代） 

· 品物が売り切れているときがある。品物の値がわからないときがある。 （女性 60 代） 

· 私がよく行く店では少人数用に小さなパック入れの物がたくさんあって、買うのに都合がよい

です。 （女性 70 歳以上） 

· 近くに日用品や趣味用品などの店がない。 （女性 70 歳以上） 

· 以前は富士駅前の大型スーパーなどで欲しい物は何でも比較的安価で入手できていましたが、

最近は品質・価格などで以前に比べてよい品物が入手できなくなりました。 

 （女性 70 歳以上） 
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· 特に寝具類などがそろっていないので、不便さを感じる。特に家族を介護している立場のため

雨続きになるといくら予備を持っていても困ります。 （女性 70 歳以上） 

· 重い物。米。そのほか、洗剤、日用雑貨以外にもいろいろ家族の協力のみで、一人暮らし継続

中。 （女性 70 歳以上） 

· 食料品・日用品は家族が買ってきてくれるのでよい。自分の衣料品を買うのに気に入った店が

なくて困る。 （女性 70 歳以上） 

· 服、日用品全般。車がなくても、気軽に近場に行けるお店があったらいい。まとめ買いしよう

も、車がなく、食品など買いに行きたくても行けない。 （女性 年代不明） 

· 衣類のサイズ。特にＬＬ以上のサイズが少ない。靴のサイズ。特に 27.0cm 以上のサイズが少な

い。 （性別不明 40 代） 

· 高級な食べ物が買えずに困っている。 （性別不明 50 代） 

· 日常品が高い。 （性別不明 50 代） 

· 衣類など買いたい物、欲しい物を売っている店がないため（特に吉原商店街）、通販利用が多

くなっている。吉原商店街は外国の人の店が多くなっている気がする。 （性別不明 60 代） 

· 欲しい物が高額で買えない。好きな食べ物が以前より高くて買えない。年金が安過ぎる。

 （性別不明 60 代） 

· デパートが富士市から消えてしまいとても不便しています。 （性別不明 60 代） 

· 肌着・下着など日本製の品が市内で買えない。中国製で仕方なく間に合わせています。

 （性別不明 70 歳以上） 

 

 

 ５ 食の安全に関する意見 11件 

· 放射線などの問題もあり安心できない。 （男性 20 代） 

· 食の安全性についてもっと確実で明確にしてほしい。地産池消を進めてほしい。（男性 30 代） 

· 現在では福島の原発事故のことがあるので、食料品の放射線の検査を適切に調べてほしい。県

内産、県外産の両方とも。 （男性 60 代） 

· 安心、安全で新鮮で質の高い物を、どこのだれがつくっていると明記した物が欲しい。

 （男性 60 代） 

· 特に食用品・野菜・魚・肉類など安全性の確認、検査を通っているか否かの判別を商品ごとに

明確な表示が欲しい。特に昨今の放射性物質の汚染の有無など魚介・野菜・お茶そのほか明確

な安全基準と、現物の汚染度など公的機関の検査を経ていることの証明をしてほしい。 

 （男性 70 歳以上） 
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· 消費者が安心して購入できる商品を国や地方自治体が積極的にもっと広報すべきです。農産物

に関しては地産地消を大いに展開してほしい。 （男性 70 歳以上） 

· 子どもに食べさせられる安心・安全の食材。オーガニックの物。 （女性 30 代） 

· 現在出回っている茨城県産などの野菜や、お寿司などは食べても大丈夫なのか。（女性 30 代） 

· 放射能検査をしている物かどうかわからないので、検査されて売られている物、インターネッ

トでの買い物や、愛知県以西の物しか買えなくなっている。 （女性 40 代） 

· 無農薬、化学肥料を使っていない農作物が本当に少ない。 （女性 40 代） 

· 近くのスーパーで未だ商品の品質ラベルを貼付していない品がある。１km 以内の店が２店舗閉

まり寂しい。 （女性 60 代） 

 

 

 ６ 店舗の営業形態やサービスに関する意見 52件 

· 昼間は時間がないので親に頼むが、大型店がなく夜は閉店している店が多いので必要な品物が

すぐに手に入らないことがある。遠くまで行かないと大型店がない。 （男性 20 代） 

· 24 時間営業の店をもっとふやしてほしい。 （男性 30 代） 

· インターネットが便利で不自由していない。高齢者にも優しくインターネット環境を整えてあ

げればよいと思う。 （男性 30 代） 

· 一人で小さい子ども２人を連れての買い物なので時間がかかる。見たい物がゆっくり見られな

い。家を出られない時間帯もある。なのでカタログや通販を利用するときもあります。

 （男性 30 代） 

· 魚が食べたい。仕事が終わった後は飲食店がほとんど開いていない。 （男性 30 代） 

· 24 時間の店が少なくて困る。 （男性 30 代） 

· 10 年以上前だったか、昔は移動販売が来ていたので特に魚が買いやすく金額も安かったが、魚

が高くなって困っている。 （男性 30 代） 

· 宅配サービスの充実。 （男性 50 代） 

· 高齢者は移動販売がよいと思われる。 （男性 50 代） 

· インターネットで、富士市内の主な食料品や日用品の価格比較サイトがあれば利用したい。

 （男性 50 代） 

· 今は家内が一切の買い物をしてくれていて不自由はない。しかし、だんだん身近にあったお店

が減っていきこの流れは加速しているように思い、今後は「買い物宅配」みたいなサービスを

していただけるような業種が必要になってくると思います。 （男性 60 代） 

· 買い物時には、自由に放射線測定器で放射線量を計測させるべき。 （男性 60 代） 
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· エコ活動としてレジ袋の削減する活動を行っているが、エコの成果が見えない（数字でわかり

やすく）。エコバッグを忘れレジ袋を購入するとき、店により金額が違う。たくさん物を買い

レジ袋を購入することになるのは、何か変。 （男性 60 代） 

· 食事カレンダーがあればいいと思う。 （男性 60 代） 

· 私は自転車、車、インターネットで購入し、経済的にも恵まれている。長期で考えれば、大型

店ができ、小型店が廃業、大型店が撤退すると買い物ができなくなる問題が生じるだろう。高

齢者や障害者、家庭環境の変化により困っている人への援助をどうするか。町内役員の力で宅

配サービスに進むしかないか、大変な問題だ。 （男性 60 代） 

· 富士川地区に住んでいますが、営業店舗数が少なく、購入品の配達のサービス不足、営業時間

が短いなど不満に感じます。バスなど近くに路線がなく出歩くことにも不便を感じます。 

 （男性 70 歳以上） 

· 妻と自家用車で買い物に行くが、妻は重たい物を持てないので、運び屋をしている。移動販売

業をふやしたほうがよい。 （男性 70 歳以上） 

· ネットスーパーの買い物範囲に自分が住んでいるところが該当しない。 （女性 20 代） 

· 子どもがよく野菜を落としてそのまま棚に戻していることや、店員の不潔さが感じられる。そ

のためちょっと買い物をしたくなくなる。 （女性 20 代） 

· 日用品のお店の閉店時間が比較的早く、平日に欲しいと思っても仕事が遅く終わるのでなかな

か買いに行けない。 （女性 20 代） 

· スーパーの営業時間が短い。 （女性 20 代） 

· セルフレジがあればと思う時間帯がある。 （女性 20 代） 

· 物を買うと必ず大量のごみが出るので、肉・魚などはトレイではなくはかり売りのシステムを

入れるとよいと思う。コンパクトにまとまるので。 （女性 30 代） 

· 私はふだん仕事をしています。カタログで宅配をお願いしたり、仕事の帰りや休みの日に買い

に行ったりします。不自由は感じません。 （女性 30 代） 

· 大型スーパーで高齢者に商品に手が届かないので取ってほしいと頼まれたことがあり、一人で

来られる高齢者は心細いことも多いのではないかと思います。 （女性 30 代） 

· 上の子ども１歳、２人目妊娠中。出血などあるため上の子どもをずっと抱いていられず、上の

子どもが乗れるようなカートのないお店などでの買い物は本当に困る。 （女性 30 代） 

· 以前は魚の移動販売があったらしいが、今は来ない。 （女性 30 代） 

· スーパーによって、どこに何があるかさっぱりわからないときがある。分類の看板を、もっと

見やすく、目線がちょうどいいところに置いてあると助かる。 （女性 30 代） 

· 営業時間を長く。24 時間対応に。 （女性 40 代） 
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· お店は歩いて15分以内にあるので便利ですが宅配サービスはないと思うので高齢者とか子ども

のいる家庭には便利なのであるといい。お店そのものが午後８時にはほとんど閉まってしまう

ので１軒でも夜遅くまで開いているお店があったらいいと思います。 （女性 40 代） 

· どの店も 22 時ぐらいまで営業してくれているといい。富士市は店が閉まる時間が早過ぎる。

 （女性 40 代） 

· 元吉原地区には１軒しかスーパーがなく近くの高齢者は困っているようです。市で巡回バスを

出す、買い物代行、宅配サービス利用に補助を出すような支援が必要かと思います。

 （女性 40 代） 

· インターネットがあるから何でも買えます。 （女性 40 代） 

· 学校で急に必要になった物（雑貨類）が、もう閉店していて購入できないとき。（女性 40 代） 

· 今は健康ですが介護が必要になったとき、家族以外で一緒にスーパーに行って手にとって買い

物ができるヘルパーのサービスを充実してほしい。 （女性 50 代） 

· 仕事・夕食後に行くのに閉店が早いと行けないし、行ってもゆっくり見て回る時間がないので

せめて曜日によっては閉店時間を遅くしていただけると行きやすいし、ゆっくり見られていい

と思います。 （女性 50 代） 

· 買い物をするとその商品のクーポン券が出るのですが、１回ではなくその商品を買うたびクー

ポン券が出るので困っています。 （女性 50 代） 

· 車いすの人の買い物が大変だと思います。できれば店員が一緒に回って買い物をしたらいいと

思います。 （女性 50 代） 

· 老後は宅配サービス、通販を利用すると思います。 （女性 50 代） 

· 買い物袋持参になってきましたのでごみの減量になりました。現在は車がありますが、年をと

れば行動範囲も短くなり体力もなくなるので宅配サービスも必要になると思います。そのとき

は積極的に利用したいと考えています。 （女性 50 代） 

· 近ごろ大型スーパーなどの進出で、地元スーパーや商店がやめてしまって高齢者が歩いて買い

物に行けなくなってしまっている話を聞きます。そういう人たちのために、買い物支援サービ

スがあるということをもっとわかりやすく利用しやすくしてあげたらよいと思います。

 （女性 50 代） 

· 他県のある市は、17～18 年も前から病弱な人や高齢者のために安い料金で毎日１回身体に優し

い宅配お弁当が届けられている。富士市は見栄っ張りで税金をあらゆる無駄なところにばらま

きながら、未だにこうした面での取り組みがなされず、今までさんざん納めた税金のことを忘

れないで。 （女性 60 代） 

· 高齢者や歩くのが不自由な人は５分くらいの場所でも行けない人がいます。食料品と生活雑

貨・衣類・薬と全部そろっているお店がもっと近くにあればそういう人たちに市からボランテ

ィアを１週間に何回か出してくれたら助かるのではないかと思う（一人住まいの人を対象に）。

 （女性 60 代） 
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· 昔のようにはかり売りで買い物できれば無駄にすることがなくてよい。量が多くて冷凍保存し

たり解凍したり面倒。冷蔵庫の過信で腐らせてしまうことあり。節電のためには毎日必要量の

買い物をするほうがいいと思います。 （女性 60 代） 

 

· 私は勤めているため昼休みに買い物に行くことが多いので時間がなく、スーパーでレジの時間

がかかるのが非常に困ります。結局待ちきれず、やめて置いてくることもあります。個人の肉

屋とか魚屋とかなるべく買い物に行きたいのですが、やはり駐車場がないと行くことがありま

せん。今、袋が有料なので自分で買い物袋を持っていきますが、買い物するとき持っていると

邪魔になります。 （女性 60 代） 

· 今は自分で自由に買い物に行けるので特別ありません。将来もっと老いたとき宅配サービスの

ような物がたくさんあればよいと思います。 （女性 60 代） 

· 「買い物弱者」になったとき、ヘルパーのサポートで買い物に行きたいお店での買い物で楽し

い思いができる。 （女性 60 代） 

· ペット用品など・大きい物・重い物など、配達していただけたら助かります。 （女性 60 代） 

· 家族がいない高齢者は大きい品物の買い物が困るので、曜日を決めて家まで無料で運んでくれ

るサービスが欲しい（今はよいが先々のこと）。 （女性 70 歳以上） 

· 最近はインターネット販売で宅配まで無料で対応してくれるものがある。買い物弱者への利用

を考えたらよい。市と近隣の商店街が一緒に考えてみたらよい。 （性別不明 40 代） 

· 肉、魚などをトレイなしで販売すればごみの減量になるのではないか。３月の地震があった後

はいつも普通に買える物がなかなか手に入らず困った。買い占める人の姿を見てモラルの低下

を感じた。このようなことがあったときには、「お一人様○個まで」という対応を早く行って

くれるほうがよいかなと思う。 （性別不明 50 代） 

· サービスのし過ぎです。 （性別不明 60 代） 

 

 

 ７ その他に関する意見 18件 

· 自分が生きている間は、食う物、生活するために必要な物があればいいと思っているので、ほ

かがどうなろうと知ったことではありません。 （男性 20 代） 

· ガソリンが高い。 （男性 20 代） 

· 富士市は物価が高い。 （男性 30 代） 

· 物価が高くてお金の使い出がない。 （男性 60 代） 

· 現状でよいと思う。 （男性 60 代） 

· 東日本大震災のとき買えなくて困ったが、今は困っていません。 （男性 60 代） 
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· 現在は特に問題はない。しかし、もう少し年をとって高齢になったときに不安を感じる。

 （男性 70 歳以上） 

· 買えなくて困っている物などは、ほとんどない。値段が高いは低く見積もればよい。

 （男性 70 歳以上） 

· 現時点では富士市は恵まれていると思う。 （男性 70 歳以上） 

· 子どもに買い物経験をさせたいのだが、昔と違ってさせづらい。 （女性 30 代） 

· 買えなくて困っている物などはありません。東日本大震災の後から無駄な買い物は、控えよう

という意識が生まれました。 （女性 30 代） 

· 転勤族なので、近くに親族がいないので平日の買い物では子どもを見てもらうこともできない。

急な物入りのときに困っています。 （女性 30 代） 

· ごみ出し方法で大物を処分するのに困るので、こたつのテーブルや机など買えません。

 （女性 50 代） 

· 出題とは違いますが、以前商業都市のベッドタウンに暮らしており、とても交通が便利でいつ

でもどこでも気軽に外出していましたが、富士市に来たら自家用車がないと余りにどこへも行

けないのにびっくりしました。これから高齢者がもっとふえていきます。もう少し交通が便利

になれば高齢のシルバードライバーが少しは減ってくるのでは。かなり危ないドライバーがよ

く見られます。それと仕事がしたくても自動車免許がないと交通手段がなくてなかなか決まら

ない。 （女性 50 代） 

· 今のところは特にない。これから先はわからない。 （女性 60 代） 

· これから先のことはわからないが、今のところは特に不自由はない。 （女性 60 代） 

· １週間に１度の買い物なので鮮魚をおいしく食べられない。 （女性 70 歳以上） 

· 飲食店業なので毎日が買い物です。魚屋・肉屋。 （女性 70 歳以上） 


