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「広報」について 

 

問26 あなたが富士市の広報について思っていることなどを自由に記入してください。 

 

 

 １ 同報無線放送の内容や方法に関する意見 57件 

· 市役所からの同報無線放送は滑舌が悪い。しゃべりが遅い。 （男性 20 代） 

· いち早く速報してくれればいいのでは。なぜ一度しか放送しないのでしょうか。聞き漏らした

人はどうなってもいいのですか。 （男性 20 代） 

· 地震、津波も情報を早目に教えてほしい。 （男性 20 代） 

· 大雨警報とかありがたいです。 （男性 20 代） 

· 「小学生の下校時間です」の同報無線放送はやめたほうがいいと思う。 （男性 20 代） 

· 行方不明の人が見つかったときの連絡はいらないです。 （男性 20 代） 

· 火災発生時に深夜でも同報無線放送を流すのはやめてほしい。午後９時から午前７時くらいま

では流さないでほしい。裾野市・沼津市・長泉町に住んでいたが、そのようなところはなかっ

た。 （男性 30 代） 

· 田舎くさい。同報無線放送で行方不明の連絡とか、今どき 17 時のサイレンとか古くささを感じ

る。 （男性 30 代） 

· 放送で花が咲いた場所やイベントの場所の案内なども流したらいいと思う。 （男性 30 代） 

· 朝早くの同報無線放送は控えてほしい。夜中まで仕事で昼起きる人には迷惑。あれで起こされ

ることが度々あり仕事に支障が出る。 （男性 30 代） 

· 災害などの情報は深夜でも構わないので同報無線放送で流してほしい。東日本大震災や静岡県

東部地震の教訓を生かし速やかに情報を流してほしい。 （男性 30 代） 

· 災害時のお知らせなど、市民の生命にかかわることは何よりも優先して放送してほしい。よろ

しくお願いします。 （男性 40 代） 

· 災害時は電気が使用できないことが多いので、同報無線放送はいいと思う。 （男性 40 代） 

· 風向きのせいか、同報無線放送が聞こえにくいときがある。ゆっくり話し過ぎではないか。余

り早くても困るがもう少し普通の会話でよいと思う。 （男性 50 代） 

· ３月 11 日の東日本大震災発生時、市では同報無線放送をしていましたか。全域停電だと同報無

線放送は使えないのか。 （男性 50 代） 

· 女性による同報無線放送は聞き取りづらい。 （男性 50 代） 
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· コストパフォーマンスを考えればよいと思う。同報無線放送は、かなり有力な即時性のあるメ

ディアと考える。 （男性 50 代） 

· 行方不明とか火事のお知らせの同報無線放送ですが、ゆっくり話し過ぎて聞き取りにくい。う

ちの地域では聞こえにくいときがある。 （男性 50 代） 

· 警報・注意報が出たとき、同報無線放送よりテレビのほうが早い。 （男性 60 代） 

· 行方不明の人の広報がよく流れますが『無事に発見』と『発見』は違うのですか。 

 （男性 60 代） 

· 同報無線放送が以前に比べ、よく聞こえるようになった。以前は家の窓や外に出ても何を言っ

ているのか聞こえなかった。市議会議員に依頼してから窓を開ければ十分内容が理解できるよ

うになった。ありがとうございました。 （男性 60 代） 

· 災害（火災）捜索以外でももっと。 （男性 60 代） 

· 市の広報は今、災害や行方不明など多方面に渡って情報を発信していると思う。イベントもさ

まざまな形で行われているが、紙面だと見逃してしまうときもあるので、同報無線放送で「明

日は where で what が行われます」などと放送してくれるとありがたいです。 （男性 60 代） 

· 聞こえにくい。1,000 円で受信機を買ったけどよく聞こえない。男のだみ声の放送は公害であり

やめてほしい。携帯電話で聞けるようにしてほしい。 （男性 70 歳以上） 

· 災害発生時に速く、正確に放送してほしい。先の３月の地震発生時何にも放送が入らなかった。

被害状況の調査をどのように行っているのか、その結果についても今もって不明である。

 （男性 70 歳以上） 

· 同報無線放送について、余りにもゆっくり過ぎて聞きづらくいらいらする。もう少し早めに言

葉をつなげて２回繰り返してほしい。 （男性 70 歳以上） 

· 夜中の火事などの同報無線放送は、もう少しどうにかならないものでしょうか。もちろん、必

要な場合もあるとは思いますが。 （女性 20 代） 

· 夜中に行方不明の同報無線放送が流れると怖い。寝ているのに家の前にスピーカーがあるので

目が覚めてしまう。 （女性 20 代） 

· 随時放送してくれるのでわかりやすいです。 （女性 30 代） 

· 計画停電のとき、かなりおくれて同報無線で流れた。テレビでもう知っていた。もう少し早く

流すべき。 （女性 30 代） 

· 東日本大震災以降、同報無線放送などとても心強く感じています。 （女性 30 代） 

· 災害時、停電時などはテレビ・ラジオより同報無線放送が一番わかりやすいと思うので正確な

情報を素早く流してもらいたい。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送について、同じことを何回も繰り返し言う必要はないと思う（重大なお知らせは

別）。もっと簡潔に短い言葉で伝えてほしい。 （女性 40 代） 
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· 東日本大震災以降、同報無線放送で計画停電や大雨警報など細かく放送してくれるのでとても

助かります。市外の人からはとてもうらやましいと言われました。これからも災害のときなど

はすぐに放送をしてほしいです。放送があることで冷静になれたのでこれからもよろしくお願

いします。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送を担当する女性は、話す速さ、言葉の抑揚など、不自然ではなく聞き取りやすい

放送になるよう希望します。男性の声でも構わないと思います。 （女性 40 代） 

· 暗い。 （女性 40 代） 

· 大雨警報や地震に対する情報が遅く感じる。発令されたときだけでなく解除されたときもきち

んと同報無線で知らせてほしい。富士市は縦横に長いので、欲しい情報がさまざまだと思いま

す。海側の人と山側の人では随分違いますしね。全市一律にしなければならないのは理解でき

なくないのですが。 （女性 40 代） 

· 計画停電のときの同報無線放送はとても助かりました。緊急時の同報無線放送は続けてくださ

い。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送ですが、女性の声ははっきり言わないと聞き取りづらくて困った。耳が遠いので、

広報があったとき家の電話から市にかければ情報が入る番号を教えてもらいたい。 

 （女性 50 代） 

· 同報無線放送で警報が出ているときに知らせてくれるのでよいと思います。災害のときに同報

無線放送が機能するようにお願いします。 （女性 50 代） 

· 市の同報無線放送で火事や防災訓練や行方不明、そのほかの放送のとき、最初の放送は何を言

っているのかわからないのですが、その後に放送するほうがよくはっきりわかります。放送は

最初にわかったほうがよいので、これからは最初からわかるように放送していただきたいと思

います。 （女性 50 代） 

· 自宅で同報無線放送を聞くとき、聞き取りやすくなった気がする。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送は単調で緊急性を感じられない。女の人の放送は話し方に間があり過ぎ、聞き取

りにくい。 （女性 50 代） 

· 私の住む場所では同報無線放送が音量がとても大きい。そうかと思うと娘が住んでいる場所で

は窓を開けてもほとんど聞こえない。もう一度調査したほうがよいのではないかと思う。

 （女性 50 代） 

· 我が家では地震、津波など、すぐに知る方法は同報無線放送です。たぶん市民全員が一番わか

りやすく、どこにいても入る情報源であると思うので、充実していただきたいと思います。緊

急告知放送を一番に充実させていただきたい。 （女性 60 代） 

· 放送による広報は必要。夕方５時に子どもが帰る放送をしてほしい。音楽での知らせもよい。

 （女性 60 代） 

· 同報無線放送ですが、火災のお知らせの場所がほとんど聞き取れません。場所はもっとゆっく

りとした口調と何回か復唱して放送してほしいと毎回思っています。 （女性 60 代） 
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· 同報無線放送の声がはっきり聞こえないときがある（音は大きい）。 （女性 60 代） 

· 最近では同報無線放送が聞き取れるようになったが、もう少し「ゆっくり」と話してほしい。

 （女性 60 代） 

· 話している言葉がよくわからないときが多いので、もう少しメリハリをつけて話してほしい。

 （女性 60 代） 

· 同報無線放送の仕方なのですが言葉と言葉の間が長過ぎて最後まで聞かないことがあります。

もう少しスピ－ディーな言葉で説明できないものでしょうか。十分考えられてのことだとは思

いますが。 （女性 60 代） 

· 夕方５時に流れていた同報無線放送が懐かしいです。今の子どもたちは、外で遊ぶことなどな

くなってしまったのでしょうか。３月 15 日の静岡県東部地震のときに流れた同報無線放送を聞

き、重大さを知りました。 （女性 60 代） 

· 終わりの「こちらは広報ふじです」はいらない（特に夜など）。 （女性 70 歳以上） 

· 同報無線放送が聞き取りにくい。女性より男性の声のほうがまだよい。女性のしゃべりは間を

取り過ぎです。 （女性 70 歳以上） 

· 火事の知らせや何かあったとき、同報無線放送されますがよく聞き取れません。ゆっくりと２

回放送してください。 （女性 70 歳以上） 

· 緊急放送で計画停電などの放送を流していただいて助かりました。 （女性 70 歳以上） 

· 同報無線放送は男性の声のほうが聞きやすいです。 （女性 70 歳以上） 

 

 

 ２ 同報無線放送が聞こえにくいことに関する意見 100件 

· 聞こえづらい。 （男性 20 代） 

· 声が聞き取りづらい。 （男性 30 代） 

· 同報無線放送のスピーカーが自宅アパートの近くにないためかとても聞きにくい。周辺にはア

パートも多く人口も多いと思うので増設を検討してもいいのではないかと思う。（男性 30 代） 

· 声が小さ過ぎて聞こえない。大きめにしてほしい。 （男性 30 代） 

· 同報無線放送が聞こえない。例えば行方不明などの放送はまだいいのですが、地震や災害時の

放送が聞こえないととても困る。自分は松岡（四丁河原下区）に住んでいるのですが、新築の

家が建っているところなので近くに放送音を発するものがないと思われる。とても不安です。

助けて。聞こえない。地震が怖い、富士川が近いので津波が怖い。一度富士市で大震災・津波

についての特集をやってほしい。 （男性 30 代） 

· 同報無線放送が風向きにより聞こえづらい。 （男性 30 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくい。 （男性 30 代） 
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· 同報無線放送の音が小さいので、行方不明協力・振り込め詐欺以外の重大な災害情報は音を大

きくしてほしい。 （男性 40 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくい。 （男性 40 代） 

· 同報無線放送は音が反響して聞き取りにくい。 （男性 40 代） 

· 私の家では同報無線放送がよく聞こえないのが不便です。 （男性 40 代） 

· 静岡県東部の一部市町では、家庭内に同報無線放送が入るように整備されていると聞きます。

外部放送だけでは、風の流れなどによりときどき非常に聞き取りにくいので市のほうでより市

民が情報入手しやすいように工夫をしてほしいと思います。 （男性 40 代） 

· 同報無線放送が聞こえません。富士宮市のほうがよく聞こえる。 （男性 40 代） 

· 屋外でも同報無線放送が聞き取りにくい。 （男性 40 代） 

· 同報無線放送が聞こえづらい。災害時、出先で同報無線放送が聞こえないと不安に思う。

 （男性 50 代） 

· 同報無線放送が聞き取りづらい。 （男性 50 代） 

· 同報無線放送が聞こえないことが多く、メールサービスは受けているが、もっとどこでも聞こ

えるようにしてほしい。 （男性 50 代） 

· 同報無線放送が聞こえないときがある。 （男性 60 代） 

· 市内の同報無線放送のスピーカーが非常に聞き取りにくいです。ぜひ見直してもらいたい。よ

ろしく。 （男性 60 代） 

· 場所が悪いのか同報無線放送が聞き取りにくい。 （男性 60 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくい。スピーカーの増設（設置箇所）をお願いしたい。 

 （男性 60 代） 

· 地域によっては十分に同報無線放送が役目を果たすことができないところもある（聞き取りに

くいなど）。 （男性 60 代） 

· 拡声器から遠いため、一部同報無線放送がよく聞き取れない。 （男性 70 歳以上） 

· 「広報ふじです。ありがとうございました」は聞こえるが内容は全くわからない。聞きづらい。

 （男性 70 歳以上） 

· 家の中にいるときは防災ラジオで同報無線放送をはっきり聞くことができるが、外にいるとき

は声が割れて聞きづらい。もう少し工夫ができないものか。緊急に避難する場所、何を言って

いるかわからず避難がおくれるのでは。 （男性 70 歳以上） 

· 同報無線放送が聞き取りにくい。緊急時には特別のチャイムなどで繰り返し放送してほしい。

 （男性 70 歳以上） 

· 町内に設置している同報無線放送が非常に聞きにくい。 （男性 70 歳以上） 
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· 同報無線放送の設置場所が悪く、お願いしても改善なし。外に出れば聞き取れるので２回以上

繰り返し放送をするなど改善または現状調査をお願いする。 （男性 70 歳以上） 

· 同報無線放送が聞きづらい。火災のとき、場所がいつもはっきりしない。 （男性 70 歳以上） 

· 同報無線放送は、内容がよくわからない。災害時は停電などで役に立たないおそれあり。

 （男性 年代不明） 

· 同報無線放送の声がときどき聞き取れなくてわからないことがある。 （女性 20 代） 

· 同報無線放送が聞こえにくい。 （女性 20 代） 

· 聞き取れないときがあるので、計画停電の連絡など災害関係のことは２回繰り返してもらえる

と助かります。 （女性 20 代） 

· 同報無線放送の音が場所によっては全くよく聞こえてこない。 （女性 20 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくいです。 （女性 20 代） 

· 同報無線放送がどこにいても聞こえるようにできないですか。何か言っているけど内容がわか

らなく、聞き取れなくて最後の「広報ふじです」だけ聞こえるのはおかしくないですか。もう

少しいろいろなところにスピーカーをつけてくれるとありがたいです。 （女性 30 代） 

· 火事や行方不明、そのほかの情報を同報無線放送で流すとき、何を言っているのかわからなく

音が聞き取りにくいことがある。大地震や津波、そのほか緊急情報があったときに困る人が多

いのでは。 （女性 30 代） 

· 私のところは同報無線放送が聞こえにくいです。 （女性 30 代） 

· 同報無線放送は風の向きなどで何を言っているのかわからないことがあるので困ります。

 （女性 30 代） 

· 同報無線放送は聞き取りにくいことがある。 （女性 30 代） 

· 同報無線放送の声が聞き取りづらい。 （女性 30 代） 

· 同報無線放送は聞き取りにくいのでメールで配信してほしい。３月 11 日の東日本大震災発生時

は県や市からの情報をどこから取得したらよいのかわからず困った。自分の住んでいる地域の

避難ビルはどこなのか知らないので教えてほしい。 （女性 30 代） 

· 同報無線放送は聞こえにくいので、冬でも夏でも家の中にいると気がつかないことが多々あり、

震災の停電のときなどいろいろな情報を何度か聞き逃して不便だった。 （女性 40 代） 

· 外で流れている同報無線放送が全く聞き取れません。特に計画停電のときに困りました。それ

でメールサービスを取り入れました。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくい。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送が聞こえない。 （女性 40 代） 
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· 同報無線放送がいつも聞こえづらいです。近所の犬など吠えると声が聞こえません。

 （女性 40 代） 

· 同報無線放送に気がつき戸を開けてももう放送が終わってしまい聞けないことが多い。地震の

とき困ったので繰り返し放送してほしいです。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送は何を放送しているのか聞きづらくてほとんど役に立っていない。（女性 40 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくいので、家にいるときは防災ラジオで確認しています。

 （女性 40 代） 

· いつもわかりやすく、情報紙や同報無線放送で聞くことがありますが聞き取りにくい人がいる。

 （女性 40 代） 

· 以前住んでいたところは、同報無線放送などなかったので富士市に来て思ったことは、とても

親切な市だと思いました。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送が聞き取りづらいです。我々の世代はメールサービスなどで、どうにかわかりま

すが、高齢者には聞きづらいのでは。いずれ自分も年をとっていきますが、今のメールとかウ

ェブサイトとかわからなくなってくる日が必ず来ます。高齢者に優しい富士市であってほしい

と思います。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送が聞こえにくい。計画停電のときはとても不便でした。どの地区も、変わらず聞

こえるようにしてください。 （女性 40 代） 

· 聞き取れない。 （女性 40 代） 

· 聞き取れない地区がある。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送の声が聞き取りづらい。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送が場所のせいで聞こえづらいときがある。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送ですが、地域によっては全然聞こえない場所もあるようですね。緊急時には、あ

りがたく欠かせない放送だと思いますし、改善されるといいなと思います。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送ですと、窓を閉めていると気づかないことが多々あります。外へ出て聞いても聞

きづらいことが多いです。これからは地震など防災情報が重要になってくると思いますので、

各家庭に同報無線放送の設備を取りつけていただければ（一部負担も可能）いろいろな放送を

いち早くキャッチし行動に移せると思います。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送が聞き取りづらいので、受信機を無料で貸し出してほしい。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送が聞こえにくいです。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくいので何かもっとよい方法を探してみてはどうでしょうか。小さ

な子どもや高齢者のいる家庭では死活問題です。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送が聞きづらいです。 （女性 50 代） 
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· 同報無線放送は聞き取りにくく、ほとんど内容がわからないのでメールを読んでいる現状です。

 （女性 50 代） 

· 同報無線放送が位置が悪いのかときどき聞こえづらく、何を放送しているのかわからないこと

があります。聞き取りにくいためスピーカーなど改善していただきたい。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送が非常に聞き取りづらい。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送が余りよく聞こえない。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送が聞き取りにくい。 （女性 60 代） 

· 田子浦地区に住んでいるが、同報無線放送が聞こえにくい。災害のとき心配がある。田子浦海

岸の堤防は本当に大丈夫でしょうか。 （女性 60 代） 

· 私は広見地区に住んでいる者ですが、市の同報無線放送でのアナウンスが聞き取りにくいとき

があります。２度放送されているようですが、振り込め詐欺とか行方不明者とかありますが緊

急な場合の放送は角度を何度も変えて全部に行き渡る放送をお願いします。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送の内容が聞き取りにくい。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送が余り聞こえなくて困っています。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送を聞こえるようにしてほしい。 （女性 60 代） 

· 夜、雨戸など閉めていると聞こえない。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送が聞きにくいときがある。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送がよく聞こえないです。市の防災ラジオもありますがいつもスイッチを入れてい

るのではないので、聞こえない場合電話で聞き直しています。今は行方不明とかの放送が多い

のでいいですが、地震などのときはどうして情報を得ればいいかと心配です。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送が家の窓を閉めているときよく聞こえない。風向きだと思うが何を言っているか

わからないときがある。ショッピングセンターの駐車場では聞こえるが中にいるときは聞いた

ことがない。 （女性 60 代） 

· 行方不明や火災の際に流れる同報無線放送がとても聞き取りにくくて困っています。窓を開け

必死で耳をすませてもよく聞き取れません。災害用に市から購入した防災ラジオも聞き取れな

かったり入らなかったりで余り役に立ちませんでした。住んでいる場所にもよるのかも知れま

せんがスピーカーの数をふやすなどの対策をお願いします。 （女性 60 代） 

· 冬など家の中にいると閉め切っているため放送がよく聞こえないことが多いので災害のときな

ど心配です。緊急放送もケーブルテレビを使っていないため。 （女性 60 代） 

· 音が反響して何を言っているかわからない。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送はスピーカーの位置が悪いのかときどき聞こえづらく何を放送しているのかわか

らないことがあります。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送が全然聞き取れません。 （女性 60 代） 
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· 同報無線放送がはっきりと聞こえない。窓を開けると少しは聞こえる。 （女性 60 代） 

· 今はメールサービスを利用しているので市の広報に不便は感じていませんが、同報無線放送は

とても聞き取りにくく最後の「広報ふじです」しかはっきりわからないのでもう少し何とかし

てほしい。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送が聞きづらい夜などは、わからないです。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送がありますが家の中ではほとんどわからず外に出ても余り聞き取ることができま

せん。 （女性 60 代） 

· 同報無線放送で、聞きづらい人がいる。 （女性 70 歳以上） 

· 旧国道１号沿いに住んでいますので同報無線放送が聞き取りにくいです。 （女性 70 歳以上） 

· 同報無線放送が流れていても、はっきり聞こえてこない。音が割れていて、聞き取れない。私

たち年寄りは聞き取るのが大変です。 （女性 70 歳以上） 

· 同報無線放送が何も聞こえない。火事など防災情報に入れてもらいたい。 （女性 70 歳以上） 

· スピーカーの反響でよく聞き取れない。スピーカーの位置を考えるべき。 （女性 70 歳以上） 

· 同報無線放送は、富士宮市のものはよく聞こえるが、富士市のものはほとんど内容がわからな

い。防災ラジオのスイッチを慌てて入れてみたりしているが、設置場所を再調査されたし。

 （女性 70 歳以上） 

· 同報無線放送について、主に火災のお知らせがよく聞き取れません。町内のどこかどの辺りか

繰り返してください。最初と最後は聞こえますが、肝心なところだけ聞こえません。 

 （女性 70 歳以上） 

· 同報無線放送がよくわかるようにしてください。 （女性 70 歳以上） 

· 最近の家は気密性が高く同報無線放送の音が聞こえない。携帯電話へのメールは非常によい。

または受信できるラジオがよい。最後は情報を入手した人が近所へ伝える（あらゆる方法によ

り多ければ多いほどよい）。そうした近所づき合いができていることが大事。 

 （性別不明 40 代） 

· マンションの中にいるとラジオが受信しにくいのと、同報無線放送も近所で流していながらは

っきりと聞き取りにくいのが不便。メールサービスで何とか情報を得ている。 

 （性別不明 50 代） 

· 同報無線放送で聞き取りにくい箇所があると思いますが、市ではその状況を把握しているので

すか。 （性別不明 60 代） 

· 同報無線放送のアナウンスが聞き取れません。 （性別不明 70 歳以上） 

· 同報無線放送はよく聞こえないときがある。窓を開けて聞くようにしている。 

 （性別不明 70 歳以上） 
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 ３ 同報無線放送メールサービスに関する意見 17件 

· メールサービスを利用しているが、火災の情報も入るようにしてほしい。 （男性 40 代） 

· メールサービス（火災・同報無線放送）はよいと感じています。 （男性 40 代） 

· 防災などのモバイル情報は静岡市と比べると遅いのでもう少し早くしてもらいたい。

 （男性 60 代） 

· メールサービスが便利です。行方不明や気象情報など便利だと思います。富士市からも今市内

がどうなっているかなどのメール配信があったらよかったです。 （女性 30 代） 

· 私が住んでいる元吉田は片側が海なので同報無線放送が陸側だけしかスピーカーがないため聞

き取りにくいので、メールサービスがとても助かっています。 （女性 30 代） 

· 沼津から昨年５月に転入してきましたが、同報無線放送メールサービスなど沼津市にはない各

種サービスが充実しており、大変感心して利用させていただいています。現在、特に要望・意

見などはありませんが、今後もさらなるサービスの拡充を希望します。特に災害時の方法につ

いてはいろいろなメディア、デバイス（テレビ、ラジオ、インターネットなど）に対応してい

ただきたいです。いつ、どんな状況で災害に遭うかわからないので、情報を取得できる方法を

いくつか確保しておきたいと思います。 （女性 30 代） 

· 今回の地震で同報無線放送やメールサービスがとてもありがたかったです。とてもいいサービ

スだと思っています。 （女性 40 代） 

· 我が家は同報無線放送が聞き取りにくく、メールサービスを利用していますが、災害時、停電

や携帯電話がつながらなかったら情報を得ることができません。その点だけは心配です。

 （女性 40 代） 

· 災害などの情報が同報無線放送メールサービスで受けられるようになってよかった。

 （女性 40 代） 

· メールで登録してあるが、前に大雨洪水警報解除のメールが夜中に入ってびっくりした。それ

くらいのことではいいのではないか。 （女性 40 代） 

· 同報無線放送メールサービスで行方不明者のメールは不要だといつも思っている。 

 （女性 40 代） 

· 同報無線放送メールサービスにて、同報無線放送は聞けなくても情報がわかり便利だと思いま

す。振り込み詐欺だけでなくほかの防犯情報も流していただけたらと思います。 

 （女性 50 代） 

· 災害時どの方法で情報を得るのが早くて確実か明確にしてほしい。同報無線放送メールサービ

ス（パソコンでサービスを利用してから迷惑メールがたくさん入るようになってしまった）を

利用しているが、火災情報を受信できない。なぜでしょうか。 （女性 50 代） 

· 計画停電のとき困ったので、メールサービスに加入したが、火事のときもメールサービスをや

ってほしい。 （女性 50 代） 
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· 同報無線放送は全く聞こえないためメールサービスに頼ります。 （女性 60 代） 

· 職場が市外だとメールサービスが役立っている。娘・嫁がメールを見てすぐ孫のことで電話が

来ますので、すぐ行動に移せる。 （女性 60 代） 

· 聴覚に障害があります。同報無線放送メールサービスは、どこにいても受信できるので、みん

な多く活用させていただいています。 （性別不明 60 代） 

 

 

 ４ 防災ラジオに関する意見 27件 

· 防災ラジオを購入し利用しようとしていたが、同報無線放送の電波が入らない状況である（屋

外の放送も聞こえづらい環境）。同報無線放送を前面に出すのであれば、もう少し改善してい

ただきたい。 （男性 20 代） 

· 防災ラジオを全世帯に有料配布してください。 （男性 50 代） 

· 同報無線放送が聞こえにくいので防災ラジオが早くほしい。今はメールサービスを使っている。

 （男性 60 代） 

· 富士市防災ラジオを購入したが同報無線放送がうまく入らない。 （男性 60 代） 

· 重度の障害があるため、市から個別受信機を貸りており、災害時・緊急時にも安心して過ごす

ことができ助かっています。 （男性 70 歳以上） 

· 富士市が有料配布した防災ラジオは今回の東日本震災関連で「計画停電のお知らせ」をやって

いたが、肝心のところが切れてほとんど役に立たなかった。市役所に連絡したがまともな対応

がなされなかった。 （男性 年代不明） 

· 富士市防災ラジオをもっと活用したらいいのではないか。防災ラジオは国産で質のよいものを

提供してもらいたい。スイッチの故障など不具合が多いという意見が多いです。  

 （男性 年代不明） 

· 防災ラジオがいつもブツブツ途切れてうまく聞こえず外へ出てみるが、天間地区では静岡県東

部地震の際は富士宮市の放送とだぶって聞こえなかった。同報無線メールを登録して、文字で

見られて安心した。 （女性 20 代） 

· 防災ラジオを買ったが１度も聞けなくて困っている。お金を払ってわざわざ買ったのに。

 （女性 20 代） 

· 富士市の防災ラジオは品切れとなりましたが早く買えるようにしてほしい。 （女性 30 代） 

· 防災ラジオが入りにくく、何を放送しているかわからない。 （女性 40 代） 

· 早く防災ラジオを増産して市民に売ってください。いつになれば買えるのか「広報ふじ」に載

せてください。 （女性 40 代） 

· 自宅では防災ラジオがあるので同報無線放送も聞こえるようになったが、外ではほとんど聞こ

えない。 （女性 40 代） 
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· 同報無線放送がラジオから聞こえにくい。富士宮地区のニュース・同報無線放送も聞きたい。

 （女性 50 代） 

· 地震や津波などの防災ラジオを早く販売してほしい。災害時の対応と住んでいる地区のハザー

ドマップの細かい資料が欲しい。想定される災害（東海地震など）のシミュレーション映像を

作成してほしいです。 （女性 50 代） 

· 防災ラジオが欲しいです。 （女性 50 代） 

· 同報無線放送の音が反響して聞こえにくいので、防災ラジオをまた安く配布してほしい。前回、

買いそびれたので。 （女性 50 代） 

· 災害時に電気が通らなければ、テレビもインターネットも無理。市で販売された防災ラジオの

最初の販売品は不良品で全くだめ。 （女性 60 代） 

· 防災ラジオ（初回分）が聞こえなく不便です。アンテナをつければよいと聞きましたがアンテ

ナの購入・つけ方などがわかりません。 （女性 60 代） 

· 市で販売している防災ラジオを購入したいですが、いつごろ入るのでしょうか。（女性 60 代） 

· 防災ラジオがよく聞き取れなくて困っている。 （女性 60 代） 

· 防災ラジオを購入してありますが、雑音が入ったりしてとても聞きづらいです。同報無線放送

があると家の外に出て聞いていますが、何かよい方法はありますか。 （女性 70 歳以上） 

· 防災ラジオを利用したいのですがアンテナの方向を変えても入らず困っています。市のほうに

接続する機械があるとのことを聞きましたが、私がそちらまではちょっと出かけられず、家の

者は土・日曜日の利用なら出向くことができるのですが残念です。 （女性 70 歳以上） 

· 防災ラジオがいつになったら買うことができるか知りたいです。 （女性 70 歳以上） 

· 富士市防災ラジオの感度のよい物で放送してもらえるとよいと思います。放送があるたびに耳

を澄ませて聞いていますが聞き取れないときが多いのでとても残念です。 （女性 70 歳以上） 

· 防災ラジオを２台も購入したのですが、なかなか入らず聞き取りができません。同報無線放送

でも、聞き取りにくいことがあるのです。ですから防災ラジオで聞きたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 （性別不明 70 歳以上） 

· 防災ラジオを欲しいのでお願いしたいと思います。 （性別不明 70 歳以上） 

 

 

 ５ Radio-ｆ（ラジオエフ）、ケーブルテレビに関する意見 13件 

· 重要なものとどちらでもいいことを区別して伝達方法や時間を決め市民に浸透するようにして

ほしい。ケーブルテレビは便利だが全市民が持っているわけではないので補足的に考えるべき。

 （男性 60 代） 

· ケーブルテレビでの放映は無駄のように思う。市の職員・議員の中で話に出たことなし。

 （男性 60 代） 
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· コミュニティ FM 放送「Radio-ｆ（ラジオ エフ）」のアナウンサーの DJ ぶりが、もっと地元に

寄りそってもよいのではないかと思う。地域性を強調してもよいのでは、という感じがします。

 （男性 60 代） 

· 「Radio-ｆ（ラジオ エフ）」をもっと充実させ、これを通じて防災連絡をしてほしい。

 （男性 年代不明） 

· 主に「ふじ広報室」で富士市の情報を得ています。とても助かっています。 （女性 30 代） 

· ３月 11 日の東日本大震災後に停電したとき「Radio-ｆ（ラジオ エフ）」を聞いていました。

 （女性 30 代） 

· 「Radio-ｆ（ラジオ エフ）」の認知度はどの程度か。公的な側面を持つのであれば周知、認知

率上げるべき。 （女性 30 代） 

· 女性が目立つ気がしますが、番組出演はあえて男性のほうがよいのでは。 （女性 30 代） 

· 市営住宅でケーブルテレビは見られますか。 （女性 30 代） 

· ３月 11 日の東日本大震災のときはずっと停電していてテレビを見られず、「Radio-ｆ（ラジオ 

エフ）」のおかげで近所の情報を得られてとてもよかったです。 （女性 40 代） 

· 仕事をしていると「Radio-ｆ（ラジオ エフ）」、ケーブルテレビは余り見たり聞いたりするチ

ャンスはないですね。 （女性 50 代） 

· ケーブルテレビで放送している市の番組を見たことがなかったので、これからは見るようにし

たいです。 （女性 60 代） 

· 災害時のニュースがほかのテレビより遅いこと。市長の顔が見えない。 （女性 70 歳以上） 

 

 

 ６ 「広報ふじ」発行頻度や部数に関する意見 31件 

· 別に悪いとは思わないけど、月１回くらいの発行でいいと思う。若い世代はまず読んでいる人

がそんなに多くないと思うから。 （男性 20 代） 

· 市内の情報を得るには必要だと思うが、一家庭に一部は税金の無駄。地域に１部～３部くらい

で十分だと思う。回覧版にすればよい。 （男性 20 代） 

· 「広報ふじ」は月に１回内容の濃い物にしたほうがよいのではないでしょうか。（男性 40 代） 

· 「広報ふじ」は月に１回でもいいのでは、と思いました。 （男性 40 代） 

· 毎月２回の発行は必要ないと思う。月１回の発行にしたほうが紙の無駄にならない。

 （男性 40 代） 

· 「広報ふじ」は月１回でよいと思う。 （男性 50 代） 

· 「広報ふじ」は月１回でよい。無駄が多いと思うとともに業者と何かあるのでは。市民にはわ

からないが。 （男性 50 代） 
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· 広報紙を月２回発行し充実していると思う。同報無線放送で防災情報など緊急情報が得られ安

心できる。 （男性 60 代） 

· 「広報ふじ」を月２回発行していますが、実際見ている人が少ないのではないかと思います。

私個人としては、無駄な経費を使っているのではないかと考えています。月１回にして１回分

の費用をほかに使ったらどうかと思います。 （男性 60 代） 

· 広報を全部読んでいる人が何％いるか知りませんが、月に２回出さなければならないのでしょ

うか。月に２回も出すのであればその広報にすべてのお知らせを載せて、その間に回ってくる

お知らせという回覧をなくしてほしいです。 （男性 60 代） 

· 「広報ふじ」の２回の発行を１回にしてほしい。理由として、組長や町内会長の仕事が多過ぎ

るため。 （男性 60 代） 

· 発行は月１回でよい。 （男性 70 歳以上） 

· 月に１回でいいと思う。 （男性 70 歳以上） 

· 月２回の発行、ページ数は経費の無駄遣いだと思う。 （女性 30 代） 

· 月１度の発行でよいと思う。子どものこと（いろいろな手続）が記載されているのがよい。

 （女性 30 代） 

· 「広報ふじ」は月２回発行必要か。 （女性 30 代） 

· 「広報ふじ」を月２回配布ではなく１回で、サイズは大きいほうがよいと思う。「広報ふじ」

と一緒にほかのリーフレットが配られていますが、回覧板を使って配布されることが多く、「広

報ふじ」以外は受け取っているように見えず（我が家は順番が最後のほう）、余っているよう

なので、いろいろな意味で無駄に思う。 （女性 30 代） 

· 発行は月１回程度でいいと思う。 （女性 30 代） 

· 「広報ふじ」は富士市のことが詳しく載っていて暮らしに役立っています。ただ発行回数が多

いので次々と回覧が回ってくる感じです。月１回の発行で十分だと思います。 （女性 40 代） 

· 「広報ふじ」は１か月１回の発行でもいいのではないでしょうか。もちろん楽しみにはしてい

るのですが、実際どれだけの人が目を通しているのかも疑問。逆に２回を１回にすることでく

まなく読む人もいるのでは。 （女性 40 代） 

· 「広報ふじ」は月１回の発行でいいと思う。 （女性 40 代） 

· 月に２回も市の情報が入るので、興味のあることを見落とさずに済んでいます。広報ふじの裏

のページの富士市の歴史を紹介する写真が好きです。過去のことを語る人が少ない中、貴重な

資料です。あれは市で保存されているのでしょうか。 （女性 40 代） 

· 「広報ふじ」は月２回発行を月１回でもいいと思います。 （女性 50 代） 

· 「広報ふじ」は月に一度でよい。 （女性 50 代） 
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· 紙の街富士市ですが、月２回ではなく１度でよいと思います。広報紙は災害時とか臨時に発行

すれば紙の無駄にもなりません。 （女性 50 代） 

· 広報紙は必要です。でも各町内・組で回覧する部数で十分だと思う。回覧を取らないほうが多

い。まちづくりセンターなどにも置いてあるがほとんど毎月処分することが多いようです。財

政厳しく配布方法を考えてほしい。 （女性 60 代） 

· 月に２回は多いように感じます。 （女性 60 代） 

· 月に２回は多過ぎる。月１回でいい。 （女性 60 代） 

· 月に１回の発行でもいいと思います。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」は現在の月２回の配布がいいと思います。記載記事についても、満足しており、

このまま続けていただければよいと思っています。 （女性 60 代） 

· 月２回の広報は１回でもよいでしょう。細かくてどっちでもよいことなどは、省いたほうがよ

い。 （女性 70 歳以上） 

 

 

 ７ 「広報ふじ」と市政の連動に関する意見 11件 

· 議員一人一人の成果、市役所各部門の成果、税金の使い道を詳しく知りたい。 （男性 30 代） 

· 市議会議員のＰＲ、考え方をもっと記載すべき。議会の責任を明確にする。 （男性 40 代） 

· 市政がかかわる生活情報などについて、努力して広報しようとする姿を感じる。現状で、特に

不満はない。ただ東日本大震災で見られた各自治体の情報不足など配信未達の状況を考えると、

災害時の富士市の広報は大丈夫なのかという不安を覚えた。特に津波情報の速報体制は不十分

ではないかと思われる。研究を期待する。 （男性 50 代） 

· 富士市には議員の数が多過ぎると思うが、どのような活動をしているのか私には余りピンとこ

ない。広報紙に議員の声を載せては。 （男性 60 代） 

· 各部の予算の解説と推移、災害時の備蓄予算とその推移。 （男性 70 歳以上） 

· 地元のことがよくわかるので、とてもよいと思います。予算や条例のことについても取り上げ

ていただいているので、以前より市の行政についても関心を持てるようになりました。

 （女性 30 代） 

· 今現在のことだけでなく長いスパンでの市の方向性を知らせてほしい。 （女性 40 代） 

· 市政のことをみんなに知ってもらうために今月の予定をわかりやすく知らせ、来月にはどうい

うことをしたのかをいろいろな人からコメントを聞きたいと思います。 （女性 50 代） 

· 市の政治のことをきめ細かく書いていただきたい。 （女性 60 代） 

· 議会運営など頻繁に取り上げてください。 （女性 70 歳以上） 
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· 市長の意見などを載せてほしい。日常生活に関する法律や条例について易しい解説を載せてほ

しい。 （女性 70 歳以上） 

 

 

 ８ 「広報ふじ」に関するその他の意見 157件 

· 詳しくはわからないが、印象に残るものがないのはインパクトが小さいからではないかと思う。

 （男性 20 代） 

· かたい。 （男性 20 代） 

· 目立たない。 （男性 20 代） 

· 余り身近に感じないしおもしろくない。 （男性 20 代） 

· 内容も特に不満ではないので今後も継続していただきたい。 （男性 20 代） 

· 「広報ふじ」は市民にとって知りたい情報が少ない。形式のみの冊子になってしまっている。

本当に読ませたいのか。 （男性 20 代） 

· 若者が対象となるようなページなどが多ければいい。中高年者向けのイメージがついてしまっ

ていると思う。 （男性 20 代） 

· 富士市に関する情報は市民のだれもが関心を持っています。いろんな情報（グルメ情報とか）

を発信してほしいと思います。 （男性 20 代） 

· 広報紙を全世帯（アパートにも）に配布してほしい。今まで１回も来たことがありませんので。

 （男性 30 代） 

· 広報紙の表紙は親しみやすくておしゃれでないと読む気もしない。だれも読まないならやめて

しまえ。 （男性 30 代） 

· もっと子ども・小学生・中学生・高校生・毎日頑張っている子どもの話題がいっぱい欲しい。

 （男性 30 代） 

· わかりやすくてとてもよい内容です。 （男性 30 代） 

· 市民同士の情報交換の場があるとよい。いろいろな市民団体があるが個々で活動しているので

実態がわからない。おもしろそうな活動をしていて、興味を持っても、ブログなどをやってい

れば詳しい内容がわかるが、連絡手段すらわからないケースも多い。 （男性 30 代） 

· わかりやすい広報を期待しています。テーマなどわかりやすく区別してニーズに合ったものを。

 （男性 30 代） 

· 福祉や介護または障害者などにおけるさまざまな申請および手続などを掲載してもらいたい。

 （男性 30 代） 

· 「広報ふじ」と「Mover（ムーバー）」を一緒にして、子ども向けの記事（地元企業の紹介など）

も載せたらよいと思う。 （男性 30 代） 
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· 「広報ふじ」の今昔写真はよい企画だと思う。 （男性 40 代） 

· 開放講座（趣味・パソコンなど）のお知らせを積極的にふやして載せてほしいと思います。

 （男性 40 代） 

· 「広報ふじ」が自宅に届いたときに掲載されている記事・行事・イベント・案内が遅いと思う

ことがある。早目の案内をお願いしたい。 （男性 40 代） 

· 「広報ふじ」の内容がつまらない。 （男性 40 代） 

· 表紙の写真がとても気に入って、毎号楽しみです。 （男性 40 代） 

· もっと思い切った内容（くだけた内容）を期待します。 （男性 40 代） 

· なるべくお金を使わないで市民に大切な内容。天下りにならないようにしてほしい。

 （男性 40 代） 

· 読みやすくて、情報も多く、よいと思います。 （男性 40 代） 

· 富士市の情報を手に入れる手段として、「広報ふじ」を有意義に利用しています。 

 （男性 50 代） 

· 現在の「広報ふじ」で満足しています。 （男性 50 代） 

· 楽しみにしている。 （男性 50 代） 

· 市民が市政に参加できる企画を取り上げていくのも考えてほしい。 （男性 50 代） 

· 選挙、地元で参加しなければならない行事（防災・祭り・体育祭）など、自分がかかわること

にしか興味がない。市と市民のつながりがもっと必要と思います。 （男性 50 代） 

· 今までの形でよいと思いますが、市長への質問やそれに対する回答なども載せてください。

 （男性 50 代） 

· マンションに越してきたのは初めてで、町内会費は払っているのに広報紙が配られなかったり、

平成 23 年度のごみカレンダーも回ってこなかったりした。組長もわからず、だれに聞いていい

のか困っている。 （男性 50 代） 

· 「広報ふじ」は写真や図がきれいに配置されていて読みやすい。 （男性 50 代） 

· 企画に変化がほしい。マンネリ化を否めないと思います。 （男性 50 代） 

· 広報ふじを楽しみにしています。 （男性 50 代） 

· 毎月同じことばかり。笑えたり、喜んだりちょっとしたサービスを。父子家庭なもので。

 （男性 50 代） 

· 最近見やすくよくなった。 （男性 60 代） 

· 広報紙「広報ふじ」も余り目を通してなかったので印象はありません。目を通すようにしたい。

 （男性 60 代） 
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· 配布物を受け取る側としては「広報ふじ」だけではないので、集約して少なめにしてほしい（情

報量を減らすのではなく）。 （男性 60 代） 

· 市政だよりはもっと簡単でわかりやすくしてほしい。 （男性 60 代） 

· いろんな面がわかりやすく読みやすい。 （男性 60 代） 

· 市の広報紙としては大変努力され立派であると感心しています。しかし、毎日家族に配られる

というより、舞い込んでくる印刷物が多過ぎる現代では広報のすみずみまで読む気になれない

のは私だけではないと思います。 （男性 60 代） 

· 内容がマンネリ化している。人事異動すればよい。やり方・内容・見方・考え方も変わる。市

民にアンケートをとり改善してほしい。県下で一番すばらしい広報紙をつくるんだという意欲

が見えない。職員から希望をとり意欲ある人にやらせてほしい。 （男性 60 代） 

· 富士市内の景勝地。スポーツ施設の紹介・利用方法など。 （男性 60 代） 

· もうすこし見やすく、字数が多過ぎる感じがする。 （男性 60 代） 

· 内容もわかりやすく読みやすいと思います。富士市の放射能測定結果を知りたい。野菜、果物

も。 （男性 60 代） 

· 広報紙を見ることなし。 （男性 60 代） 

· 毎回読ませてもらっています。 （男性 70 歳以上） 

· 毎日刻々と変わる社会情勢に対応した情報を流してほしい。 （男性 70 歳以上） 

· 記事が充実しているので見やすい。 （男性 70 歳以上） 

· 掲載内容がマンネリ化している（ウェブサイト含む）。 （男性 70 歳以上） 

· 見やすく読みやすく。 （男性 70 歳以上） 

· 一つの話題を掘り下げて連続で掲載してほしいです。 （男性 70 歳以上） 

· 月２回の広報を楽しく読んでいます。ありがとうございます。 （男性 70 歳以上） 

· カタカナ語は高齢者にはわからないので、日本語で後に（カタカナ）を書くこと。日本人であ

ることを誇りに。 （男性 70 歳以上） 

· 市民のためにバランスのとれた情報紙であってほしい。 （男性 70 歳以上） 

· 富士市に住んでいても活動の場が違う人も多くいると思います。富士市在住で頑張っている人

を取り上げてほしいです。 （女性 20 代） 

· 若者がもっと興味を持つような「お知らせ」以外の内容や、イベントの特集、スポーツクラブ

のニュースや娯楽施設の情報があるとみんな見ると思う。ただのニュースだけでは紙がもった

いない。 （女性 20 代） 

· 若い人に興味があるものを載せてほしいです。 （女性 20 代） 

· いつも楽しみにしています。 （女性 20 代） 
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· 子どもがいるので、イベントはどんなことをやっているか興味がある。「広報ふじ」とかよく

見るので、目立つように宣伝してほしい。 （女性 30 代） 

· 表紙がカラーで親しみやすく、見やすいです。子どもや高齢者が見やすく、わかりやすくして

もいいかも。 （女性 30 代） 

· 表紙の写真が好き。 （女性 30 代） 

· 県外から嫁いできた私にはなるほどと思えることが多いですが、地元の人にはどうなのでしょ

う。もう見知っていることばかりとか、見るに楽しむものが少ないのでは。最新の何かお得や

メリットあるニュース・クーポンなどあってもよいのかも、とも思いました。お勧めのお店と

か。 （女性 30 代） 

· いろいろ情報収集できて便利。 （女性 30 代） 

· 「広報ふじ」は毎号読みごたえがあってとてもよいと思っています。 （女性 30 代） 

· 内容がつまらないので捨てるのが大変なだけ。 （女性 30 代） 

· 公共施設などに置き必要な人が見るようにすればいいと思う。町内の組長が毎回配るが、人に

よって月末にまとまって届いたりすることが多いので用を足さないことがある。（女性 30 代） 

· 「広報ふじ」の最終ページの“一昔前の富士市と今”が出ているところが主人が大好きです。

これからも期待しています。 （女性 30 代） 

· 募集や告知などは「広報ふじ」に１回だけ掲載するのではなく、早い時期から数回行ってほし

い。 （女性 30 代） 

· 仕事の求人など、もう少し大きく出したほうがよいと思います。 （女性 30 代） 

· 「広報ふじ」がアパ－ト６軒で１冊しかなくて、見ようと思ったときにはなくなっている。情

報がほとんど得られないので、必ず１軒に１冊配布されるよう徹底してほしい。（女性 30 代） 

· １か月の行事予定が載っていてありがたいです。これから夏になって毎年行っているお祭りや

花火大会がことしは開催されるのかどうか早く知りたいです。私は得することが好きなので、

安いお店や女性に人気なパン屋・カフェのお店などが掲載してもらえるとうれしいです。

 （女性 30 代） 

· ローカルな情報配信がうれしいです。富士川の情報がもっとふえるとうれしい。（女性 30 代） 

· いつも見ています。すべてのコンビニエンスストアーに置いていただけると助かります。

 （女性 30 代） 

· 読みやすい。いろいろな情報が載っているので助かっています。 （女性 30 代） 

· いつも楽しみに「広報ふじ」を待っています。先日主人がインターネットで歴代の広報ふじが

見られるよと言い、家族で見て盛り上がりました。富士市の移り変わりが見られてとてもおも

しろかったです。これからも楽しみにしています。 （女性 30 代） 
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· 広報ふじはいつも楽しみにしています。子どもを産むまでは、ほとんど読むことはなかったの

ですが、今ではいろいろくまなく読んでいます。いろいろな情報や、おもしろそうだなと思う

講演会の情報などを知ることができ、楽しいです。でも聞きたいなと思う講演会で託児がつい

ていたので電話してみましたが、もういっぱいとのことで断念しました。残念です。

 （女性 30 代） 

· 魅力ある特集をしてほしい。友人と「広報ふじ見た？」という会話になるような。 

 （女性 30 代） 

· もともと富士市の人間ではないので今まで住んでいた市の広報紙と比べると物足りない気がす

る。富士市のスポットとか、季節の見どころなどあるとよいと思います。 （女性 30 代） 

· あれだけの配布物を何人の市民が見ているのか、もっと調べて簡素化するべきだし、資源の無

駄はやめるべきだと思います。 （女性 30 代） 

· 市民にとってよい情報がたくさんですが、配布時期が班長により遅くなるのは困ります。情報

が遅いために行けなかったイベントがあった。広報紙の内容の問い合わせ、申し込みなどをフ

リーダイヤルで聞けるとよい。 （女性 30 代） 

· 文字を大きくして見やすくしたほうがいい。富士市のお勧め情報など生活に役立つ内容も入れ

たほうがよい。 （女性 40 代） 

· 興味深く読ませていただいています。市の情報がわかるので大変助かっています。 

 （女性 40 代） 

· インターネットや携帯電話のメールサービスが不なれなせいか、「広報ふじ」などで読んだり

するほうが安心できますが、これからはもう少し情報手段の波に乗って行きたいと思います。

 （女性 40 代） 

· 今の情報で十分なので減らすことはしないでほしい。 （女性 40 代） 

· 興味のある内容のときはじっくり読みますが、自分に関係ないページは余り見ません。表紙も

カラーで楽しいし、見出しなど色つきで読みやすいものになっていると感じます。 

 （女性 40 代） 

· インターネットだとこちらからアクセスしないと情報を得られないので、メール配信や広報紙

の配布などをしてもらえると、目につき必要な情報を見る機会がふえると思います。

 （女性 40 代） 

· わかりやすくて内容もまとまっていると思います。また読みやすいので必ず発行後は一通り読

んでいます。 （女性 40 代） 

· 公共施設やコンビニエンスストアなどでも「広報ふじ」が置いてあり、とてもよいと思います。

ウェブサイトでも見られてよいです。なかなか回ってこないので。回覧が遅いため、また何日

もとめてしまう家があるため、ときどきウェブサイトで見ています。小・中学校の様子を載せ

てほしいです。 （女性 40 代） 

· 「広報ふじ」は毎回必ず読んでいます。表紙の写真がとてもよいです。 （女性 40 代） 
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· かたいイメージ。もっと若い人も関心を持つ内容も必要では。市内のショップ情報などラフな

ことも書いてあると楽しい気がする。 （女性 40 代） 

· 私が「広報ふじ」で最初に見るところは編集後記。短い文ですが、面白いです。（女性 40 代） 

· よく頑張っていると思います。毎回楽しみにしています。これからもみんなの元気な姿を載せ

てほしいです。 （女性 40 代） 

· 内容の見直しを希望。読みものとして楽しくしていってほしいです。 （女性 40 代） 

· 「広報ふじ」は、富士市の取り組みなどがよくわかる。 （女性 40 代） 

· 毎回とても楽しみにしています。いろいろな情報をこれからもよろしくお願いします。

 （女性 40 代） 

· イベント情報などよく見ています。イベント好きなので。 （女性 40 代） 

· 災害時のさまざまな事態に対し、特集かこの際別冊のような形で緊急特別号をつくってほしい。

これ１冊でこと足りるような書式が欲しいです。 （女性 40 代） 

· 見なれているので読みやすい。 （女性 40 代） 

· 以前「広報ふじ」に載せてもらう機会があったが、名前の漢字が違っていた。 （女性 40 代） 

· いろいろな情報がわかって助かります。 （女性 50 代） 

· 市の行事や趣味の講座なども関心がありますが、なかなか行動が伴いません。 （女性 50 代） 

· 「広報ふじ」は毎回楽しみで読ませていただいています。 （女性 50 代） 

· 市に対しての苦情の処理も情報として載せてほしい。サービス改善の情報も同様。 

 （女性 50 代） 

· 「広報ふじ」は毎回読んでいます。 （女性 50 代） 

· 内容がわかりやすくていいです。 （女性 50 代） 

· インターネットや携帯などに不なれな年齢層の人たちも数多くいらっしゃると思うので広報紙

はこれからも続けてください。 （女性 50 代） 

· 「広報ふじ」の配布方法ですが、町内会を通じての今の方法は大変な気がします。だからとい

って、これが、という方法も思いつかないのですが。 （女性 50 代） 

· いろいろな行事や富士市のことがいろいろわかってよいと思います。 （女性 50 代） 

· 仕事とはいえ大変だと思う。今後も幅広く情報を流してほしいです。 （女性 50 代） 

· 年をとった人でも読みやすいよう、大きな字、易しい内容にしてほしい。 （女性 50 代） 

· 「広報ふじ」は月２回の発行で、毎月無駄なく内容も充実していると思いますが「暮らしのた

より」の部分はもう少しゆったりと配分し読みやすくなればと思います。 （女性 50 代） 

· 今ある「広報ふじ」などもっと活用しなくてはならないと思いました。 （女性 50 代） 
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· 毎日働いているので、利用できることが載っている記事が少ないです。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」の表紙写真に子どもたちが楽しそうに遊ぶ姿を見てうれしく思います。

 （女性 60 代） 

· 表紙の写真毎号楽しみです。 （女性 60 代） 

· イベントなどの広報をたくさんしてほしい。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」は計画停電のときも役立ちました。 （女性 60 代） 

· 毎月楽しみにして見ています。 （女性 60 代） 

· 途中から横書きになっている面の文字が小さく読みにくい。特に必要性の高いことは大文字が

望ましい。 （女性 60 代） 

· 記事が多いのはわかりますが、もう少し見やすく読んでみたいと思うような配置を考えてほし

いですね。 （女性 60 代） 

· いろいろな行事が行われるということを、日時などもっと広報してほしい。その事柄は、例え

ばお祭りならどういう言い伝えが昔からあるのか、何年くらい続いているのかとか道路状況は

どうなるのか、もっと富士市へ人を寄せつける内容にして大きく広報してほしい。 

 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」は実際にどの程度の人々が読んでいるのか、その費用が無駄になっていないのか

を感じることがあります。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」はいつも見ていますが、内容はわかりやすいと思っています。 （女性 60 代） 

· 富士市全体の災害時の土地の知識（津波の際の危険地区）。断層の位置。 （女性 60 代） 

· 現状でよいです。最後のページの古き時代の写真とお話は必ず読みます。 （女性 60 代） 

· 市民に多くの情報を発信していると思う。 （女性 60 代） 

· 地域の情報、お知らせなどなど細かいところを充実させてほしいと思います。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」は、お知らせやイベント情報もわかりやすいと思う。富士市防災ラジオもよかっ

た。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」は、必要最低限の情報があればそれでよいと思います。 （女性 60 代） 

· 東海地震などの内容を細かく知らせてほしい。防災用品などを教えてほしい。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」は住んでいる市を知る貴重な情報源です。 （女性 60 代） 

· かなり充実していると思う。 （女性 60 代） 

· 健康について、どのような生活、食事をしたら、大切な命（家族）を守るのには簡単にわかり

やすく教えてくれる知識コーナーがあればありがたいなと思っています。うつ病とは、ガンと

は、糖尿病とは、など。 （女性 60 代） 

· 必ず読んでいます。参考になります。 （女性 60 代） 
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· 字の大きさですが、この調査票程度の大きさでしたら読みやすいのですが。 （女性 60 代） 

· 「広報ふじ」も大変見やすくなったように感じます。文字の大きさも見やすくなったようです

が、無理だと思いますが、少しでも大きくしていただけると見やすくなると思います。

 （女性 60 代） 

· 数多い情報を読むことができます。 （女性 70 歳以上） 

· 取材に立ち会ったことがあるが、取材時間の長さ・規模などに比べ実際に使われて掲載された

ものはきわめて貧弱。無駄の多さが感じられた。ポイントを絞った実のある取材が必要。「Mover

（ムーバー）」も同様。ニーズに添ったメリハリが必要と思う。 （女性 70 歳以上） 

· 「広報ふじ」（６月５日号）の裏表紙に出ていた松野の村役場の職員が若いときに勤務してい

た様子が懐かしかったですね。私は生まれが静岡県ではないので富士市のことはよくわかりま

せん。でも広報ふじを見るのが好きです。 （女性 70 歳以上） 

· 暮らしのたより・講座教室のページをよく見ます。受講できるかな（と思うだけ）。休日当直

医毎回カレンダーに張りつけておきます。 （女性 70 歳以上） 

· 富士市のいろいろなことがわかってとてもよいと思います。 （女性 70 歳以上） 

· 大事なものの一つだと思っているので、よいことなどいっぱいお知らせをお願いします。 

 （女性 70 歳以上） 

· 「広報ふじ」については、毎月楽しみに待っています。唯一の情報手段のように思っています。

家にいることの多い高齢者ですので本当に楽しみにしています。 （女性 70 歳以上） 

· お知らせとかイベントなどを最初に見る。それからスポーツそのほか隅々まで割と見る（新聞

などより）。 （女性 70 歳以上） 

· 医療関係の話題を充実させてほしい。 （女性 70 歳以上） 

· 東海地震に関すること、もっと積極的に情報として、「広報ふじ」で伝えてほしい。

 （女性 70 歳以上） 

· 多方面による情報がいっぱいで楽しみに拝読しています。 （女性 70 歳以上） 

· 広報はいつも見ています。 （女性 70 歳以上） 

· 毎月広報は読んでいますが、今のままで十分だと思います。 （女性 70 歳以上） 

· 本当に富士市のことを広報したいと思って活動しているのか目に見えてこない。もっと富士市

について知らせてほしい。 （性別不明 40 代） 

· 今必要としている事柄を載せてほしい。 （性別不明 50 代） 

· 子どもが小さかったときには、とにかく気にして読みました。ただアパートなどでは人間関係

が希薄で、回覧が回らないこともしばしばあり、何年か前からコンビニエンスストアなどで手

に入れられるようになったのは画期的だと思いました。 （性別不明 50 代） 
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· 富士市には旧態依然のところがある。旧富士市と旧吉原市の意識など。岩本山の梅祭りも地元

の人たちが盛り上がって市東部の人は余り行かない。市東部にある浮島沼についても場所がど

こにあるかも知らない住民がいます。「広報ふじ」でもっとＰＲして富士市を一つの街にして

いくことが大事ではないでしょうか。もっと富士の行事祭りなど取り上げていけばよいと思い

ます。 （性別不明 60 代） 

· 順番に各町内をいろいろな角度から知ってもらう。 （性別不明 60 代） 

· 今は原発の災害のことを富士市でも原子力に頼らない水力発電でとかソーラー発電を組み入れ、

原子炉をなくす方法にしないと次世代型ソーラーシステム太陽熱温水器など「広報ふじ」で見

て考えさせられます。 （性別不明 60 代） 

· 暮らしの情報をもっと充実させてほしい。 （性別不明 年代不明） 

 

 

 ９ 富士市のメールサービス・ウェブサイトに関する意見 12件 

· ウェブサイトの充実。 （男性 40 代） 

· ウェブサイトの更新が遅い。 （男性 40 代） 

· 携帯電話への広報メール配信など。今までのメディア以外の新しいメディアへの展開を考えて

いくべきではないか。紙媒体は即時性に劣るし、テレビ、ラジオは電気がないと使えない。

 （男性 40 代） 

· 紙媒体からインターネットへ移行すべき。 （男性 40 代） 

· ケーブルテレビの代用として、インターネットなどの動画サイトをつくってほしい。

 （男性 40 代） 

· 年配者には、インターネット情報などは届きにくい。 （男性 50 代） 

· より広く市の情報が伝わるようにインターネット、メールなどを利用されてはどうでしょうか。

結構、安価です。 （男性 50 代） 

· ウェブサイトを利用することがありますが、内容がわかりづらかったり最新の情報ではなかっ

たりすることがありました。今後よりよい運営を希望します。 （女性 30 代） 

· 欲しい情報がすぐわかること。ウェブサイトは使いにくい。検索したら新しいものがトップに

来るように。 （女性 50 代） 

· 現在もそうですが、全世帯でインターネットの利用ができている訳ではないはずなので、何で

も「インターネットで確認してください」などは少なくしてほしいと思います。（女性 50 代） 

· 問 25 の回答に富士市ウェブサイトがあるが、選挙速報ですらアクセスが多くてつながらないこ

とが多いのだから、災害時はもっとアクセスが集中してつながらなくなると思う。 

 （女性 50 代） 

· 市からのメール情報３種類を携帯電話に受信できるようにしてあります。 （女性 60 代） 
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 10 広報印刷物に関する意見 12件 

· 「Mover（ムーバー）」が一度も届けられたことがない。この調査で知らない内容が多かったの

で世間に広報紙の情報が余り伝わっていないと思う。 （男性 20 代） 

· 配布物が多過ぎる。コンパクトにまとめることが必要。 （男性 30 代） 

· 「市民暮らしのカレンダー」は経費節約で、なくてもよいと思う。とても美しい富士山のカレ

ンダーで残念と思うが、ほかの予算に回してもらいたい。 （男性 50 代） 

· 市外の人は「市民暮らしのカレンダー」の富士山がとてもよいと思っていてくださり、お金を

出しても欲しいと言っている人が多くいます。有料配布してくれたらありがたいです。

 （男性 50 代） 

· 必要な物は仕方がないが過大な冊子（本）などは少なくして経費は削減してほしい。必要でな

い物が多々あり、もったいない。 （男性 70 歳以上） 

· 「市民暮らしのカレンダー」は市の行事などがいつあるのかなどがわかるのでとても重宝して

います。 （女性 30 代） 

· もっと細かい地区単位での広報紙もあればいいと思う。 （女性 30 代） 

· 津波の情報など、どこに逃げるべきかなどの情報誌を配布してほしい。 （女性 40 代） 

· ごみのカレンダーがとても役立っています。毎年ごみの出し方が少しずつ変わっているので大

変ですが、カレンダーがあるので注意しながら出しています。 （女性 50 代） 

· 紙の街ですが、いろいろなニュースペーパーばかりで無駄が多いのではないですか。私たちの

税金でつくられているので、紙を大切に税金の無駄遣いをしないでください。 （女性 50 代） 

· 「市民暮らしのカレンダー」は我が家においては必要ありません。 （女性 60 代） 

· 「Mover（ムーバー）」をこれからは気をつけて見ます。 （女性 70 歳以上） 

· 「市民暮らしのカレンダー」は配布の必要はないと思う。毎年紙ごみに直行で、市民のうちそ

ういう人が何人いるかわからないが、決して一人ではないだろうと思うと、税金の無駄遣いの

ように思える。欲しい人のみ買えるという形にしたらどうでしょう。 （性別不明 70 歳以上） 

 

 

 11 広報全般に関する意見 51件 

· 広報という意味を見直したほうがいいですよ。もっと一般に知れ渡ればおのずといい市になる。

 （男性 20 代） 

· こんな調査の集計を行う暇があるんですね（笑）。 （男性 20 代） 

· 共働きなので、職場を通じて情報が入ってくると、今まで以上に富士市の状況が理解できると

感じる。 （男性 20 代） 
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· 「広報ふじ」、ラジオ、ケーブルテレビを使うのもいいが、人が見ない、聞かないものを減ら

していく努力も必要だと思う。 （男性 20 代） 

· もっと広報を知ろうと思います。 （男性 30 代） 

· 何をしているかわからない。 （男性 30 代） 

· ３月の静岡県東部地震のとき、我が家では家の倒壊を心配し、外で待機していたが、我が家以

外で外に出てくる家は皆無だった。これを見て災害発生時の各家庭の対処法が確立していない

ことを感じた。行政として災害後の各家庭の行動プランを示し、啓発していただけたらと感じ

ました。 （男性 30 代） 

· 市政についてわかりやすくできるだけ詳細に行ってほしいと思います。 （男性 40 代） 

· よい。 （男性 40 代） 

· 今後もよりよい広報サービスの提供に向け頑張ってください。 （男性 50 代） 

· よいと思う。 （男性 50 代） 

· 無駄が多いと思う。重複している情報も多い上に予算をかけ過ぎていると思います。この調査

にしてもいったいどのくらいの金額をかけているのでしょうか。 （男性 50 代） 

· 災害などで停電のときの情報をどのように得たらよいか考えてください（ラジオも持っていな

い場合）。 （男性 50 代） 

· 現状のままでよいと思います。 （男性 60 代） 

· 「おしえてコールふじ」へ電話したとき時間がかかるため、電話代を無料にしてもらいたい。

 （男性 60 代） 

· 富士市が元気になる広報を。富士市のよさ、強さを広報し続ける。マーケティングや MOT（技術

経営）の勉強をしよう。昔から富士市の広報は進んでいる。広報の範囲では優だが、もっと広

い広報がある。市民への通知書（税金など）市民以外への広報にまで目を広げ（観光など）、

「富士市らしさ」、ブランドづくり、ブランド追求課になって。税金を使い調査機関に丸投げ

し、集計させても役に立てないアンケートに協力してきましたが、真剣に市民の意見から学ぼ

うとされる気持ちが伝わったのか私の思い過ごしか、広報は昔から市役所では進んでいた。

 （男性 60 代） 

· 現状のままでよい。 （男性 60 代） 

· すべての人が目で見て、耳で聞くことができるようにしてほしい。ケーブルテレビやインター

ネットは限定的になるので主な手段ではなく、補助的なほうがよいと思う。 （男性 60 代） 

· 広報紙やＦＭ放送などに意見・情報を寄せる人は、市民の１％あるいはそれ以下と思います。

ものを言わない人たちの意見をもっと発掘するよう努力されることを祈ります。  

 （男性 70 歳以上） 

· 今のままで十分です。 （男性 70 歳以上） 
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· 今のままでよいと思う。 （男性 70 歳以上） 

· 現状で十分と思われます。 （男性 70 歳以上） 

· 現状でよいです。 （男性 70 歳以上） 

· 災害時の情報伝達に不安がある。 （男性 年代不明） 

· ケーブルテレビに加入したり、インターネットができたりする人しか情報を得られないが、高

齢者家庭にはどちらもない家庭が多いので、同報無線放送や「広報ふじ」など住民ならばだれ

でも利用することのできるものを多く活用していただきたい。 （女性 20 代） 

· ほかの市がどのような広報をしているかわからないので比べようがありませんが今十分満足し

ています。 （女性 30 代） 

· 実家を離れ新聞をとらなくなってからテレビが情報のもとになり、富士ニュースや親近所の人

と話す機会も減り、今の富士市のことがよくわからなくなってしまった。 （女性 30 代） 

· 現状にほぼ満足しています。 （女性 30 代） 

· いつもありがとうございます。これからも富士市をよくするために、よろしくお願いします。

 （女性 30 代） 

· よいと思います。 （女性 40 代） 

· いつも調査対象に選ばれる。もう勘弁してください。 （女性 40 代） 

· 昨年も同じものを記入したのですがいろいろ書きましたが何も取り上げられていないので残念

です。書く気がしませんでしたが、一応記入しました。 （女性 40 代） 

· 東京電力の停電予定などのときでも、正確な情報がどこに問い合わせればいいかよくわからな

いので、災害時や停電予定などの正確な情報がどこで明らかになるかはっきりさせてほしい。

 （女性 40 代） 

· もっとテレビ番組を多くしてほしい。ラジオでの無線放送は便利です。いつもありがとう。こ

れからも多くの情報に期待しています。頑張ってね。 （女性 50 代） 

· ３月 15 日の静岡県東部地震で、私の地域ではだいぶ被害がありました。でも同じ富士市に住ん

でいる人たちにはわかってもらっていません。少なくとも市で起きていることは知ってほしい

です。 （女性 50 代） 

· 今回の地震の影響で計画停電があったが、その情報についての広報はとても遅い情報であり、

がっかりし、お役所仕事だなと改めて思いました。今後はもっと的確で迅速な情報を市民に知

らせていただきたいと思います。 （女性 50 代） 

· 若い世代は、いろいろな情報収集の仕方を知っているが、年代が高くなればなるほど面倒な操

作ができないため、重要な情報は簡潔な紙面を目で見る。簡単な操作で耳で聞くことができれ

ばいいと思います。 （女性 50 代） 

· 特にありません。今のままでよいと思います。 （女性 50 代） 
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· 今まで富士市の広報というものに余り関心がありませんでしたが、これからは関心を持って富

士市の政治を見守りたいと思います。 （女性 60 代） 

· 正確な情報伝達のさらなる円滑化。市民全体にわかりやすい表現の仕方。用途に適した最新鋭

放送設備・機材の導入。 （女性 60 代） 

· 特に不足に感じていることはありません。今の方法でよいと思います。 （女性 60 代） 

· 今までどおりでよいと思う。 （女性 60 代） 

· テレビで地震情報が流れるとき、富士宮市は震度○と出るが富士市は出てこないのはなぜでし

ょうか。 （女性 60 代） 

· 何もありません。今までどおりでいてほしい。 （女性 60 代） 

· 広報があると助かるときが多くあるので、大変でしょうがこのまま続けてほしいと思います。

 （女性 60 代） 

· 余り興味がない。 （女性 60 代） 

· 東海地震に備えてのニュースを積極的に取り入れてほしい。津波のことを考えて、これから避

難について今までのようなものでなく、具体的に地域でしっかりとした避難場所を考えるよう

に指示してほしい。高い建物などについて２～３分で行けるところ。 （女性 60 代） 

· 調査によく依頼されますがどのように選んでいるのか不思議です。 （女性 60 代） 

· 今のままでよいと思っています。 （女性 60 代） 

· これから関心を持って行きます。 （女性 70 歳以上） 

· 市の情報を得る手段がたくさんあることを、初めて知りました。こんなに多くの手段があるこ

とをほかの市民の人は知っているのかと思いました。もっと広めてください。  

 （女性 年代不明） 

 

 

 12 その他に関する意見 34件 

· 災害で給料が少なく市民税が払えないほうが深刻で、それどころではない。 （男性 30 代） 

· 関係ないけど海で遊べるようにしてほしい。 （男性 30 代） 

· 富士市に観光客がふえる方法を考えてほしい。コミュニティバスの本数をふやしてほしい。

 （男性 30 代） 

· 税金泥棒。 （男性 30 代） 

· 富士の駅前本町通りをもっと生かしてほしい。富士宮・吉原などの駅前は頑張っているように

感じるが富士は死んでしまっている。もっと活気を。 （男性 30 代） 
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· 広報とは異なりますが、昨今の富士の街は余りにも寂しく感じます。駅周辺の大きなデパート

がなくなり街も寂れる一方。何とかならないものか。 （男性 40 代） 

· 市政が悪い。市民の日常生活をもう少し考えろ。農家が大変なことがわからないのか。市民の

生活水準の低さがわからないのか。 （男性 50 代） 

· 余談ですが市議会議員の数が富士市に多いと思います。市民一万人に一人くらいでいいと考え

ます。 （男性 60 代） 

· ３年ほど前にほかの街から転入した者ですが、以前住んでいた街よりも社会福祉が整っている

と感じています。 （男性 60 代） 

· 模範解答を示してもらいたい。 （男性 60 代） 

· 「広報」とは直接には関係ありませんが市長が執着している「ＤＭＶ」採用には絶対に反対し

ます。一部の市民（原田地区）に限られ、かつ、当初から赤字の計画。ばかな人の発想です。

 （男性 70 歳以上） 

· 地震のときどこに逃げていいのかわからないなど、ひとり暮らしの若い人は周りとの接点があ

りません。どうしたらよいですか。 （女性 20 代） 

· 陸上競技場周辺の遊具を新しくしてほしい。 （女性 30 代） 

· 私はまだ若いのですが、買い物弱者の高齢者のために市とスーパーが協力して宅配サービスな

どあればいいと思います。富士駅前の大型スーパーがなくなり、宅配サービスを行うスーパー

がないので運転できない高齢者は大変だと思います。あと活気がないので残念です。もっと他

県のよいところを見習うようにすればよい思います。 （女性 30 代） 

· 予防接種をもっと充実させてください。 （女性 30 代） 

· 市の防疫はなくなったようですが、各地区による自主防疫もぜひ廃止してください。私は柚木

ですが、絶対にやめてほしいと思います。毎年憂うつで仕方ありません。自然環境の破壊です。

富士宮市はやっていません。 （女性 40 代） 

· 市役所の開いている時間帯を、早く閉めるばかりでなく隔週土曜日など１日開けるとか土曜日

が無理ならば平日午後５時くらいまで開けるとか。開いている時間は長くしてほしいです。

 （女性 40 代） 

· 市役所で行っている市民サービスは一般企業と比べて普通だと思われますか。あのサービス内

容、質、接客能力どれを取ってもあり得ません。企業としては存在できないですよ。

 （女性 40 代） 

· 特にかかわったことがないので。市の職員や市の関係だけでなく、一般の商店、一般の市民に

も職員と同等くらいの権限があったらよいですね。 （女性 40 代） 
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· 市議会議員の数と報酬。公務員の数と給料が民間と同じくらいの厳しい状況の状態と見合うよ

うに検討してもらいたい。あと富士駅の周りは飲み屋しかなくこんなでいいのか市長にお聞き

したい。やはり駅というのは住んでいる顔だから、余りにひどいのではと思います。できるの

はマンションと飲み屋。もう一度見直しを。お願いします。 （女性 50 代） 

· 広報についてではなくてすみません。先日証明書を取りにまちづくりセンターに行きました。

「おはようございます」とあいさつをしたのに中にいた人は何も言いませんでした。コピーを

取りにきた高齢者にもほかの人と話をしながらの対応でした。よく来る高齢者も「ここの人は

愛想も対応も悪いのよ」と言っていました。市民のための仕事だと思います。もっと親切な対

応をしてほしいです。赤ちゃんを連れたお母さんもとても困っていました。窓口対応の教育を

しっかりしてほしいです。 （女性 50 代） 

· 道路（歩道）など草が生えて歩くのに不都合になっても県の仕事とか言う人がいますが、市の

役職の人が回ってボランティアの人に頼むとか、少しずつ改善して住みやすい環境にしていた

だきたいと思います。ますます若者が世の中をうまく渡れるようにお願いします。 

 （女性 60 代） 

· 広報とは関係ないのですがペットについて一言。だいたいのペットが小屋内で飼われているの

ですが（鳥は鳥小屋、犬は犬小屋、ハムスターもクルクル回る小屋、ガラス小屋で飼われてい

る動物）、でも猫小屋は余り聞きません。なぜ猫だけ自由に闊歩しているのですか。他人の家

に自由に入って来てふんや尿をマーキングして歩く。夜行性なので夜中に来て変な声で鳴く。

「お宅の猫うるさいねぇ」と近所の人に言われる。私は猫を飼っていません。今までに小鳥２

羽、ハムスター１匹、お昼のおかずの干物２枚をさらわれました。少し離れたところに羽だけ

残って。猫って結構悪さをするんですよ。くりくりした無邪気な目、おもちゃにじゃれる仕草、

可愛いと思います。でも悪さをする猫は嫌いです。 （女性 60 代） 

· 市政のエゴ。都合の悪いことには、一切返答なし。もっとガラス張りの正しい市政に即応して

いただきたい。市民の声なき声に耳や目を向けて、県外のすばらしい市政の取り組みを勉強し

てほしい。そして、日本一の富士市にしてくださることを切望する。 （女性 60 代） 

· 高齢者を活用してください。元気な人が周りにいっぱいいます。私は仕事と介護で忙しいです

が。 （女性 60 代） 

· まだ富士市に来て日が浅いため、自分から出かけていろいろ収集しなくてはと思っています。

 （女性 60 代） 

· 同報無線放送で行方不明者がときどきありますが驚いています。明日は我が身かなと思い、そ

うならないよう頑張っていこうと思います。 （女性 60 代） 

· ３月の地震では、富士市の震度の発表が他市町村より遅いように感じられました。震度の測定、

判定方法が他市とは、違うのでしょうか。 （女性 60 代） 

· 富士駅は周りが食べ物屋・飲み屋が多く、人がだんだん少なくなり、吉原地区ばかりにぎわい

富士駅の近くにデパートがあればいいと思います。大型スーパーがなくなり残念です。

 （女性 70 歳以上） 
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· 市民大学に申し込みに行くが、前回学んでも今回は残念の通知。学びたいとき、学びたいので

す。学んだことはすべてレポートにしていますが学んだときは充実。残念でした、は残念です。

年齢が高齢でも学ばせてください。 （女性 70 歳以上） 

· 車の運転をしなくなったので市役所が非常に遠くなったように感じる。 （女性 70 歳以上） 

· 富士駅周辺の活気が失われています。もっと街の発展を希望します。 （女性 70 歳以上） 

· 今富士市の商店街は泣いています。もっとにぎやかなみんなの集まる街にしてほしい。

 （女性 70 歳以上） 

· 税金の電子申告をしたいが、「住民基本台帳カード」取得が難しい。市役所が遠過ぎる。 

 （女性 70 歳以上） 

 




