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「富士市に住んで私はこう思う」 
 

あなたが富士市に住んで思うことを自由に記入してください。 

 

 

１ 安全で暮らしやすいまちについて ······························· （65 件） 
 

 犯罪や交通事故に関する意見 ············································ 32 件 

 外国人労働者が多いせいか犯罪をチラホラ耳にする。 （男性 20 代） 

 道路交通において信号の見直しをお願いしたい。特に東田子の浦駅近くの国道１号の信号（スー
パー横）は歩道橋が無視されており、完全矢印信号化によりむしろ交通状況は悪化している。事

前リサーチをしっかりお願いしたい。 （男性 20 代） 

 交通ルールを守れない人、自分勝手な運転をする人が多いと思う。また、高校生の自転車のマナ
ーが（歩行者も含め）悪いと思う。 （男性 30 代） 

 車の運転がとても荒く、歩行者にとってはとても安心して歩けない。車の事故、運転の荒さは 10
年以上前から変わらない。 （男性 30 代） 

 最近、暴走族が多くなってきており、警察の対応などは何をしているのか疑問。警察（富士）署
は税金の無駄遣いをしているのか。 （男性 40 代） 

 富士川第一小学校までの通学路ですが、狭い路地なのに路上駐車が多く、裏道としてほかからの
車の進入もあり、すれ違いもできないぐらい狭いところでも、スピードを出してくる車もあり、

子どもたちが毎日大変。複数の子どもたちも、車にひかれそう（ぶつかりそう）になったことが

あると、聞く。早急に対処してほしい。 （男性 40 代） 

 私の住む富士南地区は人口増加率が最も高く、市内でも最大の地域でありながら、公共施設（交
番・公園など）や交通手段がなく、安心安全に生活できる環境ではない。 （男性 40 代） 

 家のすぐ前に大きなどぶ川が、安全柵もなくとても危険。事故が起きる前に対策を練ってほしい。
 （男性 50 代） 

 昔に比べ、富士駅周辺の治安が悪くなり、飲み屋ばかりふえたため、夜は子どもに安心して富士
駅を利用させられなくなった。富士川緑地と田子の浦港への堤防もパトロールを強化してほしい。

 （男性 50 代） 

 吉原本町通りはシャッター通りになり、夜は街角に外国人が客引きをしているところがふえてい
る。健全なまちづくりが必要だと思う。 （男性 60 代） 

 車の運転については、交差点での赤信号での進入が異常に多い。一時停止での停止は徐行と思っ
ている方が多い。携帯電話をかけている人が多い。狭い道路でのゆずり合い、あいさつ、笑顔な

どが少ない。 （男性 70 歳以上） 

 全体として、犯罪は少ない気がするが、暴力団関係者は多いし、安全とも危険ともいえない。 
 （女性 20 代） 

 駅前には夜になると怖そうな人がウロウロしていたり、飲食店の呼び込みなどがウジャウジャし
ていたりしてとても不安です。 （女性 20 代） 

 治安については決して安全だとは言えないのでもっと夜の未成年の取締りを強化したほうがよい
と思う。 （女性 20 代） 

 防犯対策の進んでいる、安心安全なまちづくりをしてほしい。 （女性 30 代） 

Ⅴ 自由意見 
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 日本一安全な市を目指してほしい。最近、犯罪が多く残念。 （女性 30 代） 

 大型の車が多い割に道路が狭く、歩道がなくて歩行者、自転車なども危険を感じる。ミラーや標
識をもっと多く設置してほしい。川の横に柵がなく、子どもが落下したり、夜間は車が川に落下

したりする事故があるので、柵や反射板を設置してほしい。 （女性 30 代） 

 最近、空き巣や車上狙いなどの犯罪がふえたと思う。警察など、パトロールの回数をふやし、未
然に防いでほしい。 （女性 30 代） 

 ロゼシアター、中央公園をよく利用するが、駐車スペース以外の場所にとめていることがいつも
あり、ぶつけてしまいそうになって非常に困っている。 （女性 30 代） 

 富士川緑地で競技大会が重なると、駐車スペースが足りない。路上駐車も多く、すれ違うのも大
変。事故が起きる前に対応をお願いしたい。 （女性 30 代） 

 丘地区に交番や市営住宅が欲しい。 （女性 40 代） 

 富士市は大きな犯罪も少なくとても住みやすいところなので、このまま住みよい市であってほし
いと願う。 （女性 40 代） 

 小学生下校時間に同報無線が流れ、地区の方々がパトロールをしてくださり、大変ありがたく、
安心して下校させられる。 （女性 40 代） 

 警察官による交通指導は、横断歩道のない狭い道や高齢者・子どもが頻繁に使う道で指導してほ
しい。 （女性 50 代） 

 午後２時に小学生の下校の放送が流れるが、不審な人に教えているような感じがする。
 （女性 50 代） 

 車上荒らし、空き巣など人ごとのように思っていたが、最近は身近に事件を感じ日々不安がつの
っている。交番の巡査の方の見回りの回数をふやしてほしい。 （女性 60 代） 

 交通事情が非常に悪いと思う。工業のまちで大型トラックの多い中、道幅が狭く、バイクでの移
動中、たびたび危険な思いをしている。 （女性 60 代） 

 以前はかぎをかけずにちょっとそこまでといっても危ない思いをしたことがないのに、近ごろは
どこへ（近く）行くにもかぎをかけて出かけている。物騒な時代である。 （女性 60 代） 

 八王子本町の交差点は事故が起きやすい。信号をつけるのが難しいと聞いているが、一考をお願
いしたい。 （女性 60 代） 

 曙橋は片側にしか歩道がないのに、小・中学生、高齢者には自転車や車が風を切って通るときも
あるので危険。曙橋に歩道をもう 1本つけてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 中央町（市役所通り）の信号について。生活道路の信号として身障者、高齢者にとって渡り切れ
ない。信号の点滅であわてて事故に繋がるケース多々。 （女性 70 歳以上） 

 年々少年犯罪などの件数が増加しており、将来がとても心配。安心して住める市になってほしい。
 （不明 40 代） 

 

 

 災害に関する意見 ······················································ 15 件 

 同報無線のスピーカーが聞きづらい。 （男性 40 代） 

 鷹岡地区について。子どもたちの通学路の整備。水害を最小限にするための整備。 
 （男性 60 代） 

 海岸線を整備し、津波及び台風対策をしっかりとしてほしい。テトラポットが沈下していて侵食
が激しくなっている。 （男性 70 歳以上） 

 海岸の設備を早くやってほしい。 （男性 70 歳以上） 

 同報無線のスピーカーが遠くて放送が聞こえづらい。 （男性 70 歳以上） 

 同報無線がよく聞き取れない。スピーカーが遠い気がする。 （男性 70 歳以上） 
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 夜８時以降は同報無線の放送をしないでほしい。 （男性 70 歳以上） 

 大淵は高齢者にとって住みにくいと感じる。地震や富士山の噴火が心配なので、情報は隠さずに
流してほしい。 （女性 40 代） 

 災害もなく恵まれた地域に住んでいるが、海が近いので東海地震が心配。 （女性 40 代） 

 私は天間に住んでもう 30 年以上になるが、今まで水害の被害もなく近くに山もないので土砂くず
れの心配もない。よいところに家を建てることができて本当によかったと思う。 （女性 40 代） 

 防災ラジオを買ったが何の役にも立ってない。 （女性 50 代） 

 同報無線が聞き取れない。そのため災害が発生したとき心配。できれば、家に同報無線（ラジオ）
を取りつけてほしい。 （女性 50 代） 

 ９月１日に行われる防災訓練など、町内ごと、もう少し組織づくりをしっかり行い、万が一事が
起きたときのことを考えて役割分担を町内としっかり決めておいたほうがよいと思う。

 （女性 60 代） 

 五貫島浜添の水門は、川の流れが悪くて田んぼが水につかり、毎年困っている。 （女性 60 代） 

 電柱にあるスピーカーの声が聞きとりにくいので改善してもらいたい。 （女性 70 歳以上） 

 
 

 その他の意見 ·························································· 18 件 

 安全なまちづくりを進めてほしい。 （男性 20 代） 

 もう少し安心な街であってほしい。 （男性 20 代） 

 大学を卒業しても富士市に戻ってきたのは住みなれているからではなく住みよいところだから。
 （男性 20 代） 

 住みやすい。 （男性 20 代） 

 住みやすい市であるとは思う。 （男性 50 代） 

 安心して暮らせる市になってほしい。 （男性 60 代） 

 富士市に生まれ富士市に住んでよかった。若いころ名古屋市に 20 年住んで家も持ったが、富士市
に来てよかった。 （男性 70 歳以上） 

 日本一の富士山のふもとなので、日本一の住みよい富士市にしてほしい。 （男性 70 歳以上） 

 もっと住みやすい都市にしてほしい。 （女性 20 代） 

 とても住みやすい街だと思う。 （女性 40 代） 

 安全で安心して生活できるよう願っている。 （女性 50 代） 

 子どもたちが安全に生活できる富士を望んでいる。 （女性 50 代） 

 生まれたときから現在までずっと富士市に住んでいる。日々発展していると実感しており、住み
やすいと思っている。 （女性 50 代） 

 富士市は他県から引っ越してくる人が結構いるが、皆、口をそろえて住みやすいところだと言っ
ている。 （女性 50 代） 

 救急車を有料にしてほしい。午前２時から３時を過ぎるとタクシーを呼んでも電話にも出てくれ
ない。サービス業なのに。 （女性 60 代） 

 私は山梨県の今の身延町から来て、まず富士山が全影見られる、陽気が暖かい、海産物、農産物、
山梨県にない物が自由に手に入り、工場の煙など余り関係ないし家族仲よく幸せに暮らせている

ことに感謝している。 （女性 70 歳以上） 

 富士市に住んで、気候はよいしとても住みやすい。長く住んでみると、みんながとてものんびり
していると思う。地震が発生しなければよいが。 （女性 70 歳以上） 

 気候もよく住みやすいところだと思う。 （女性 70 歳以上） 



 

116 

２ 健やかに安心して暮らせるまちについて ··················· （143 件） 
 

 子どもを生み育てる環境に関する意見 ···································· 70 件 

 子どもに対しての対策が不十分であると思う。医療助成や児童手当など充実しているとは思えな
い。成長していくにつれて必要なお金はふえるのに、手当の額が減るのはなぜか。次世代を担っ

ていく子どもに対しての対策をより充実させてほしい。 （男性 20 代） 

 子育て家庭にもっといい環境をつくってほしい（病院、保育施設、子育て支援、手当など）。 
 （男性 30 代） 

 学校の区域が広過ぎて子どもが通うのに大変そうである。低学年のうちはとても心配なのでスク
ールバスがあるといいなと思う。 （男性 30 代） 

 出産のできる産婦人科を倍にふやしてほしい。少な過ぎる。 （男性 30 代） 

 子どもがいるので中学３年まで医療費の助成があるのはとても助かる。任意の予防接種を公費で
賄ってくれるといいと思う。どちらかというと任意のもののほうが子どもがよくかかるので。

 （男性 30 代） 

 市内西部ばかり開発して、東部地区は置き去りにされている。幼い子どもが遊べる公園をもっと
ふやしたほうがいいと思う。 （男性 30 代） 

 市の中心部には公園などがあるが、大淵、富士見台、吉永北、神戸地区などには子どもたちが安
心して遊べる公園がない。 （男性 40 代） 

 公園が整備されているのがよい。中央公園、富士西公園、岩本山公園など。特に富士西公園はす
ばらしい。 （男性 40 代） 

 子どもたちが無料で楽しめる公園や場所、文化施設が少ない。緑の多い街にしてほしい。
 （男性 40 代） 

 公園が多くて子どもによい環境である。福祉、芸術に関する施設などもあり、とても住みやすい
と感じている。 （男性 40 代） 

 子どもが遊ぶ公園が少ない。 （男性 40 代） 

 富士市内での水辺遊びができるところがないので他市へ行ってしまう。 （男性 50 代） 

 子どもが安心して遊べる場所がない。各地区でまたは各町内で公園などがあるといいと思う。広
い場所があれば子どもたちはそれなりに遊ぶものだと思う。 （男性 50 代） 

 小・中学校の机・いすがふぞろいである。姿勢や視力が悪くなりそうなので、改善してほしい。 
 （男性 50 代） 

 小・中学校の規模が大き過ぎると思う。中規模化を進め、充実した教育を進めてほしい。
 （男性 50 代） 

 子どもの重い病気や、生まれつきの病気で相談するところがなく、市役所や専門のところでは電
話をしても解決策を教えてくれなかった。子どもが病気になると親は心配するのは当然で、その

気持ちをもう少し察して言葉をかけ、行動をとってほしい。 （男性 70 歳以上） 

 子どもの医療費を無料にしてほしい。任意の予防接種ももっと市が負担してほしい。そうすれば
もっと子どもを育てやすくなり未来が明るくなると思う。 （女性 20 代） 

 子どもたちがお金を使わなくても遊べる場所や、観光スポットがあるといい。保育所もふやして
ほしい。 （女性 20 代） 

 待機児童が富士市にいると聞いたが、これから子育てをしたいと思っていても不安である。小児
科、産婦人科が少ないような気がする。救急のときに気を遣うことなく、電話で対処の仕方を教

えてくれるような機関があると救急車を呼ばなくて済むような気がする（本当の救急以外）。

 （女性 20 代） 

 産科をやめてしまう産婦人科病院が多い。産科が継続できるよう、市からも支援して産科をふや
してほしい。 （女性 20 代） 
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 産婦人科が減ってしまい、さらに中央病院の産婦人科も紹介状がないとだめだと聞き、これから
子どもができても無事に出産ができるかわからず不安。 （女性 30 代） 

 病院や学校が少ないので、専門的なことは選択ができないなと感じる。 （女性 30 代） 

 子宮がんのワクチンや子どもたちの予防接種の費用をもっと補助してほしい。対応が遅いため、
ダイレクトメールが届く前に自費でやってしまうことが多々ある（健診、注射など）。

 （女性 30 代） 

 子どものための病院が少ない。静岡市にある子ども病院まで行くのには遠い。今、心の病気の子
が多いため、そういう病院（小学生でも行けるところ）が欲しい。 （女性 30 代） 

 保育所をふやしてほしい。 （女性 30 代） 

 港の公園がなかなか完成しないので、早く遊べるようにしてほしい。子どもを安心して遊ばせる
ことができ、夜間などに人が集まらないようにしてほしい。 （女性 30 代） 

 市営住宅でかなり古い建物が多いと思う。数も少ないし、もっと多くの人が利用できるようにし
てほしい。母子家庭を優先的に入れるようにしてほしい。 （女性 30 代） 

 保育所をふやすか園児の人数をふやしてほしい。女性が働きやすい環境をつくってほしい。まち
づくりセンターの子育て教室など利用しているが、友達もでき、楽しいのでよいと思う。

 （女性 30 代） 

 子育て支援にもう少し力を入れてほしい。富士南地区には子どもが遊べる公園が少ない。河川（道
路脇にある小さな川）が危ないと思うのでできればコンクリートなどでふさいでほしい。

 （女性 30 代） 

 道路整備。近所の道路に段差などがあり、ベビーカーでの外出が不便。子どもの遊び場や公園が
近所にない。子どもが健やかに成長できるまちづくりをお願いしたい。 （女性 30 代） 

 自然は豊富なので、もっと自然と親しめる場所や体験できるところ、遊具の充実した公園などふ
えるとうれしい。福祉の充実も（高額医療やタクシー券など）期待している。 （女性 30 代） 

 子を持つ親として、富士市はまだ安心して子どもを育てられる環境が十分でないと思う。長期の
休み（夏・冬・春休み）のときのみ利用できる学童保育のようなサービスがあれば、もっと母親

が安心して働ける状況がつくれると思う。 （女性 30 代） 

 11 月出産予定だが、産院を探すのに困った。鷹岡地区には病院が少ないので考えてほしい。
 （女性 30 代） 

 子どもを安心して産める病院の充実化。 （女性 30 代） 

 今、住んでいる富士駅南地区（森島）は、子どもたちが少し遊ぶ公園がない。近くにあると近所
の子どもたちと外で遊ぶことができてよいのにと思う。 （女性 30 代） 

 結婚をし、子どもを産んで育てていく中で、不便なことが多々ある。働きたくても待機児童の問
題があったり、病気になっても私立病院は医者不足で医療の不安があったり、まだまだ住みやす

い市になっていないと思う。 （女性 30 代） 

 この 30 年で、道路が整備され家がどんどん建っている。公園や、小・中学校、小児科がふえない
かなと思う。 （女性 30 代） 

 学校教育については、塾に行くことなく高校進学できるよう、秋田県のようにもっと学習に力を
入れてほしい。 （女性 30 代） 

 安心して子どもを産める病院をふやしてほしい。 （女性 30 代） 

 産科の病院が遠かったので、隣の富士宮市で出産した。数年前に比べたら、少なくなったなと感
じた。富士市では産めないので、沼津市方面へ遠くても通うという人もいると聞いた。今後の将

来のため、お医者さんがふえてくれるといいと思う。 （女性 30 代） 

 子育て中ですが（２歳の娘）、小さな子どもが遊べる施設をもう少し充実させてほしいと思う。 
 （女性 30 代） 

 公園が富士方面に出向かないとないため、車で連れ出している。子どもが安心して遊べる場所が
近所にない。そのため引越しをしたいと真剣に考えている。 （女性 30 代） 
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 子育て支援センターなどの施設での催し物がとても充実しており、大変感謝している。でも核家
族で夫の帰りも遅く、子どもに障害の傾向があるため、精神的に落ち込んでしまうときがある。

友人は多いが、障害への理解は少ないので余計に落ち込み、悪循環になることもある。精神面で

フォローをしてくれるところがあるととてもうれしく思う。 （女性 30 代） 

 児童館や絵本の読み聞かせなどをしてくれるところもありよいと思う。子どもの医療費や大人の
検診（乳ガンなど）の助成がほかの市町より少ないように思う。 （女性 30 代） 

 雨の日に子どもが遊べる場所が欲しい。支援センターなどは平日のみなので、日曜や祝日に使用
できる施設があったらよいと思う。 （女性 30 代） 

 子どもを育てながら生活している。住みやすい環境にしてほしい。 （女性 30 代） 

 教育や医療に関して、子どもを育てていく上でもう少し行政の力が欲しいと思う。特に医療に関
しては、昼夜問わず安心して診てもらえる医療機関がないと思う。富士市の救急医療センターは

不親切である。 （女性 40 代） 

 小さな子どもを育てているママや、頑張っているママたちに、いろいろな面で応援してあげたい。
よい環境をつくってあげてほしい。 （女性 40 代） 

 小さな子どもを持つ家庭で、両親が共働きの家庭、特に母親が正社員で働いている家庭に対して
のサポートが不十分だと思う。子どもが病気のときなどもう少し考えてほしい。 （女性 40 代） 

 ことしの１月に初孫が生まれたが、出産できる病院が少ないことに驚いた。もう少しふえたらい
いと思う。 （女性 40 代） 

 ベビーカーを押して徒歩圏内を散歩しているが、歩道があっても段差などの危険箇所が多く、ベ
ビーカーには厳しいと感じた。 （女性 40 代） 

 子ども医療や育児手当などは充実していると思うが、それ以外は特によいと思われるところがな
いように思う。「富士市はここがほかよりよい」というものが見えない。 （女性 40 代） 

 昨年乳がんの健診を無料で受けることができて大変うれしく思ったが、せっかく無料で受けられ
るのに受けていない人が多いと何かで読んだ。残念なことだと思う。 （女性 40 代） 

 歯科が多くて産婦人科が少ない。 （女性 40 代） 

 総合病院が少なく、特に産婦人科が少なくびっくりした。私が前に住んでいた市は、患者が病院
を選べたが、富士市は選択の幅が狭い。子育て世代としては、待機児童の問題や産科のことなど

が少しでもよくなることを望んでいる。 （女性 40 代） 

 子どもたちのための文化、科学施設（科学館のようなもの）が欲しい。公園が整備され暮らしや
すくなったと思うが、調べたり科学を楽しめたりする施設があったらよいと常々思っている。

 （女性 40 代） 

 子どもたちが野球やサッカーを思う存分できる場所が近くにない。学校も野球禁止になってしま
ったので、外で安心して遊べる場所があればいいと思う。 （女性 40 代） 

 富士市の大きい公園には駐車場が少ない。子どもが塾に入らなければついていけない今の学校教
育はおかしいと思う。もっと伸び伸びと育ててあげたい。心を育ててあげたい。 （女性 40 代） 

 子宮頸がんの予防接種の費用助成を早急にお願いしたい。 （女性 50 代） 

 山口県から富士市に稼いで 34 年。すっかり富士市の人間になり、遠方に出かけても富士市の街の
明かりを見つけるとほっとする。今の子どもたちの心の育ちが気になる。 （女性 50 代） 

 少子化というが、それにはまず独身の方の結婚のための施策が必要だと思う。子ども手当は子ど
もにとってどんな意味や価値があるのか。それよりも子どもの喜ぶもの、そして子どもが利用す

る施設には優しい職員を希望する。 （女性 50 代） 

 子どものいじめなどですぐに対応してほしいときに、学校側、市側ですごく時間がかかり、不安
である。書類の手続もさまざまで、残念である。 （女性 60 代） 

 娘が市外に住んでいるが、子どもを連れて行く公園が整備されていないので、１時間 30 分かけて
富士市の公園へ遊びに来ている。 （女性 60 代） 
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 子どもや高齢者に対してもっと環境をよくしてほしい。病院などサービスがいまいちよくない。
もっと向上してほしい。 （女性 60 代） 

 富士市は近所の人が冷たいと思った。子どもが小・中学校のとき嫌な思いばかりだった。 

  （女性 70 歳以上） 

 働きたくても子どもの預け先がなく働けないという人が私の周りにも多くいる。働く親が産み育
てる環境が整えば、もう１人子どもが欲しいと私も思う。 （女性 70 歳以上） 

 沼津市に住んでいたときは、子どもの予防接種前には通知がきて便利で助かっていた。富士市に
来てからは通知がなかったので、打ち忘れたことがあった。沼津市は親切だったと思う。

 （不明 20 代） 

 子どもと遊ぶ場所がない。娯楽施設がない。 （不明 40 代） 

 雨の日でも子どもたちが遊べる屋内遊戯場があるといいと思う。 （不明 60 代） 

 保育所を多く、保育時間を長くしてほしい。 （不明 70 歳以上） 

 

 

 医療に関する意見 ······················································ 44 件 

 昔から中央病院のことは悪いことしか耳に入ってこないが、市で運営しているのであればしっか
りとしていただきたい。 （男性 20 代） 

 市立病院が頼りない。医者と看護師が少ない。予約を取らないと診てくれないとか考えられない。
 （男性 20 代） 

 中央病院の医師不足の解消を早急にお願いしたい。 （男性 30 代） 

 富士市は生活するには特に不便は感じないが、医療体制や文化的施設は充実していないと思う。
 （男性 40 代） 

 医療体制が整っていない。産婦人科など不妊治療などできるところをふやしてほしい。
 （男性 40 代） 

 こども療育センターがあるのはとても心強いが、療育の内容を見直せないものかと思っている。
 （男性 40 代） 

 信頼できる、中央病院の医師の確保。そのためにも県内の大学医学部の増設をし、卒業後、富士
市に残って就職していただける人材を育成してほしいと願う。 （男性 50 代） 

 医療の方面に税金を使っていただきたいと思う。 （男性 50 代） 

 医者にかかると医療費負担が大き過ぎると思う。 （男性 60 代） 

 医療・福祉をもっと充実してほしい。 （男性 60 代） 

 祖母が中央病院に入院したとき、自分で食事がしっかり食べられないので、看護師さんから胃か
ら栄養を採るようにしたらとか、食事のとき来てほしいなどいわれ、病院通いをしたので大変だ

った。 （男性 60 代） 

 医療体制はお粗末。26 万人の市で、中核となる病院は２つで（元は１つだった）その技術力には
不安だらけ。優秀な医師と設備を備え、医院と病院の診療体系を確立、充実すべき。

 （男性 60 代） 

 富士市には大きな病院が少なく、今後病気になったときすごく不安を感じる。病院施設の充実に
取り組んでほしい。 （男性 70 歳以上） 

 各科の医師確保の手段として、医科大学の誘致が望まれる。 （男性 70 歳以上） 

 医療体制の充実をもっと積極的に進めてほしい。市内の移動に対して、交通機関の利便性を考え
てほしい。 （男性 70 歳以上） 

 中央病院での受診を紹介なしでも受けられるようにしてほしい。 （男性 70 歳以上） 
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 市県民税を払っているのに紹介状がなければ市立病院に行くことができないということはどうい
うことか。大変不便に感じそれが事実なら憤りを感じる。 （男性 70 歳以上） 

 医療施設など充実してきているので住みやすくなった。 （女性 20 代） 

 医療面で不安な要素が多い。特に救急医療センターの対応が悪い。 （女性 30 代） 

 生活に密着した医療・福祉については、他市町に比べて充実していると思う。 （女性 30 代） 

 医療機関の充実、体制の確保をお願いしたい。 （女性 30 代） 

 先日乳がん検診のため婦人科に行ったところ、症状がない人は診ないのでほかの病院へ行ってく
れといわれた。若年の乳がんもふえているので市の負担で検診できる対象年齢を下げてほしい。

 （女性 30 代） 

 介護・医療が充実していないように思う。危機的状況になり住民が団結してやっと動くのではな
く、早目の対応を求める。 （女性 30 代） 

 予防接種の助成制度が遅い。子どもの医療費がほかの自治体では一回目から無料のところもある
ので、見習ってほしい。医療・福祉分野での改善に期待している。 （女性 30 代） 

 東部地区（富士市）に医大をという話があるということを組長定例会で知り、署名を回覧で回し
た。新幹線停車駅もあるので、誘致活動を頑張っていただきたい。 （女性 30 代） 

 総合病院を、もう１か所くらいふやしてほしい。 （女性 40 代） 

 近年医師不足が叫ばれているが、中央病院も深刻な状態なのか。ときどき中央病院で受け入れを
断られた患者さんが救急車で搬送されてくるが、そのほとんどが個人病院で管理できるレベルで

なく再搬送するケースが多い。早く態勢を整えて市民から信頼される病院になってほしい。

 （女性 40 代） 

 医療の充実と、安心して生活できる富士市にしてほしい。 （女性 50 代） 

 民間の看護師と比べて中央病院の看護師は事務的である。 （女性 50 代） 

 ２年間に２回の大病の経験があるが、そのたびに紹介状を持って沼津市立病院にお世話（手術）
になった。とても残念。30 年ぐらい前の富士市はすばらしかったと思う。 （女性 50 代） 

 中央病院は生死を決める大切な総合病院なのに、次第に対応ができなくなっているように感じる。
 （女性 50 代） 

 富士市は住みなれた地域なので公的福祉や医療の充実をお願いしたい。 （女性 50 代） 

 充実した医療機関、医師不足を解消してほしい。高齢者の受け入れ施設を充実させてほしい。
 （女性 60 代） 

 富士市に来て 15 年ぐらいたつ。個人病院がたくさんあると思うが、大病院の少なさにびっくりし
た。何とかならないか。 （女性 60 代） 

 県下３番目の 26 万都市にふさわしい医療体制を整えていただきたい。 （女性 60 代） 

 基幹病院である中央病院がどうして紹介状なしでは受診できないのか疑問。富士市民はもちろん、
だれでもが受診できる病院であってほしい。 （女性 60 代） 

 歯科口腔外科の先生をふやして待機時間を少なくしてほしい。 （女性 60 代） 

 医療の充実。 （女性 60 代） 

 総合病院の医師をふやして安心して受診できる体制をつくってほしい。医師として、人格的に誠
実で信頼できる人を派遣してほしい。 （女性 60 代） 

 総合病院の医師不足のため休止している科を早く開始できるよう医師を確保し、地元で安心して
暮らしていけるようにしてほしい。 （女性 60 代） 

 医療の充実を望む。脳卒中などの病気は対応が早ければ寝たきりにならず、介護度も軽く済むが、
今の中央病院の体制では、時間外はＭＲＩを撮ってもらえず、手おくれになってしまう。

 （女性 60 代） 

 医療設備が整った予約なしでも行ける病院があってほしい。 （女性 60 代） 
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 これから年を重ねるにつれ、医療機関をはじめ多方面の利用がふえるので積極的に関心を持ちた
いと思っている。 （女性 60 代） 

 夜間の看護師さんが少ないように思った。 （女性 70 歳以上） 

 

 

 介護・福祉に関する意見 ················································ 22 件 

 個人の介護施設が多く、年金以上の費用がかかる。もっと市民のために、必要なところに税金を
使ってほしい。 （男性 50 代） 

 福祉施設が山奥にあり過ぎると思う。 （男性 50 代） 

 高齢者の人口もふえ、病気になった場合に入れる施設が少ないように思う。福祉の充実した富士
市にしてほしい。 （男性 60 代） 

 介護保険が高くて困っている。 （男性 70 歳以上） 

 富士市はもう少し福祉に関して取り組みを強化していかなければいけないと思う。高齢社会のこ
の世の中で若者がもう少し福祉に関して興味を持つように努力しなければいけないと思う。

 （女性 20 代） 

 小規模な特別養護老人ホームをつくってほしい。何年もあきがなく、老老介護をしているのはと
ても大変。 （女性 40 代） 

 知的障害者に対する福祉の充実をお願いしたい。 （女性 40 代） 

 老後の生活、医療、施設のことなど不安が多い。特に高齢者介護施設ではあきを待っている人が
多く、なかなか入所できないことが不安。 （女性 50 代） 

 老後、年金でも安心して住めるような介護施設を少しでも多くほしい。 （女性 50 代） 

 両親を介護するのに、市から多少の補助金はあるが、施設は大変お金がかかり、これから先が不
安でたまらない。いずれ自分もと思うととても不安。介護の必要な人すべてが楽に入所でき、幸

せに暮らせるようになれたらと思う。 （女性 50 代） 

 高齢者向けの介護施設が多いと思うが、若い方の介護施設（ショート）がないので、あったらよ
いと思った。市営住宅の１階は、障害者を優先に入居できたらよいと思う。 （女性 50 代） 

 富士市は福祉にも力を入れてほしい。年金生活なのでもう少し税金などを考えてほしい。特に介
護保険。 （女性 60 代） 

 富士市ももう少し安い金額で高齢者たちが安心して入所できる施設をつくってほしい。
 （女性 60 代） 

 介護施設、老人ホームなどの充実。高齢者が通院や買い物に困らないようなシステムづくりをし
てほしい。 （女性 60 代） 

 身体障害者の見直しを切にお願いしたい。30 年以上車いすで、不当に介護手当をもらって生活し
ている人がいる。ぜひ一年に一度見直しをお願いしたい。 （女性 60 代） 

 介護施設や病院の入院入所が高いと思う。もっと市で援助して安くしてほしい。 

  （女性 70 歳以上） 

 ただ老後のことが心配である。特別養護施設などに何年も待たずに入れることをお願いしたい。
 （女性 70 歳以上） 

 元気で歩けるときはいいが、不自由になったときの対応、ひとり寂しく家庭内から外に出ない高
齢者の対応など心配が多数ある。 （女性 70 歳以上） 

 高齢者で体が不自由で家よりどこにも出かけられない人を楽しませてくれる場所をつくってほし
い。年金の少ない人も入居できるホームをつくってほしい。ひとり暮らしで体の不自由な人の買

い物の手助けをしてくれるグループづくりが必要ではないかと思う。大勢の人がこのようなこと

を望んでいる。 （女性 70 歳以上） 

 年金で入れる老人ホームをつくってほしい。 （女性 70 歳以上） 
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 介護をしている人に、もう少し愛の手を差しのべてほしい。無収入、無保証では限界があると思
う。だから「介護に疲れた」という犯罪がふえているのだと思う。 （不明 50 代） 

 障害者の制度について、昔は簡単に級（１～３級）が認めてもらっていたようだが、今は制度が
厳しくなったので、昔の級を改めてもらいたい。今の人たちのなかでも重度な人でも、なかなか

級をもらえない人が多いことを考えてもらいたい。 （不明 50 代） 

 

 

 その他の意見 ·························································· 7 件 

 仕事をしていることで人との交流や話など、友人や知人、または町内での参加ができる人とそう
でもない人がいると思う。 （男性 60 代） 

 富士市に住んで 10 年。親戚、知人が少ないので、だれでもふれあえるコミュニケーションと場所
がほしい。 （男性 60 代） 

 富士駅周辺が寂し過ぎる。未就学の障害児を持つ母親の、仕事と家庭を両立する環境が整ってい
ないので、早急に整備してほしい。 （女性 30 代） 

 ＰＴＡ、子ども会、昔より横・縦のつながりが少ない。人任せである。 （女性 40 代） 

 もう少し老後に安心した生活ができるようにしてほしい。今現在の状況では老後が心配で不安を
抱えている。 （女性 50 代） 

 高齢者の健康（心と体）について。子どもの安全と食について。 （女性 60 代） 

 雪国から移住してきた。気候のよさと自然に親しむ場所が多く、最高である。人間関係も親しみ
やすい人たちが多く、何よりありがたいと思う。 （女性 60 代） 

 

 

３ 産業が交流するにぎわいのまちについて ··················· （131 件） 
 

 市内での買い物に関する意見 ············································ 87 件 

 つまらない。若者が集まるような街にしないと何も変わらないと思う。 （男性 20 代） 

 吉原の商店街を見るたびに悲しい気分になる。 （男性 20 代） 

 最近いろいろと店舗ができて便利になったと思う。 （男性 20 代） 

 富士山がとてもきれいに見えて幸せである。近くにスーパーがありとても便利である。
 （男性 20 代） 

 富士駅前の商業施設の相次ぐ閉店。駅前は市の顔となる場所だと思うので、空洞化してしまうこ
とは残念なことだと思う。 （男性 30 代） 

 広見地区に大型の商業施設が欲しい。 （男性 30 代） 

 住みやすいけど、大型店舗（スーパー、パチンコなど）がふえ過ぎている。 （男性 30 代） 

 駅前が寂れている。 （男性 30 代） 

 富士市は駅前が空洞化していると思う。駅前にショッピングモールをつくってほしい。
 （男性 30 代） 

 駅前の閑散とした様子を見ると、静岡県で第３位の人口を擁する都市とは思えない。
 （男性 30 代） 

 家族で楽しめる娯楽施設が少ない。映画館が欲しい。 （男性 30 代） 

 シャッターの閉まった店が多い吉原本町と富士本町が寂しく思う。買い物をしに行く気にならな
い。 （男性 40 代） 

 旧富士市商店街と吉原商店街を何とかしてほしい。地方の大型店に人が流れている。富士や吉原
の大型店の撤退はなぜなのか。 （男性 40 代） 



 

123 

 今年３月に富士駅南側に引っ越してきたが、駅周辺（北、南側とも）に活気が全く感じられない。
イトーヨーカドーもなくなり今後どのような再開発が行われるのか公表してほしい。

 （男性 40 代） 

 市街、特に富士駅前、吉原本町に活気がなく車中心の社会になっている。富士市の顔でもあるこ
れら富士駅前、吉原本町に活気を持たせるような政策に取り組んでほしい。 （男性 40 代） 

 地元の特色を活かした小店舗の復活を期待している。 （男性 40 代） 

 人口の割に大型店や映画館がなく、近隣都市に人が流れている。 （男性 40 代） 

 もっと観光面で全国にアピールしてほしい。 （男性 40 代） 

 観光都市になる必要はないけど、眠っている観光資源を活かすことは考えるべきである。
 （男性 40 代） 

 工業に期待できない今は、さらに観光に力を入れるべき。富士山を前面に出し、観光中心の街を
つくり、集客に力を入れたらどうか。 （男性 40 代） 

 シャッター通りをなくし、静岡市のようにまちなかを歩いて買い物できるようにしてもらいたい。
平日でも市民が行き交うまちづくりを目指してほしい。 （男性 50 代） 

 商店が少なく寂しく、買い物が不便である。 （男性 50 代） 

 富士駅の近くにスーパーなどが欲しい。 （男性 50 代） 

 他市町からも買い物客を呼び込むことができる大型店舗やアウトレットなどを誘致してほしい。
吉原商店街の寂しさを見ると何か対策を立てられないものかと思う。 （男性 50 代） 

 まちなかに買い物に行きたくなるような取り組みをしてほしい。商店街が寂しい。 
 （男性 50 代） 

 吉原の商店街を活気ある街にするべき。 （男性 50 代） 

 イトーヨーカドーが閉店し、買い物が不便である。 （男性 60 代） 

 商店街も余り活性化されておらず、住み心地は余りよくないと思う。 （男性 60 代） 

 商店街や企業が元気のないのが寂しい。住むのにはよいところだと思う。 （男性 60 代） 

 銀座通りの現状をシャッター通りと呼び寂しく眺めている。車を運転しない健康な高齢者などが
立ち寄れるショッピングセンターや、茶店などが開けないものか。そのための資金は市からの安

い利子での援助があればやってみようかと思う店主もいるのではないか。 （男性 60 代） 

 生活用品などの入手が楽ではない。 （男性 60 代） 

 近ごろは街が発展せず、富士本町など特に寂しい。商店にしても洋装建物でも静岡市とは比較に
ならない。もう少し街に活を入れてほしい。 （男性 70 歳以上） 

 イトーヨーカドーやパピーがなくなり富士駅周辺が寂れてきているように感じる。駅は街の顔な
ので、ぜひ跡地を使って街を活気づけるようなものを市がバックアップして進めてほしい。

 （女性 20 代） 

 富士駅前がとても寂しい。パピーやイトーヨーカドーもなくなってしまったし活気がない気がす
る。 （女性 20 代） 

 駅の周りに何もなくなってしまい人もいなくなってしまい寂しい。学生は、遊ぶ場所もなく、沼
津や静岡に遊びに行ってしまう。駅周辺の活発化をしてほしい。 （女性 20 代） 

 商店街が昔と比べるとかなり寂れてしまっている。活気あふれるまちづくりをしてもらいたい。
 （女性 20 代） 

 吉原商店街を昔みたいに活性化させたい。 （女性 20 代） 

 富士本町の活気がイトーヨーカドーの撤退でさらになくなってしまったことをもっと深刻に考え
なくてはならないと思う。 （女性 20 代） 

 駅に降りた人たちが｢富士市ってすごい｣と思うためには、駅周辺を活性化させる必要があるよう
に考える。 （女性 20 代） 
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 富士駅周辺に活気がない。新富士駅周辺に何もないので静岡みたいにいろいろショッピングでき
るところをつくってほしい（徒歩圏内で）。 （女性 20 代） 

 富士市にも静岡市にあるような百貨店があれば子どもから大人まで足を運ぶと思う。富士市に住
んでいる楽しみがもっと欲しい。活気ある富士市に期待している。 （女性 30 代） 

 駅周辺（富士駅、新富士駅ともに）の活性化に乏しく有効活用されていない気がする。 

（女性 30 代） 

 吉原も富士本町もシャッターが閉まっている店のほうが多い。友達に富士市で自慢できることが
ないのが残念である。 （女性 30 代） 

 駅周辺の商業施設が減っていて活気がない。 （女性 30 代） 

 あちらこちらにマックスバリューができ過ぎ。また 11 月にオープンするとか。家の近所で交通渋
滞が起きてしまう。いい加減にしてほしい。 （女性 30 代） 

 商店街が人出も少なく閑散としているのを見ると寂しい気がする。 （女性 30 代） 

 富士駅、吉原中央駅周辺のショッピングセンターがなくなったため、活気がなく暗いイメージに
なってしまった。明るく、活気のある商店街になればいいと思う。 （女性 30 代） 

 吉原本町通りが寂れているので寂しい。 （女性 30 代） 

 相変わらず何もない新富士駅前、富士駅前の衰退、街の入口がこれでは街全体のイメージが悪く
なる。 （女性 30 代） 

 大きなショッピングセンターが少なく、市外に出て衣料を購入せざるを得ない。 （女性 30 代） 

 富士駅周辺は人気がなく寂しい。イトーヨーカドーがなくなり、買い物が不便。  

（女性 30 代） 

 街に活気がない（商店街がシャッター街になっている）。 （女性 30 代） 

 富士駅周辺はとても不便で、シャッター商店街になっているので、イメージが悪い。
 （女性 30 代） 

 デパートがない。ほかの県にアピールする物がない。あっても全国の人が知らない。他県から来
てもつまらない。沼津市や富士宮市のように、テレビに出るような街にしてほしい。  

（女性 30 代） 

 富士市で食品は買うけど衣類などは市外で。吉原商店街も閉店した店が多く残念である。市内で
お金を使う気持ちはあっても店がない。 （女性 40 代） 

 吉原の街に活気がないので店が閉まっている。東京の商店街のように、消費者が喜ぶようなサー
ビス（安い品、手づくり惣菜）の店をふやしてほしい。 （女性 40 代） 

 富士駅周辺や吉原中央駅周辺の店が少なくなり、自動車なしで生活できなくなっている。
 （女性 40 代） 

 富士駅や吉原中央駅の商店街が閉っている店が多く寂しい。公共交通機関をもっと充実させてほ
しい。 （女性 40 代） 

 富士、吉原商店街の発展を願う。 （女性 40 代） 

 駅前などの商店街に活気がないのでもっと活気があればいいと思う。 （女性 40 代） 

 安心して老後も住める市に。買い物難民や医療問題に取り組んでほしい。今だと自分の 30 年後は
不安だらけである。 （女性 40 代） 

 富士駅周辺は昼間はシャッター商店街。夜は呼び込みのお兄さんたちがいっぱい。駅から帰るの
は怖い気がする。車がないと何もできない街だと思う。 （女性 40 代） 

 街に活気がない。買い物（洋服など）できる場所が少ない。せっかく海があるのに海岸が活かさ
れていない。 （女性 40 代） 
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 富士駅の周りに生活用品、スーパーがない。車でなければ行けないところばかりで遠過ぎる。映
画館がないので遠くまで行かないと見られない。 （女性 50 代） 

 温暖でほどよく自然もあり、優しい人が多い街だが、これといった特徴もない。若者が大勢住ん
でくれるような活気あふれる街になってほしい。 （女性 50 代） 

 ショッピングを楽しめるところがない。富士、吉原の商店街も興味、魅力がないので、ショッピ
ングに出かけることはない。 （女性 50 代） 

 近くにイトーヨーカドーがなくなってしまい買い物が不便。 （女性 50 代） 

 日々の生活必需要品が近くで手に入る、そんなまちづくりが求められていると思う。
 （女性 50 代） 

 少し田舎で買い物も遊びも少し不自由だけど、富士山は見えるし、東京には近いし、産業はまあ
まああるし、暮らしやすい街ではないかと思う。 （女性 60 代） 

 吉原本町、富士本町、両本町通りが寂しい。活気づいた街、商店街にしてほしい。自家用車を使
わないでスムーズに行けるように直通バスが多く欲しい。 （女性 60 代） 

 個人商店も激減し、気軽に買い物ができない。車の運転ができない人にとっては住みづらい。新
富士駅周辺は緑も少なく、ほっとする場がない。 （女性 60 代） 

 仕事の関係で週に１、２回で買いだめをしている。高齢社会になり近くのコンビニに出かける人
を多く見かけるが、腰が曲がり、つえを頼りにしており、自分の将来を見ているようで不安を感

じている。 （女性 60 代） 

 富士駅周辺はパピーやイトーヨーカドーの撤退と、規制緩和による本町商店街の人通りの減少、
衰退などいろいろな要因で富士駅周辺は寂しい街になってしまった。活性化を期待する。

 （女性 60 代） 

 富士駅北側は、パピーやイトーヨーカドーが閉店され、久しぶりに通ったら本町通りはシャッタ
ーの降りた店が多く、昔の活気のあったころが懐かしく感じる。 （女性 60 代） 

 旧富士市の活気がなくてパピーもイトーヨーカドーも閉店してしまった。ご近所の高齢者の方が
大変困っていると思う。早く何とかしてほしい。 （女性 60 代） 

 とても寂れている。もっと活性化してほしい。買い物に出かけても大きなスーパーがなく、休み
たいと思っても休む場所がない。 （女性 60 代） 

 富士駅前がシャッター通りになり、商店街に活気がなく市の中心となる場所に元気がない。
 （女性 60 代） 

 富士市に来て 47 年になり、とても住みよいところだと感じている。富士駅北は近くに大きいスー
パーがないので困る。 （女性 70 歳以上） 

 交通の便が悪い。日常の買い物をする店がない。 （女性 70 歳以上） 

 イトーヨーカドー、パピーが閉店してしまい、富士駅に下車しても火の消えたような街である。
駅前をもっと活気ある街にしてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 富士駅前商店街などは活気がなく人の流れも昼夜ともに歩いている人も少なく、シャッター商店
街と言える。もっと元気な街にしてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 年々少しずつ活気がなくなり今ではシャッター街になっている。夏祭りも年々寂しくなり、本当
に残念。 （女性 70 歳以上） 

 駅前の通りに活気がない。特にイトーヨーカドーがなくなってからは人通りが少なく寂しい街だ
と思う。 （女性 70 歳以上） 

 大型ショッピング店が少ない。富士駅前などは活気がなく、街が閑散としている。 
 （女性 70 歳以上） 

 日本一の富士山のふもとの街としては、このごろ駅前やまちなかが寂しく感じる。車に乗れない
者には寂しい街である。 （女性 70 歳以上） 
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 大型店舗がふえ、点在しているが、中高年向けのちょっとおしゃれな服などを買えるお店が富士
駅周辺にできたら、駅周辺も活性化するのではないかと思う。 （不明 50 代） 

 イトーヨーカドーがなくなって買い物が不便。地下道も人通りが少なくひっそりとしている。現
在はバス（ひまわり）でイオン、コープに出かけている。 （不明 70 歳以上） 

 

 

 富士市で自慢したい場所に関する意見 ···································· ９件 

 私は鮎の友釣りが好きだが、富士市（富士川）に漁協がないのはなぜか。富士川の鮎は大きく育
ち釣り客が東京各地から来る。富士市で自慢できる場所にしたい。 （男性 50 代） 

 富士山を毎日のように見ているが、本当にキレイで、他県の人には自慢している。 
 （女性 20 代） 

 富士市はよいところも悪いところもそこそこでパッとしない。紙の街や水がおいしいなどは自慢
できるが、逆に空気が悪いところもあるし、よくも悪くも普通の街である。 （女性 20 代） 

 富士山もあり、暖かくよいと思うが、他県の方を呼んで案内したり、楽しんだり（観光）する場
所が少ないと思う。 （女性 30 代） 

 富士山が大きく見えることが県外の友達には自慢である。ただ、新富士駅と富士駅が離れていた
り、店が点々としていたりして買い物しづらいのが難点である。 （女性 30 代） 

 遠くから来た知人を連れていけるような富士の特産物や、オリジナルのものを食べられる場所が
もっと欲しい（海産物、野菜など）。 （女性 30 代） 

 富士山がいつでも見られるので自慢に思っている。 （女性 30 代） 

 県外の人が来ても案内したい場所がない。 （女性 60 代） 

 朝夕に日本一の富士山を仰ぎ、日本三大急流の富士川がありすばらしい街だと感謝している。
 （女性 70 歳以上） 

 

 

 工業・農業に関する意見 ················································ ８件 

 

 工業ばかりでなく商業に力を入れてほしい。 （男性 20 代） 

 工場が多過ぎる。 （男性 20 代） 

 産業を誘致してさらに活性化したまちづくりが必要だと思う。雇用の問題も深刻。不況を言い訳
にせず、不況の中でも伸びていける街にしてほしい。 （男性 30 代） 

 産業都市として一昨年は自動車関係、最近は紙パルプ関係と富士市を代表する産業に元気がない。
安心して経済が発展できるよう、考慮してほしい。 （男性 50 代） 

 国では食料自給率を上げるようですが、富士市の食料自給率はどのくらいなのか。私は農地の開
発が進んで低下しているのではないか、農地の開発も考えなければならないのではないか。 

 （女性 40 代） 

 農協などあちこちでとれたての野菜を売っているが、開店前から並びすぐに終わってしまう。追
加で並ぶようにしてせめて 15 時ごろまで商品を置いてほしい。 （女性 50 代） 

 紙の街、富士市で製紙に陰りが見え、経済に不安を感じている。税収が少なくなり市役所のスリ
ム化を心がける必要を感じる。 （女性 60 代） 

 駅北地区に住む者ですが、大型スーパー・病院・飲食店など生活するのにはとても便利なところ
だが、鋳物工場が近くにあり、黒い粉じんが飛び窓をあけていると足の裏が黒くなる。工業団地

などに移転してもらいたいと熱望する。 （女性 60 代） 
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 その他の意見 ·························································· 27 件 

 富士駅周辺に活気がなく、また新しい開発が不明な点が近くに住む者には不安感が残る。
 （男性 30 代） 

 日中の駅前通りは活気がなく、とても寂しい。夜は黒服を着たキャッチのお兄さんがたくさんい
て、客引きお姉さんが立っていて、怖くて通ることができない。 （男性 30 代） 

 もっと商業部門に力を入れてもよいと思う。 （男性 40 代） 

 富士駅北口の活気がないように見える。 （男性 40 代） 

 全体的に各商店街の活気が見られない。お祭りでもバラバラで小さく何となくやっている感じ。
富士山が近くにあるというだけで観光的な売りや宣伝、案内などが目立たない。まちづくりのコ

ンセプトが狭く、参加の呼びかけや努力に欠けている感じ。 （男性 50 代） 

 活気ある富士市にしてほしい。 （男性 50 代） 

 本町通りは随分寂しくなってしまった。これからどうなるのか心配。 （男性 60 代） 

 もっと街が活性化してくれることを願っている。イトーヨーカドー跡地も市民の憩い、ふれあい
の場にしてほしい。 （男性 60 代） 

 富士駅が寂れているようで活気がないと思う。駅前が鳥のふんで汚いと思った。 （男性 60 代） 

 田子の浦港の活用。吉原南側にホテル、地元の物産販売所などを誘致。旅客船の立ち寄りを図る。
 （男性 70 歳以上） 

 26 万人都市で駅前が居酒屋やキャッシングの看板だらけというのは恥ずかしい。どうにかならな
いのか。 （女性 20 代） 

 富士まつりはもっと屋台をいっぱいにして盛り上がりたい。富士市のお祭りは、富士市民が満足
するお祭りがいい。 （女性 20 代） 

 まちなかに魅力を感じない。駐車場を無料にすれば、人が来てもっと活気が出てくるのでは。
 （女性 30 代） 

 商店街の衰退は事業主の方々だけの問題ではなく、富士市としても何らかの手段を講じるべきだ
と思う。そこから少しでも活気のある市になっていってほしい。 （女性 40 代） 

 自分が幼いころには商店街やお祭りがとてもにぎやかで、もっと活気があった。今ではとても寂
しくなってしまって本当に残念。 （女性 40 代） 

 富士駅前（周辺）は寂しく感じる。特に映画館が市内にないのは残念。市内に誘致してもらいた
い。駅に降り立った人が、活気のある街だと思えるように整備してほしい。 （女性 50 代） 

 現在の富士駅周辺の寂れた感じがとても残念である。昔の活気のある街に戻してほしい。
 （女性 50 代） 

 富士駅前が寂しくなっている。 （女性 50 代） 

 活気のない街（昼も夜も）。何とか明るい本町通りにしてほしい。夜出かけるにも怖い感じ。 
 （女性 50 代） 

 富士市内に映画館が欲しい。 （女性 60 代） 

 物価が高い。 （女性 60 代） 

 富士駅前が恥ずかしい（いきなり裏通りの様子）。三島のまちなかのように用事がなくても散策
したくなるような街にしてほしい。 （女性 60 代） 

 玄関口である富士本町のありさまには情けなくて、何とか行政で手を打たなければ富士市の恥で
あると感じている。また駅北口に比べ駅南地区の整備は大幅におくれている。同様に納税してい

る者として不満を持っている。 （女性 70 歳以上） 

 26 万を超える都市でありながら、街が寂れ、隣の富士宮市、沼津市に何かしら負けているようで
残念。 （女性 70 歳以上） 
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 商店街などに市民が交流できる場所ができれば、足を運ぶことも多くなって活気あふれる富士市
になると思う。 （不明 70 歳以上） 

 工業や産業の発展ばかりでなく、新富士駅や富士駅前の開発にもっと力を注いでほしい。いつま
でもシャッター街のままでは、若い人たちは離れて行くと思う。 （不明 70 歳以上） 

 商店街のシャッターが多いので寂しい。 （不明 70 歳以上） 

 

 

 

４ 人と自然が共生し環境負荷の少ないまちについて ··········· （102 件） 
 

 空気に関する意見 ······················································ 53 件 

 空気が臭い。 （男性 20 代） 

 製紙工場の排気のにおいが強く街が臭い。 （男性 20 代） 

 空気が汚い。自然とふれあえる場所が少ない。 （男性 30 代） 

 産業都市なので仕方がないことかもしれないが、子どもたちにぜん息持ちの子どもが多いような
気がする。 （男性 30 代） 

 空気をきれいにしてほしい。医療体制を整えてほしい。 （男性 30 代） 

 製紙工場から排出されるにおいが気になる。特に東芝キャリア近くの陸橋でのにおいがきつい。
 （男性 40 代） 

 空気をきれいにしてほしい。 （男性 40 代） 

 空気が悪い。水害が不安。 （男性 40 代） 

 製紙会社が多く、独特のにおいがする。富士市に来てから気管支ぜん息になった。 
 （男性 40 代） 

 煙突やボイラーからはかなり汚い物質が出ている。これだけ工場があると、煙突やボイラーの清
掃はしっかりやっているのかぜん息を持つ子の親として心配である。 （男性 40 代） 

 工場が多くにおいがきつい。空気が汚れていてすぐに網戸が汚れて困ってしまう。 
 （男性 40 代） 

 とにかく臭い。これだけ環境について厳しい世の中になってきたのだから、製紙会社に対しても、
もっと厳しく指導なり、改善を要求してもらいたい。 （男性 40 代） 

 空気のきれいな街にしてほしい。 （男性 40 代） 

 においの原因や、場所、頻度などのデータはあるか、調査をし改善してほしい。 （男性 50 代） 

 ある企業の工場の煙突の煙が気になっている。体に害がないのか。 （男性 60 代） 

 住みやすい街だと思うが、家が高台にあるため工場の煙が風向きにより直接来る。悪臭がひどく、
困っている。何とかしてほしい。 （男性 60 代） 

 富士市外から来た人の多数が、においや空気のよどみなどが気になるということを耳にするが、
環境面でそういうものが少しでも少なくなればと思っている。 （男性 60 代） 

 今でも大気が臭いときもある。 （男性 60 代） 

 製紙会社の煙突が少なくなる方法を考えてほしい。また富士市は活気あるまちづくりを。
 （男性 70 歳以上） 

 製紙会社の近くということもあり、においが気になる。 （女性 30 代） 

 空気が悪い。 （女性 30 代） 

 富士市に住んで５年だが、今でも製紙工場のにおいが気になる。このにおいは体に害はないのだ
ろうか。 （女性 30 代） 
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 景色も水もきれいなのに空気が悪いのが残念に思う。特にＪＲの駅周辺はひどい。 
 （女性 30 代） 

 静岡市で生まれ育ち、富士市の印象は小さいころはとても悪かったが（悪臭がするとか）、引っ
越してみたらとても改善していて驚いた。 （女性 30 代） 

 製紙会社が 24 時間動いていることと、煙突を短くしたことで、紙くず（紙の粉）が多くなり、ぜ
ん息の子どもがふえている。 （女性 30 代） 

 空気が汚い。 （女性 30 代） 

 工場の排気の空気がにおうので、長時間窓をあけられない。もう少し軽減されるとより住みやす
くなると思う。 （女性 30 代） 

 富士山がよく見える街にもかかわらず、他市からの訪問者から空気が臭い、煙突が多いなどいわ
れるのが残念。 （女性 30 代） 

 近隣の市に住んでいる友達に富士市は臭い街といわれる。駅はその市の玄関なので臭いのは問題
だと思う。 （女性 30 代） 

 工場の煙やにおいが、人体に悪影響を及ぼしていると思う。さらなる企業努力がなされることを
期待してやまない。未来がある子どもたちのために、市政で何とかしてほしい。 （女性 30 代） 

 山の方では空気がいいと感じる一方で、工場の煙の関係か扁桃腺の手術を受けている人が多い感

じがする。 （女性 30 代） 

 昔より空気がよくなったような気がする。昔より市全体が開けたが、山のほうはそのままである。
 （女性 40 代） 

 富士川地区に住んでいるが、橋を渡ると製紙工場のにおいが昔から気になっている。それさえな
ければ富士市はとてもすばらしく思える。 （女性 40 代） 

 製紙のにおいがもう少し何とかならないかと思う。他所から来た人に富士市のにおいと言われる
たびに悲しい気分になっている。 （女性 40 代） 

 製紙工場の煙が臭い。特に週末はにおいがきついように感じる。無臭にはできないのか。
 （女性 40 代） 

 空気が臭い。水がまずい。 （女性 40 代） 

 昔に比べればヘドロのにおいはなくなったのかなと思っていたが、昨年９月ころにまたヘドロの
においがした。 （女性 50 代） 

 工業都市の発展はよいが煙が臭く窓をあけられないなど公害のことも考えてもらいたい。
 （女性 50 代） 

 富士山があるけれども空気が悪い。 （女性 50 代） 

 近くの製紙工場の煙で風向きによって、においで迷惑している。昔よりよくはなっていると思う
が。 （女性 50 代） 

 光化学スモッグや煙突の煙が多い。 （女性 50 代） 

 工場の煙突から出る煙で空気が悪いと感じるときがある。煙突をなくすことができるといいと思
う。 （女性 50 代） 

 工場から出る煙以外はとても気に入っている。 （女性 60 代） 

 富士市は工業地帯で、空気は岩手や福島（親戚とか実家）のような場所と違って、汚染されてい
ると思う。 （女性 60 代） 

 煙突の煙が非常に気になる。大気汚染はどうなっているのか。産業廃棄物の流出による地下水の
汚染が不安。水質検査結果を公表してほしい。 （女性 60 代） 

 引っ越してきた当時は窓をあけておけないほどのにおいがあったが、最近は少なくなっていると
思う。 （女性 60 代） 

 子どものころから富士市に住んでいるが、悪臭と騒音がいまだに生活に影響しており、頭痛を起
こすことがある。特に梅雨どきから夏にかけて戸をあけているときが多い。 （女性 60 代） 
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 勤務先からバイパスを富士市に向け車を運転していると、富士市方面の空の色が悪く煙突も多く、
すごく嫌な気分になる。息子が小児ぜん息で苦しんだので、とても気持ちが沈んでしまう。

 （女性 60 代） 

 工場地帯なので、煙突の煙には、朝夕悩まされている。特に煙のにおいが強く、夜など特に臭く
てたまらない。 （女性 70 歳以上） 

 ぜん息は呼吸がしにくく非常に苦しいので、本人も家族も疲れ切ってしまう。空気や水をきれい
にしてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 富士市に引っ越して１年半たったが、やっぱり空気になじめない。  （女性 不明） 

 昔に比べれば製紙工場の悪臭が減ったが、まだ悪臭が出ている。街の恥だと思う。 
 （不明 40 代） 

 現在の技術なら煙突のない工場が可能なはずである。煙で富士山を汚していて何が自然と調和し
た富士市か。 （不明 60 代） 

 

 

 ごみに関する意見 ······················································ 20 件 

 道路や道路わきに、ごみやたばこの吸い殻が多く、掃除をしてもすぐに汚れてしまう。ペットの
ふんなども、マナーの悪い人が多い。 （男性 40 代） 

 日本一の富士、富士山ろくにごみ処分場があることが間違い。世界的恥である。 （男性 40 代） 

 この不景気にごみの黄色い袋を買ってごみ出しをし、資源の無駄遣いをしているようにしか思え
ない。 （男性 50 代） 

 いまだに事業所のごみが家庭ごみと一緒に出されている。もっと徹底した指導を望む。
 （男性 50 代） 

 広報紙、市カレンダーは不要だと思っている。回覧板でできるだけごみが出ないようにすべき。
 （女性 20 代） 

 せっかく富士山が見えるのに工場の煙がバックの富士山はいつ見ても残念だと思う。
 （女性 20 代） 

 ごみのカレンダーについて。缶や金属類の分別表示の中で、ホーロー製品は埋め立てへと記入し
てあるが、これは埋め立てごみのなかに書いていたほうがよいと思う。紛らわしいので。

 （女性 50 代） 

 広報紙を見るのは頻繁ではないが、ごみのリサイクル（プラスチック）はどのくらいできている
のか、もっとアピールしてほしい。 （女性 50 代） 

 病院、学校などの近隣にごみ焼却施設を建設するような話があるが考えられない。 
 （女性 60 代） 

 私の家の裏には小さな堀があります。（農業用水）上流の水門があくとごみがとめどなく流れて
くる。これが全部海に流れて行ってしまうと思うと心が痛みます。 （女性 60 代） 

 富士駅前の景観が余りよくないと思う。まちなかのポイ捨てごみ、犬の落し物などが目につく。
 （女性 60 代） 

 最近犬の散歩が多い。道路に公園内にふんがそのままで、空気中に漂う不安がある。
 （女性 60 代） 

 田畑から出るごみや雑草を歩道に置いたままの場所がある。常時異臭のする地区がある。快適な
都市にはほど遠い姿があちこち、また季節によって見られる。 （女性 60 代） 

 道路や空地などにごみ（紙、空き缶など）が散乱している。 （女性 70 歳以上） 

 住みやすい街だと思う。山間地で多少の不便があるが、自然に恵まれている。ただ残念なのは、
ポイ捨てごみが多い。 （女性 70 歳以上） 
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 道路沿いの植え込みなどにごみが押し込んであったり、信号が赤でとまっている間にたばこの吸
殻を捨てている人を見たことがあったりする。いくら花を植えてきれいな道路をつくっても、メ

ンテナンスができないというのは残念なこと。 （女性 70 歳以上） 

 市民に不当な負担を強いるプラスチック分別回収を中止してほしい。 （不明 50 代） 

 富士市はごみの捨て場所ではない。市長にはしっかりしてほしい。 （不明 70 歳以上） 

 飼い犬の散歩のマナーが悪い。近所は飼い犬と野良猫のふんだらけで、安心して子どもと散歩が
できない地区だとがっかりしている。 （不明 70 歳以上） 

 油を捨てるときに大変困っている。食用油はすぐに酸化し黒くなると捨てるので、集める場所を
近くに設けてほしい。 （不明 不明） 

 

 

 水に関する意見 ························································ 14 件 

 富士市は水の街、富士山の街。この自然をもっと大事にＰＲできたらいいのではないか。
 （男性 20 代） 

 昔より水がまずくなった。 （男性 30 代） 

 水がおいしくて、気候もよく、住みやすい街だと思う。 （男性 60 代） 

 富士市は水に恵まれた街である。富士山を大切に環境保全に市民を挙げて努力すべきだと思う。
 （男性 70 歳以上） 

 お水が豊富でおいしく思う。 （男性 70 歳以上） 

 水道水がおいしく飲める。 （女性 30 代） 

 水のおいしさに感動した。生活する上でとても大切な水。このよさをずっと守り続けてほしい。
 （女性 30 代） 

 私の家は高台にあり部屋から南に駿河湾、北に富士山と本当に景観に恵まれた場所にある。富士
市は気候もよく、お水もおいしく、大好きな街である。 （女性 50 代） 

 毎日見てもすばらしい雄大な富士山の富士市。水もおいしいし他県の人にもうらやましがられる。
 （女性 60 代） 

 60 年ほど富士市で生活しているが、水がおいしいこと、富士山が四季折々すばらしいこと、空気
がおいしいこと、当たり前に思ったことが当たり前ではないことに気づき感謝している。

 （女性 60 代） 

 水がおいしくて、夏に水が減ることなく安心して使える。一部の都市で取水制限などのニュース
を聞くと特に思う。 （女性 60 代） 

 自然がたくさんあり、空気がきれいで水が冷たくておいしいと思う。 （女性 60 代） 

 毎日、朝富士、夕富士をいつでも見ることができて、本当に富士市に住んでよかったと思う。水
のきれいなこと、そして水がおいしいことは人生長生きできる原点だと感じている。 

 （女性 70 歳以上） 

 富士市は住みよい街だと思っているがただ水に関しては多少不安があり、我が家では水道水は沸
騰してから５分以上煮沸して使うようにしている。 （女性 70 歳以上） 

 

 

 その他の意見 ·························································· 15 件 

 工業都市と感じているが、現在の状態では改善が必要。自然環境は工業都市である限りよくなる
ことはないと思う。 （男性 40 代） 

 浮島沼の自然環境を守ってこれ以上商業建物をつくらないようにする（工業団地、大型スーパー
は失敗行政）。 （男性 50 代） 
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 もっとエコロジーに真っ向から取り組み、環境再生工業都市になるように願っている。
 （男性 50 代） 

 潤井川に魚道をつくってほしい。 （男性 50 代） 

 工業から商業地になってきた感じがし、以前より環境がよくなっている。開発より自然重視を望
む。松林の管理充実をしっかりお願いしたい。 （男性 60 代） 

 富士市の森は、杉、ヒノキが密植されて暗い。植物（生物）の多様化ができない状態である。明
るく、生物が多くすめる森づくりに協力したい。 （男性 60 代） 

 年間を通して天候に恵まれていると思う。 （男性 70 歳以上） 

 今ある、田んぼや自然をこれ以上なくさないでほしい。人が自然にいやされる環境をつくってほ
しい。スーパーが多過ぎると思う。品質の高いスーパーだけあれば十分である。 （女性 30 代） 

 家の周りの田んぼや畑が、年々少なくなってきている。地産地消と言うが、地元でとれたものが
将来少なくなるのではと心配になる。 （女性 30 代） 

 四季折々の富士山が見られるふもとに住み幸せである。 （女性 30 代） 

 地区が発展していくことはよいことだと思う反面、徐々に水田が消えていくことにこれでいいの
か疑問に思う。また地球の温暖化防止のためには、自然を残したほうがよいのではと思う。 

 （女性 40 代） 

 全体的にはとても住みやすく、自然が豊かな街だと思う。これからもっとエコに協力して生活し
たいと思う。 （女性 60 代） 

 昔に比べるとよくなったが、まだまだ風向きによっては田子の浦港のヘドロのにおいに困ってい
る。また介護サービス向上を目指してほしい。特に元吉原地区は高齢者が多いので。

 （女性 60 代） 

 生活する上で気候、風土がすばらしい街だと思う。 （女性 70 歳以上） 

 もっと環境のよい街にしてほしい。 （不明 50 代） 

 

 

５ 魅力ある教育を実現するまちについて ······················· （29件） 
 

 スポーツに親しむ環境に関する意見 ······································ ９件 

 スポーツ施設の充実感がない。野球場や陸上競技場にナイター設備がなく中途半端な施設が多い。
年に１～２回プロ野球やサッカーの試合ができるような設備を希望する。 （男性 30 代） 

 緑の豊かな街、公園、スポーツができる場所の環境の充実を願う。 （男性 40 代） 

 自分の周りの環境は住みやすいところだと思う。ふじさんめっせなどあいているときに、簡単な
運動器具を置いて、だれでも使用できるようにしてほしい。 （男性 40 代） 

 高齢者専用のスポーツ施設（グラウンドゴルフ、ゲートボール場）の充実をお願いしたい。
 （男性 70 歳以上） 

 高齢者のグラウンドゴルフの愛好者がふえているので、富士川緑地公園にグラウンドゴルフ専用
の用地をつくってほしい。 （男性 70 歳以上） 

 まちづくりセンターや市立体育館などで遅い時間からでもスポーツ、体操、ヨガなどできる教室
ができたらうれしい。 （女性 20 代） 

 ひとりでも参加できる運動施設、仲間がいなくてもいつでも行ける、参加できる施設、あるいは
場所がない。特に年金生活者が行ける、楽しめる場所が少な過ぎる。 （女性 60 代） 

 今から、どんどん高齢社会になっていくので、気軽にウオーキングができるような環境が欲しい。
 （不明 60 代） 
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 中学校海側松林内にあったグラウンドゴルフの練習場が中学校のテニス練習場としてとられてし
まった（４～５年前）。東側にグラウンドゴルフ場をつくるという話だったが、いまだにつくら

れておらず、荒地のままである。高齢者の不活性は反社会的だと思う。 （不明 不明） 

 

 

 まちづくりセンター講座などに関する意見 ································ ８件 

 市で主催する講座などに参加したくても、子どもを預けるところがなく行けない。講座を土・日
や夜遅くまでやってほしい。みんながみんな平日に参加できるわけではない。 （女性 20 代） 

 若者向けのスポーツ講座（バドミントン、バスケットボール、フットサルなど）が少ないので、
もっと気軽に参加できるような環境をつくってほしい。 （女性 20 代） 

 富士市の中の一つの地区として、富士川地区でも、いろいろ参加しやすい講座など開いてほしい
（ヨガや子どもの体操など）。 （女性 30 代） 

 フィランセで行っている離乳食講習会について。母親は栄養士の方の実演を見ているだけだが、
静岡市では実際に自分でつくったりするらしい。沼津市では、出産後に同じ生まれ月の子どもた

ちが呼ばれ、友達づくりができるらしい。 （女性 30 代） 

 文化的におくれていると感じる。市民講座やまちづくりセンター講座においてもスポーツ系が多
い。絵画講座や二胡、バイオリンなど、なかなか個人的に教室へ通いにくいと感じるものを開講

してほしい。 （女性 40 代） 

 まちづくりセンターの活動に参加しているが、当日に先生が姿を見せず、それぞれ活動している
姿が見られる。 （女性 50 代） 

 60 歳以上の人に対しての講座など勉強をするところが欲しい（教養講座）。だれでも入れるスポ
ーツ教室など。 （女性 60 代） 

 まちづくりセンター講座や自主グループで、初心者や未経験者が参加できるものが少ない。
 （女性 70 歳以上） 

 

 

 芸術文化に関する意見 ·················································· ８件 

 スポーツや文化イベントの企画や外部からの誘致をもっと積極的に行ってほしい。大淵の芸術村
のサポートをお願いしたい。 （男性 50 代） 

 文化都市を目指す富士市として美術館がないのは残念に思う。 （男性 60 代） 

 富士市在住の人の文化芸術だけの発表会しかないように思う。できれば日本、世界の文化や芸術
の発表の場があればよいと思う。 （男性 60 代） 

 富士市全小中学校で自分の学校から見た富士山を描き、ふじさんめっせを使用して展覧会を開く。
 （男性 70 歳以上） 

 富士市は嫌いではないが特に秀でたものや事柄がないように感じる。何か一つ環境でも芸術文化
でも「やっぱり富士市」というものがあれば、街の活気にもつながると思う。 （女性 30 代） 

 文化、芸術におくれていると思う。美術館があってもよいと思う。 （女性 50 代） 

 文化面での充実を図ってほしい。美術館や映画館など。よい映画を見られるよう、側面的な援助
をしてもらいたい。 （女性 50 代） 

 富士市の人の心の貧しさを感じる。大人も子どももより高い文化と芸術を学べる場と、コミュニ
ケーションの場を持ってほしい。ボランティアにもすべての人に。 （不明 60 代） 
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 その他の意見 ·························································· ４件 

 ロゼシアターやふじさんめっせなども、もっと利用できるようなイベントをふやしてほしい。
 （男性 60 代） 

 大学ができたりスポーツする場所が多くなったりしてよいと思う。ただ定年を過ぎた人々がゆっ
くりくつろげる場所がもっとあるとよいと思う。 （女性 50 代） 

 市の施設（ラ・ホール富士、富士市交流プラザ、ロゼシアターなど）をもっと利用しやすいよう
に使用料を安くしてほしい。 （女性 50 代） 

 図書館はだれのために運営されているのか。閉館時間が早過ぎる。市職員の労働のための図書館
は不要である。 （不明 50 代） 

 

 

 

６ 人にやさしい便利で快適なまちについて ··················· （280 件） 
 

 車に依存しない移動環境の整備に関する意見 ···························· 120 件 

 

 母が運転できないので、バスや岳鉄を利用しているが、本数が少ないのでもう少し便数があると
いいと思う。 （男性 20 代） 

 富士川地区に住んでいるが、車を運転できなくなったら生活していけるのか不安。 
 （男性 20 代） 

 富士市の街は車社会になりつつあると思う。富士駅周辺を開発してほしい。根方線の道路を広く
してほしい。 （男性 20 代） 

 電車やバスなどの本数をもっとふやしてほしい。 （男性 20 代） 

 車がないと生活ができない。高齢者が自動車を運転しなくても済むような共用サービスがあれば
と思う。 （男性 20 代） 

 交通が不便。車以外での移動手段が遅くまでやっていない。公共のバス、電車が少ない。
 （男性 30 代） 

 富士駅と新富士駅を一つにしてほしい。バスをもっと運行してほしい。 （男性 30 代） 

 交通の便が悪い。富士駅前に活気がない。脳やがんの専門の病院が必要だと思う。 
 （男性 30 代） 

 公共交通機関（バス）が不便。コミュニティバスの運行で努力しているが、アピール不足。そん
な中、先日の回覧板でバス時刻表が入っていたことは利用を促す意味で大変よいと思う。

 （男性 30 代） 

 公共交通機関の利便性を今よりもよくしてもらいたい。バス停の増加、本数の増加など。
 （男性 30 代） 

 新富士駅から富士駅のアクセス整備は何年かかっているのか。便が悪過ぎる。 （男性 30 代） 

 交通が不便、車での移動が多いので電車やバスの配備を多くしてもらいたい。大淵は道が狭く、
子どもたちの通学が危ないと思う。 （男性 30 代） 

 車がなければ不便な都市なのだから、渋滞の緩和、道路の整備、駐車場の整備などに力を入れて
もらいたい。また、道路工事が多過ぎる。やるなら短期間で効率よくやってもらいたい。

 （男性 30 代） 

 新幹線の駅もあり交通には便利であり、穏やかなところだと思う。住みやすい。 （男性 30 代） 

 ひまわりバスが通る道を、もっとふやしてほしい。年を重ねると大変。 （男性 30 代） 
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 富士駅と新富士駅を線路で結び、その周辺を新たに整備し活性化すべき。ＤＭＶでは無理だと思
う。県内３位の人口であるにもかかわらず、駅周辺の観光案内や商店街が全く活性化されていな

い。 （男性 30 代） 

 近くにバスの停留所があるものの、本数が極めて少なく不便。年をとり、車の運転ができなくな
ったとき外出が面倒になりそうで心配。坂が多く自転車は大変なので、公共交通機関の整備をし

てほしい。 （男性 40 代） 

 公共交通機関の充実を求めたい（主要地域のみだけでなく）。コミュニティバスなど各地区で広
めて高齢者、子どもが安心して自動車に依存しない環境をと考える。 （男性 40 代） 

 交通のアクセスが非常に悪い。交通機関を発達させないと、どんな施設や公園をつくっても人が
移動できない。富士市が都会の中の過疎化にならないように考えてほしい。 （男性 40 代） 

 公共交通機関（特にバス）が必要なときになく、運賃が高い。近所の道が広いのによく渋滞する
し、お金をかけてほしいところにかからず気持ちで乗り越えていくような感じ。 （男性 40 代） 

 富士市は自動車依存しているので、自転車利用者への補助金（通勤、通院）など、独自に取り組
んだらどうか。 （男性 40 代） 

 公共交通機関（バス）の路線、時間、本数をふやしてほしい。 （男性 40 代） 

 公共交通機関の抜本対策と商店街活性化へのさらなるフォローを期待している。 （男性 40 代） 

 公共交通（鉄道やバスなど）が整備されている割には自動車の利用者が多く、公共交通を利用し
ている方は高齢者が多いように見受けられる。 （男性 50 代） 

 交通の便がよいので住みやすいと思う。 （男性 50 代） 

 ＪＲ駅までのアクセス（公共交通）が極めて不便。 （男性 50 代） 

 公共交通機関（特にワンコインバス）の便数とコースをもっとふやしてほしい。 （男性 50 代） 

 公共交通機関が機能していない。自家用車がなければどこへも行けない。 （男性 50 代） 

 中央病院、ロゼシアターなど公共施設への路線バスのアクセスが強く求められると思う。
 （男性 50 代） 

 交通機関の利便性。 （男性 50 代） 

 富士駅付近へのバス路線は多いが、新富士駅付近のバス路線がほとんどなく不便である。
 （男性 60 代） 

 公共交通機関が少ない。 （男性 60 代） 

 市内の交通の便がよいところにはひまわりバスが通っているが、岩松地区などは通らないので不
公平だと思う。 （男性 60 代） 

 富士駅と新富士駅のアクセスの問題を早く解決してほしい。 （男性 60 代） 

 田舎に住んで元気なうちはよいけれど、車の運転ができなくなったら買い物にも行けず、不安で
ある。 （男性 60 代） 

 公共交通機関の充実(運行回数 15 分から 20 分間隔)。駅前駐輪場と改札口との連結。駅前歩道の
駐輪車の指導（権限のある指導者）。 （男性 60 代） 

 最近は病気をして外出を控えているが、高齢で車を運転せず、移動手段はバス、電車となってい
る。バスは時間がおくれたり、時間の間があり過ぎたりして不便。公共交通といえ経営的に成立

しなければと思うが、もう少し人に優しい公共交通となってほしい。 （男性 60 代） 

 市のはずれにいるので行政の手が届かない。特に道路の整備や交通の便が悪い。 （男性 60 代） 

 交通機関が悪い。富士本町、吉原本町などは街に活気がない。 （男性 70 歳以上） 

 私道が公道とつながっていて、交通量が多いのになぜ市道にできないのか不思議。街の中心地で
あり税金も滞納なく納めているので、このような場所を調査し１日も早く市道にしてほしい。

 （男性 70 歳以上） 
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 交通の件で、高齢者の自動車運転を自発的にやめられるように、市、または業者が考えてほしい。
自動車を運転するより楽しくなる方法を一考願いたい。 （男性 70 歳以上） 

 なぜ新幹線駅を吉原駅、富士駅に併置しなかったのか。当時の関係者の目先判断（市民性）が情
けない。新幹線駅を結ぶ公共交通網を一日も早く完成してもらいたい。 （男性 70 歳以上） 

 車の少ない道路が広くつくられているが、車の多い道路は車道が狭い。五貫島、靖国町で同報無
線放送が聞こえにくい。 （男性 70 歳以上） 

 霊峰富士があり、駿河湾があり、富士川があり、伊豆や箱根の温泉地も近く、新幹線新富士駅・
東名高速インターもありと景観と交通の利便性は大変よい。 （男性 70 歳以上） 

 国道は整備されているが、生活道路として使用している市道は狭くて大変不便である。
 （男性 70 歳以上） 

 吉原の街にも富士の街にも人が歩いていない。街の商店に行こうと思っても、駐車場を探すのに
一苦労。 （男性 70 歳以上） 

 富士市在住 40 年以上だが、いまだかつてロゼシアターなどへ行ったことがない。小型バス、タク
シーなどが巡回すればと思うことがある。 （男性 70 歳以上） 

 交通の便が悪過ぎる。 （女性 20 代） 

 新富士駅、富士駅、吉原駅など公共交通機関の乗り継ぎが悪いので不便。 （女性 20 代） 

 新富士駅と富士駅がつながればいいと思う。吉原・富士商店街をもっと活性化できたらいいと思
う。街灯が少ないのでもっとふやしてほしい。 （女性 20 代） 

 交通機関の不便さ。ローカル線の少なさ。新幹線とローカル線の乗り継ぎの悪さ。25 年間前とほ
とんど変化のない富士市であり、住みにくい。静岡市に比べるとすべてにおいて中途半端な市だ

と思う。 （女性 20 代） 

 Ｃバスの乗り場について。今、富士川楽座からのみの乗車だが、乗車場を中之郷、旧富士川役場
まで広げてほしい。多くの高齢者は富士川楽座に行くまでの手段がない。 （女性 20 代） 

 交通の便が悪い。スーパーが近くにないので不便。 （女性 20 代） 

 移動手段が自動車を所有していないと不便である。 （女性 20 代） 

 バスが少ないため、自家用車がなければ暮らせないので不便。近くのスーパーがつぶれ、不便に
なった。 （女性 20 代） 

 車や歩行者にはよいが、自転車の利用者には優しくない。歩道も車道もどちらも通りにくい。
 （女性 20 代） 

 いろいろなところが整備された分、車や人がふえた気がする。公共交通機関のさらなる充実や医
療や介護の保障など、生活に密着したものの充実も求めたい。 （女性 30 代） 

 バスが整備されていなくて困る。富士駅、新富士駅、吉原中央駅にしても、同じ道ばかり通る路
線だけでは、結局利用したいと思う人がふえないと思う。沼津市や静岡市ではきちんと路線があ

るのに、富士市はなぜという感じです。 （女性 30 代） 

 富士市はとても好きだが、交通の便が悪過ぎだと思う。富士本町はどうにかならないのか。あの
ままだと行こうとも思わない。 （女性 30 代） 

 車がないと不便な街だと思う。街のほうは道路も整備されているが、駅南地区などはなかなか整
備されていないので、充実してほしい。 （女性 30 代） 

 新富士駅と富士駅のアクセスが悪く、車に依存している。車を所有していない人にも便利な生活
が送れるよう整備してほしい。 （女性 30 代） 

 車で移動する人が多いせいか、歩道の整備がよくなく、雨の日など水たまりができ、歩きづらい。
改善してほしい。 （女性 30 代） 

 街から離れるとバス、電車など回数が少なくてとても不便で困る。 （女性 30 代） 

 新富士駅と富士駅が離れていることを疑問に思う。 （女性 30 代） 

 もう少し社会的弱者のことを考え停留所や巡回路を考え直してほしい。 （女性 30 代） 
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 夜間、公共の交通手段を充実させてほしい。 （女性 30 代） 

 車で移動しているので、乗れなくなったらどう生活しようかと今から考えてしまう。
 （女性 30 代） 

 私は吉原の東部に住んでいるが、前のように朝の時間に船津発中央病院行きの直通のバスをつく
ってほしい。吉原商店街も便利で買い物ができる街にしてほしい。 （女性 30 代） 

 夜間の交通手段がもっと充実していれば便利なのにと思う。 （女性 30 代） 

 富士駅前の活気がなくなっている。新富士駅との交通手段が車とタクシーのみ。もう少し考えて
ほしい。 （女性 30 代） 

 私の住んでいる周囲は何もなく、老後は住みにくいところだと思っている。買い物も病院も歩い
て行ける範囲ではない。 （女性 40 代） 

 温暖化対策も含め、交通アクセスの不便さを感じる。そのため公共機関（交通機関）の充実を望
む。高齢化対策にもなると思う。 （女性 40 代） 

 現在は車でどこへでも（スーパーなど、病院）行けるが、運転できなくなったら日々の生活への
不安がある。 （女性 40 代） 

 車中心になり過ぎている。運転できない人を考えてほしい。終バスはもう少し遅い時間まであっ
てほしい（せめて 22 時台まで）。 （女性 40 代） 

 子どもとか母子家庭には優しいと思うが、高齢者の方にはいかがか。地域を回るバス、病院の送
迎、重い食品を持っての買い物など、市役所で時間の余っている人がバス免許をとって、高齢者

に接して処理してみてはいかがか。 （女性 40 代） 

 生まれも育ちもずっと富士市です。交通の手段が不便だと感じる。富士市はこれといえるものが
ない。 （女性 40 代） 

 バスの便が悪い。 （女性 50 代） 

 私の住んでいるところには近くにバス停がない。近くに住む高齢者は不便を感じているようだ。
都会のようにはいかないだろうが、何かよい方法を考えてほしい。 （女性 50 代） 

 26 万人の中核都市として、医療の充実とＤＭＶの早期実現をお願いしたい。 （女性 50 代） 

 ＪＲ駅までのバス路線がなく不自由である。街灯をふやしてほしい。 （女性 50 代） 

 私の住む地域は、自動車がなくてはならない移動手段である。今はまだ運転ができる年齢なので
よいが、高齢になったときのことを考えると不安でならない。バスも運行本数が減少し、大変不

便になってきているということをよく耳にしている。 （女性 50 代） 

 バスの運行について。利用者が少ない現実はわかるが、これからも工夫と努力をお願いしたい。
 （女性 50 代） 

 公共交通が不便。ひまわりバスが 200 円になったが、路線バスのほうが安い。1回 200 円ではな
く、距離も併用してほしい。 （女性 50 代） 

 交通の便が悪いので、バスなどの本数がもう少し多ければ助かる。 （女性 50 代） 

 高齢化し、山間のバスが少なくなり、街に行きたいけどすぐ行けないため、私たちが高齢者にな
っていくときが少し怖い。 （女性 50 代） 

 私の住む広見地区には坂道が多く、自転車での登りがきつく、ついつい自動車で移動してしまう。
自動車での移動となると駐車場つきの店に行くことになる。公的バスがもっともっとふえてくれ

ればなと思う。 （女性 50 代） 

 自動車の道路整備はいいので、移動環境は自動車に頼ってしまう。自転車で移動するときもある
が、道路整備が悪く余り利用する気になれない。 （女性 50 代） 

 みなバス、ひまわりバスの料金が高い（多くの方の声）と思う。往復 400 円ではちょっと。
 （女性 60 代） 
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 合併して富士市になったが、役所への用件があると市役所まで出向かなければならない。車に乗
れない人はとても不便。富士駅前のお店はほとんどなくスーパーでの買い物ができなくなり、車

がないと、どうにもならない街のように思える。 （女性 60 代） 

 交通手段がないので、介護が必要になったときが心配である。 （女性 60 代） 

 北松野から富士駅や富士川駅など、バス路線を長くしてほしい。自転車で行っても安全な街にし
てほしい。 （女性 60 代） 

 交通の便が悪く、車がないとどこへでも移動できない地域が多くあり、高齢者には住みにくい。
特に都市部から移転した人たちが、多くの不満をもらしている。 （女性 60 代） 

 最近足腰が弱くなったため歩くよう努力しているが、歩道が整っていないところがあり危ないと
思う。特に鷹岡（滝戸から本町にかけて）。 （女性 60 代） 

 高齢者の移動のバスの回数が減っています。郊外に住むため 80 歳過ぎても自動車に依存しなけれ
ば生活できないのでは大変不安です。マイクロバスのような車を郊外に頻繁に走らせていただけ

たら、老後が安心です。 （女性 60 代） 

 東部はバスの路線が少ない上にバス停が遠いので家族の車を当てにしないと出かけることができ
ない。交通手段がよくなるよう願っている。 （女性 60 代） 

 70 歳以上は東京のようにフリーパスを出してバスを無料にしてほしい。いつまでも車の運転がで
きないので。足がなければ行動範囲が限られてしまいショッピングなどの楽しみがなくなってし

まう。無料になれば高齢者も外に出て買い物が楽しめると思う。 （女性 60 代） 

 イトーヨーカドーが閉店してから車に乗れない世代の方がお買い物に苦労している。駅周辺の一
番便利であるはずのこの場所が今とても不便になった。何とかしてほしい。 （女性 60 代） 

 バスの時間をもう少しつくってほしい。 （女性 60 代） 

 旧富士川町に住んでいますが、市役所に用事があった場合、交通手段がないと大変だと思う。
 （女性 60 代） 

 眼科とか病院回りのバスがほしい。 （女性 70 歳以上） 

 車がないと不便な街。富士山が見え、海が見え、自然豊かで自慢できるところだが、大きな観光
スポットがないように思う。 （女性 70 歳以上） 

 根方街道のバスの便数が少なく、年配者には住みにくい。 （女性 70 歳以上） 

 高齢者となり、最も不自由しているのは、タクシーの使用が必要なこと。歩いて行ける場所は少
ない。病院や市役所に行くときもタクシーを使用している。他地区ではタクシーに小型があり、

割安なことがあるが、富士市では見かけない。弱者無視のようで長命化は悲しい。  

 （女性 70 歳以上） 

 交通が不便。バスが通らなくなり、タクシー代がかかり過ぎている。田舎のほうにも高齢者が利
用できるスーパーの建設を望む。 （女性 70 歳以上） 

 バスだけの移動は、高齢者には行動の範囲が限られてしまう。田舎のことを思えば便利ではある
が。まちづくりセンターがあることで、市役所まで出かけなくてよいのは助かっている。 

 （女性 70 歳以上） 

 大淵地区に住んでいるが、高齢のため、街に行くにも、バスの回数が少なく、使うことができな
い。ほかの地域では 100 円バスが回っているのに、不便な場所にはどうしてできないのか残念に

思う。 （女性 70 歳以上） 

 100 円バスをあちこちで乗れるようお願いしたい。 （女性 70 歳以上） 

 お店が少なく、交通も不便で高齢者は住みにくいと思う。 （女性 70 歳以上） 

 市役所、中央病院、新富士駅、富士インター、吉原駅、東田子の浦駅などに行くのが不便。バス
の数も少なくなり不自由。ひまわりのようなバスを富士市の東方面にもつくってほしい。

 （女性 70 歳以上） 

 70 歳を過ぎているので土曜日、日曜日に市の行事があってもバスがないので不自由だと思う。
 （女性 70 歳以上） 
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 高齢者はどこへ行くにも車で移動しないと買い物ができない。東廻りのバスが少なく大変困って

いる。原田駅のところのバスをもう少しふやしてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 鈴川砂山まで、バスをお願いしたい。街、センター、病院など、なかなか行けない。行きたいと
ころは街のはずれでなかなか行けない。自分でできるときに行きたい。  

 （女性 70 歳以上） 

 高齢者のため病院に行くことが多く、バスがなくタクシーを利用することが多いので国民年金で
はやって行けない。バスを利用できるようにしてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 車の運転ができない人のための交通手段が手薄。バスなど通らなくなってしまった地域では足の
悪い人など外出がおっくうになってしまう。まちなかだけではなく全体の地区のことをもう少し

考えてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 いろいろなものが広範囲にあり、利用できないものがある。旧富士市の本町は寂れている。もっ
と交通機関を整備したほうがよいのでは。 （不明 50 代） 

 公共交通機関がお粗末。高齢者は不自由している。 （不明 70 歳以上） 

 独身、高齢者介護で膝を悪くし歩けなくなって全く困り果てたことは交通手段のないこと（いつ
もは自転車）。まちなかを走るひまわりでは足りない。 （不明 70 歳以上） 

 コミュニティバスがふえてきていることはよいが、段差があり高齢者や障害者が乗り降りしにく
いと思う。ノンステップバスをふやしてほしい。 （不明 70 歳以上） 

 老後に心配がある。救急医療センターは行っても意味がない。特にバスが通っていないので、近
所の方は病院に行くのにタクシーを利用している。 （不明 70 歳以上） 

 まず車がないとどこにも行けない。バスが出ているけど、いざ乗ろうとするとバスがない。 
 （不明 70 歳以上） 

 

 

 まちなかの整備・便利で快適な都市づくりに関する意見 ·················· 108 件 

 大月線（国道 139 号）の信号が優先され過ぎていると思う。そのため、渋滞になりやすい道があ
る。 （男性 20 代） 

 道ばかりつくらず、富士駅から新富士駅の周りを何とかしないと富士市は終わると思う。富士駅
の周りの飲食店など、人が立って客引きをしているのを何とかしてほしい。子どもによくない。

怖い。 （男性 20 代） 

 道路のつくりが中途半端過ぎる。広いと思ったら急に狭くなるところがある。自転車が走りにく
い。 （男性 30 代） 

 ほかの市町村に住んだことがないので、よい市か悪い市かわからないが、今まで不便だと思わな
かったのでよい市なのではと思う。 （男性 30 代） 

 早期に新々富士川橋をつくってほしい。 （男性 30 代） 

 富士本町や吉原本町などを、富士宮市の本町通りのようなきれいに整備されたまちづくりを行っ
てほしい。車で移動してショッピングするのではなく歩いて楽しめるようなまちづくりを。

 （男性 30 代） 

 トラックやダンプカーなど大きな車がとても多いので歩道をしっかり設け、歩行者が安心して歩
けるスペースが欲しい。 （男性 30 代） 

 昔に比べるとまちなかや道路などきれいに整備され、住みやすいまちづくりが進んでいると感じ
ているが、学生の通学路がまだ不十分である。朝のラッシュ時は渋滞が激しく、子どもたちが事

故に遭わぬよう地域で協力し合って交通ボランティアによる見守りを行っている。 

 （男性 30 代） 

 公園や街路に緑が多く、よい街であると思う。ほかの市、県の方がうらやましがっている。これ
からも維持してほしい。 （男性 30 代） 

 富士駅周辺は、富士市の中心なのでもっと環境を整備し充実させてほしい。 （男性 40 代） 
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 富士山があるのに有効に活用されていない。道路が狭いところが多い。橋の工事が予定どおり終
わらなかったり、歩道も整備されているところが少なかったりする。小学校周辺の道路の整備を

早く進めてもらいたい。 （男性 40 代） 

 富士南地区に住んでいるが、道幅が狭いのにふたのない川があり、通行のときに大変である。側
溝などの道路整備をお願いしたい。 （男性 40 代） 

 道路行政については、もっと地域に根差したことを何よりも先にお願いしたい。狭いところや危
険箇所を優先的に。第２東名（市は関係ないが）よりも生活道路の改善を。 （男性 40 代） 

 東京へのアクセスがよい。レジャーについても、海、山などへ出かけやすい。 （男性 40 代） 

 富士市は公園などが多く、トイレなどの清掃が行き届いて、よかった（岩本山公園）。
 （男性 40 代） 

 道路整備（信号機を含む）が非常におくれている。新富士駅と富士駅が離れている。富士川に架
かる橋が少ない。公共交通機関が全く整っていない。 （男性 50 代） 

 道路整備。富士東高上から西へ抜ける付近の整備を急いでほしい。 （男性 50 代） 

 緑が少ない。歩道がない道が多い。無駄な土木事業が多い。 （男性 50 代） 

 私が一番強く思うことは、身延線を延伸して新富士駅と富士駅がつながれば大変便がよいまちだ
と思う。 （男性 50 代） 

 市内のどこからでも富士山の景観を楽しめるよう、すべての電線を地中に埋めてほしい。また、
高層ビルは条例で制限する。 （男性 50 代） 

 道、歩道のバリアフリー化を行ってほしい。 （男性 50 代） 

 富士市の市の中心はどこか。分散し過ぎていないか。道路整備がおくれていて渋滞が多いのでは。
 （男性 50 代） 

 幹線道路の植栽に雑草がひどく街全体が策獏雑然とした風景となっている。雑草の除去を徹底し
てはどうか。 （男性 50 代） 

 富士駅前、吉原商店通り、ともに雑然としていて美しくない。行きたいと思わない。
 （男性 50 代） 

 鷹岡地区について。子どもたちの通学路の整備。水害を最小限にするための整備。 
 （男性 60 代） 

 公園工事など、業者に施工上の注意点を徹底させる必要があると思われる。工事完了後の点検も
いい加減なところが見られる。同じ業者が常に受注できることもおかしい。 （男性 60 代） 

 中里地区の車道、自転車道、歩道の区分け、整備をしてほしい。車の利用を減らし、自転車にし
たくとも危険がいっぱいである。 （男性 60 代） 

 路面がデコボコし過ぎ（ガスや水道工事など個別で行うためか）。 （男性 60 代） 

 今ある公共建物の有効利用。駐車場の利用を割安に。木陰やベンチ、駅前の駐車場をふやしてほ
しい。余りにも殺風景で温かみが感じられない。 （男性 60 代） 

 いろいろな面で住みやすい街だと思う。その中で側溝の工事の遅さが気になっている。150 メー
トルぐらいの側溝の工事が５年以上たってもいまだ終了していない。 （男性 60 代） 

 新々富士川橋ができたらもっと市街地や県営プールに行くことができるのにと常々思っている。
 （男性 60 代） 

 富士駅周辺、新富士駅周辺の交通網をよくして交通の起点となるようにし、吉原中央駅は縮小し
ていったらと思う。市民農園の開発と貸し出しを広げていただきたい。 （男性 60 代） 

 元吉原地域は高齢化が進み、今後通院や買い物に交通の不便が気になっている。 （男性 60 代） 

 美しい都市づくりやスポーツに親しむ環境など、掛け声やスローガンはあるが、整備が進んでい
るという実感はない。 （男性 60 代） 

 道路が狭いので四つ角では見通しがきかないところがある。主要道路での渋滞もときどきある。
 （男性 60 代） 
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 新々富士川橋をつくり、富士市地域と旧富士川地域の市民生活活動が円滑にできるようにお願い
したい。 （男性 60 代） 

 公共設備（駐車場も含め）が中途半端で小さい。将来を見据えて、もっと大きいものにしたほう
がいいのでは。 （男性 70 歳以上） 

 大淵地区は高齢者のみで住める地区ではないと思う。すべてにおいて要改善地区だと思う。
 （男性 70 歳以上） 

 広告を少なくするようにしてほしい。景観を損ねている。 （男性 70 歳以上） 

 残念に思うことは、新富士駅と富士駅、富士川町、吉原駅が別々で富士市（商店街）の発展に支
障を起していること。街そのものがまとまっていないと思うのは私だけか。地域の人間関係がば

らばらだと思う。 （男性 70 歳以上） 

 旧富士市と旧吉原市との差が大き過ぎる。第一は駅南（富士）地区に公共施設（体育館、図書館）
がなく、大変不公平である。 （男性 70 歳以上） 

 大淵地区の道路の整備をよくしてほしい。林道の整備もお願いしたい。 （男性 70 歳以上） 

 東海道線と新幹線の駅が離れていることが、とても不便に感じる。 （男性 70 歳以上） 

 水路に何も柵がないのでつけてほしいと思う。公園をふやしてほしい。バスを走る道路をもっと
ふやしてほしい。 （女性 20 代） 

 朝の通勤時、富士川橋がとても混雑、渋滞しているので、早く新々富士川橋を完成させてほしい。
 （女性 30 代） 

 まちなかは便利になってきたが、よくなっているところとなっていないところの格差が大きい。
 （女性 30 代） 

 道路の脇の側溝が多く、通学時に危ない。大人でも油断すると落ちる場所もある。 
 （女性 30 代） 

 何に対しても、不便で仕方がない。 （女性 30 代） 

 大淵から下って、西富士道路に乗る際、渋滞が朝、夕とたびたびある。住宅地もあるので、道路
整備がされるとよいと思う。 （女性 30 代） 

 街並みがバラバラ（特に各商店街）。休日をゆっくり過ごせる場所がない（公園横にカフェなど
があれば）。 （女性 30 代） 

 歩道のある道が少なく登校など子どもたちが危ないと思う。また街灯が非常に少ない。
 （女性 30 代） 

 新富士駅南口の駐車スペースの改善、渋滞緩和を検討してほしい。駅ロータリーが夜は暗い。明
るい照明が必要である。 （女性 30 代） 

 基本的にとても住みやすい街だと思う。一番混んでいる道路は広げていないので今まで以上に通
り抜けるのが大変になっている。全部やるか今までのままのほうがよかった。 （女性 30 代） 

 治安がそれなりによい。新幹線の駅があるので西へも東へも行きやすい。海、山、川があって子
どもを育てるのによいと思う。 （女性 30 代） 

 道路が東西南北で直進していないため生活しづらい。電線が地中に埋めていないため、鳥のふん
で汚い。また、富士山が電柱、電線で美しく見えないのが残念だ。 （女性 30 代） 

 子どもが通う通学路で片側にしか歩道がなかったり、信号機のない横断歩道だったりと、安全面
で心配な部分があるので、そういった場所をもう少し整備してもらいたい。 （女性 30 代） 

 狭い道路での車の運転マナーが危険に感じるときがある。特に商店街の自転車と歩行者が行き交
うところは、十分な注意が必要なのに。 （女性 30 代） 

 富士市は、公園がたくさんあり、また整備されているので、幅広い年齢層の人たちが利用できる
すてきな街であると感じている。 （女性 30 代） 

 吉原駅など時間貸の駐車場の整備。街灯をふやしてほしい。 （女性 40 代） 
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 いつも感心するのは、道路（アスファルト）に穴が開いたとき、ものの数日で直してくれること。
不景気といいながら新しい店舗が出店してくれて、にぎやかになっているのがよい。 

 （女性 40 代） 

 歩道が狭い。 （女性 40 代） 

 朝の通勤ラッシュ時の渋滞にはいつも悩まされている。新々富士川橋の早急な開通は長年の願い
である。 （女性 40 代） 

 道路の広いところが多い。住宅が多くなっても街灯がなかなか設置されていない。安全面からも
検討してほしい。 （女性 40 代） 

 根方の道路は狭く車のすれ違いに注意が必要。早く安全な道路にしてほしい。 （女性 40 代） 

 富士宮市よりも財政が豊かなのに、まちおこしのアイデアが乏しい。富士駅周辺を整備してほし
い。もっと文化的な魅力のある駅にしてほしい。 （女性 40 代） 

 自動車の朝夕の渋滞がひどい。早く新々富士川橋をつくってほしい。第二東名ができている部分
だけでも使わせてもらいたい。 （女性 50 代） 

 道路工事が多い。特に年末、年度末になるとどこを車で通っても工事しているため、目的地に行
くまでにかなり時間がかかる。誘導する人も、もう少し適切にしてほしい。 （女性 50 代） 

 富士駅、吉原駅などの駅前のあり方をもう少し考えてほしい。駅に立って見ると、寂しさを感じ
る。 （女性 50 代） 

 中央公園のバラがきれい。 （女性 50 代） 

 メーンの道路、歩道の整備はされているが、国道沿いの側溝などが昔のままで狭いため、自転車
で走行するときは怖い。高校生が通学に使用する場所は早く整備してほしい。 （女性 50 代） 

 静岡や東京などに行くのに、どちらにも行きやすいと思った。 （女性 50 代） 

 ほかに住んだことがないので、具体的に長所や短所が出てこないが、大きな不満も感じていない
ので、生活しやすいところだと感じている。新富士駅にせめて「ひかり」がとまってくれれば、

もっと便利だと思う。 （女性 50 代） 

 市街地の便利さと整備の速さに比べ、郊外のおくれに差があり過ぎるように思う。渋滞や、病院
までの交通の便など、足腰の弱い高齢者や車のない人には負担が多過ぎる。 （女性 50 代） 

 富士駅周辺（特に駅前の商店街）の全体に暗いイメージが気になる。新幹線の駅と離れているの
が活気づかない原因のような気がする。 （女性 50 代） 

 朝夕の道路の渋滞を何とかしていただきたい。早く新々富士川橋をつくって、今の渋滞を緩和し
てほしい。１日も早い解決を。 （女性 50 代） 

 道路が狭い上に電信柱が道路脇に立っている箇所があり、通行の妨げになっている。景観をよく
するためにも電信柱は地中に埋設してほしい。 （女性 50 代） 

 まちづくりセンターや市役所に出向くことがなく、買い物も地域上富士宮方面が多いため、たま
に市の中心方面に出向くとさま変わりに驚かされる。 （女性 50 代） 

 富士川橋の渋滞がひどい。何とかしてほしい。 （女性 50 代） 

 富士川地区（中之郷）は坂の街のため、高齢者にとってはとてもつらい街である。大型スーパー
の移動販売車が新鮮な野菜や魚肉など曜日を決め、毎週来てくれるとよいと思う。 

 （女性 50 代） 

 全体から見ると富士市は住みやすいよい街だと思う。しかし私の住んでいるところは非常に住み
にくい。特に人間性というか人間的によくない。 （女性 60 代） 

 選挙の投票所が他地区との境目らしく、遠いので行く気がしない。地区ごとで区切っているのは
理解できるが、２～３分で行けるのに 20 分くらい離れているところまで行かなくてはならないの

では、投票に行く気にならない。 （女性 60 代） 

 富士市に住んで 29 年、子どもたちもこの街で成人し第２の故郷になった。富士市が、あらゆる面
で住みよい街になることを希望している。 （女性 60 代） 



 

143 

 新々富士川橋の建設に時間がかかり過ぎているように感じる。 （女性 60 代） 

 住みやすいよいところだと思う。 （女性 60 代） 

 富士南地区に住んでいるが、１メートルから２メートル幅の川がたくさんある。田んぼの水ひき
がなくなった場所はなるべくふさいでいただきたい。 （女性 60 代） 

 散歩をしているとどこの庭にも色とりどりの花が咲いて心豊かになる。スーパーが近いので何で
もすぐに間に合って便利だと思う。 （女性 60 代） 

 道が狭いので早く広見から一色の道を広げてほしいと思う。 （女性 60 代） 

 道路のつくりかけのところが多いと思う。 （女性 60 代） 

 富士山を毎日見ることができることと海もすぐ近くにあり環境に恵まれている。よい環境がずっ
と続くように、そして、生活しやすい富士市となるようにしたい。 （女性 60 代） 

 道が混雑していて通勤が大変。富士川橋の整備をしてほしい。 （女性 60 代） 

 県道だというのに、蛇がカエルを飲んだような道が多過ぎる。 （女性 60 代） 

 富士市から他市に移り住んだことがないので他市との比較はできないが、道路、建物などの整備
は順調に行われていると思う。 （女性 60 代） 

 道路も整備され、住みよい市だと思う。 （女性 60 代） 

 郵便ポストの数が少なくなりかなり遠方まで出かけないと投函できず不便になった。
 （女性 60 代） 

 車優先の現状から歩行者・高齢者・子どもたち優先のまちづくりに変えるべき。具体的プランを
つくり、一歩一歩実現してほしいと願っている。 （女性 60 代） 

 居住 10 年、車の数が増加し道路は少しずつ変わったが、当時のまま変わらないのは歩道である。
特に西側は自転車も怖くて走れない。私のみではなく多くの方が思っている。 （女性 60 代） 

 富士市でも電線の邪魔にならない程度に街路樹の枝を切ってみたら、うっとうしい感じがなくな
ると思う。 （女性 60 代） 

 富士駅南口側の道路の舗道整備を早急にお願いしたい。 （女性 70 歳以上） 

 高齢者が住みにくい街になりつつある（病院、買い物、交通機関など）。 （女性 70 歳以上） 

 富士市に住んで 53 年になるが、祖父の故郷はやっぱりすばらしいと思う。余り外出しない分、い
ろいろな方と接する環境に恵まれて大変ありがたいと感謝している。 （女性 70 歳以上） 

 私は道路沿いに住んでいるが、舗装が余りよくないように思う。 （女性 70 歳以上） 

 丘地区は道路中が狭くて、自動車が多く、人道路はでこぼこして、スーパーに買い物に行くのに
大変。道路の整備（厚原中通りなど）をしてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 富士市になってよくなったことも多々あるが、不便なところもある。 （不明 30 代） 

 中心部は整備されているが、郊外はまだまだ整備されていない。 （不明 50 代） 

 生活圏道路が狭い。家などを建て直すときなどに道を広げる改築をしてほしい。 （不明 50 代） 

 公園や遊歩道の整備など市民が自然とふれあう場所や機会を提供することを期待する。
 （不明 70 歳以上） 

 大学をつくってほしい。富士駅から新富士駅の間を結んでほしい。 （不明 70 歳以上） 

 新富士駅前、特に南口が狭いので何とか整備してほしい。道路工事が多いような気がする。
 （不明 不明） 
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 富士山の景観を活かした都市づくりに関する意見 ························ 40 件 

 中里に富士山と新幹線の一緒に撮影できるスポットがあるのに人々が来やすい環境がそろってい
ない。 （男性 30 代） 

 富士山を中心とした観光やレジャーを盛んにしてほしい。 （男性 40 代） 

 せっかく日本一の富士山のふもとの街なのでもっとアピールできることはするべきだと思う。ほ
かの市は気にせずに富士市は独自で頑張ってほしい。 （男性 40 代） 

 もっと富士山を活かした都市づくりをすることが必要。企業誘致が下手だと思う。 
 （男性 40 代） 

 富士山を世界遺産に。そのための諸事業に力を。産廃は排除。少なくとも他市、他県の侵入を阻
止。 （男性 50 代） 

 中心市街地を結ぶ移動網をつくってほしい。沼津、清水のような田子浦港の観光（産業）活性化。
製紙工業を街の観光としての利用、工場見学など。 （男性 50 代） 

 日本一の富士山があるのにもったいないと思う。新富士駅でＰＲをしているがもっと努力しても
いいと思う。桜エビ、シラス、お茶、富士山、もっと知ってもらって活気のある市にしてほしい。

 （男性 50 代） 

 富士市の豊かな自然と景観を基にほかの地域より観光客が来るような施設が欲しい。例えば第二
東名から富士山、駿河湾、南アルプスを見渡せるような施設があれば観光客を呼び込み市の活性

化につなげられると思う。 （男性 50 代） 

 富士市に観光の目玉をつくってほしい。せっかく日本一の富士山があるのに、もっと新幹線の駅
を活かしてほしい。 （男性 50 代） 

 美しい富士山がよく見えるところに 10 階以上のマンションは許せない。やっぱり市はもう少し景
観をよく考えて許可すべき。 （男性 50 代） 

 観光アピールが下手だと思う。 （男性 50 代） 

 新富士駅を利用した県外からのお客様に、富士山の景観を存分に楽しんでいただくため、富士山
に向かう道路は、電灯線、電話線などをもっと少なくしたらどうか。 （男性 60 代） 

 富士山の活用が少ない。 （男性 60 代） 

 富士市の中心がどこなのかわからない。まちづくりが目に見えない。観光面での伸びがはっきり
しない。 （男性 60 代） 

 海に接しているので、海岸リゾートの計画（ホテル、遊戯場など）がおもしろいと思う。
 （男性 60 代） 

 景観に対するＰＲを積極的に取り組む必要があると思う。 （男性 60 代） 

 毎日、振り返れば日本一の富士山を背に生活できるのは、幸せだと思っている。気候も暖かいし
住むのには日本一だといつも思う。市は観光に力を入れるようだが、少しぐらいの投資ではだめ

だと思う。 （男性 60 代） 

 静岡空港ができ、富士という名がついている市なのに、もっと富士山と結びつけたまちおこしを
やってほしい。富士宮市におくれを取っているしもったいないと思う。 （男性 60 代） 

 富士市を観光の街にしようとする、いろいろな取り組みが行われているが、それは基本的に無理
だと思う。観光を考えるより、自然や環境に配慮した製紙の街を全国にアピールするほうが、経

済的にも富士市のイメージアップにも効果があると思う。 （男性 60 代） 

 富士山の見えるところで生活できて幸せに思う。 （男性 60 代） 

 比奈の竹採公園にかぐや姫資料会館をつくって、観光の目玉にしてほしい。 （男性 60 代） 

 富士川河川敷や岩本山公園などの整備充実化による富士山の景観を活かしたまちづくりのさらな
る推進を望む。 （男性 70 歳以上） 

 友人や知人が岩本山公園に来ても、富士市内を回らないでよそに行ってしまう。富士山の見える
富士市を、もっと上手に観光などに活かしてもらいたい。 （男性 70 歳以上） 
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 日本一の富士山。風光明媚な富士市に生まれて最高によかったなと思う。富士山を世界遺産にと
の思いでいっぱいである。 （男性 70 歳以上） 

 毎朝、富士山が拝めること。天気のよい日は日本一です。 （男性 70 歳以上） 

 富士山ナンバーなど小手先のことより、富士山を活かしたまちづくりをしてほしい。例えば、Ｎ
ＨＫのカメラを市役所屋上に設置し、四季を通して全国に発信するなど。 （女性 30 代） 

 富士市から見る富士山が一番きれいだと思うのに、それを観光に活かしていないのが非常に残念。
県内外から人が集まってくるような観光スポットをつくってほしい。富士市にお金を落とす工夫

がいるのでは。 （女性 40 代） 

 富士市はお金があるのに、他県から来た人を案内するところがない。沼津港、清水港に比べて田
子の浦港は全然だめ。富士山を見せるところが整備されてない。 （女性 50 代） 

 海や山があることで自然と親しめる点では誠に富士市はよいところだが、宿泊者がふえるほどの
魅力がこれといってない。観光客がふえる工夫もしてほしい。 （女性 50 代） 

 美しい富士山があるのに高層マンションなどがあるのが残念に思う。京都市のように景観の整備
をしてほしい。河川、小路の整備をきちんとやってほしい。 （女性 50 代） 

 富士市には日本のシンボル富士山がある。それなのに景観のよいところは余りないと思う。これ
をもっと押し出した観光事業、イベント誘政など積極的に進めていただきたい。 （女性 50 代） 

 工業だけに頼るのではなく、富士山の景観を活かした観光にも、もっと取り組んでほしい。
 （女性 50 代） 

 富士山と煙突。これが富士市。むしろ積極的にこの構図を活かす方法を考えていったらどうか。
探せばすばらしい観光資源があるのにもったいない。富士駅、吉原中央駅、吉原駅、すべてがバ

ラバラに存在しており、核になるものがないと感じる。 （女性 50 代） 

 もっと観光に力を入れてはどうか。美しい富士山の姿を活かしたスポットへ集客できないか。富
士川の河川敷に桜並木、四季に楽しめる花壇を土手に。とにかく日本一の富士山をメーンに、観

光スポットか施設で日本全国から集客し、地場産品でもてなして、活気ある富士市にしてほしい。

 （女性 50 代） 

 県外より来た方々に富士市のここを見てほしいというところが少なく、日本一の富士山を見なが
らいやされる場所や、宿泊する場所がないと思う。もっと富士山を活かした街になってほしい。

 （女性 60 代） 

 世界一の富士山のそばにいられる私たちは幸せな市民である。そして誇りに思っている。ただ、
富士市は知名度が高い割には観光客が少ない気がする。 （女性 60 代） 

 災害が少ない。日本一の富士山が部屋の中にいて見えることが最高。 （女性 60 代） 

 富士駅と新富士駅が別なので富士市の発展に大きく影響していると思う。岩本山の梅園をもっと
宣伝して熱海梅園のように観光化するとよいと思う。 （女性 70 歳以上） 

 早く、富士山が世界遺産になることを望んでいる。 （女性 70 歳以上） 

 街に活気がなくて、少し、寂しい。美しい富士山がそびえ立つ富士市なので、それを活かして、
まちづくりをしてほしい。 （不明 70 歳以上） 

 

 

 その他の意見 ·························································· 12 件 

 中央公園みたいな公園をふやしてほしい。河川の防波堤上をジョギングできるのはよいが、水の
ほとりに道をつくり、歩けるようにしてほしい。 （男性 20 代） 

 ペットを飼う人が多いのにドッグランがないので、休日に市内で過ごさずに市外へ行くという人
が多い。お金が市外に流れてもったいない。 （男性 30 代） 

 富士市の行政として、次世代の産業、商業を発展させようと取り組んでいる姿勢が見えない。す
ばらしい自然や環境があるのに富士市のＰＲが少ない。個々の努力では広まらない。

 （男性 30 代） 
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 富士市は県内において財政的に豊かなほうだと思うが、生活していて実感できることが少ない。
 （男性 30 代） 

 どうでもよさそうなところの工事が多い。必要性の検討と確認者（機関）のチェック強化が必要
では。 （男性 40 代） 

 地場産業の製紙の歴史と製造工程体験コーナーなどを観光と結びつけて、紙を前面に出した観光
の開拓をお願いしたい。 （男性 70 歳以上） 

 道路や公園が整備されて住みよい街になっていると思う反面、近所の里山や小川が消え、自然と
親しむには車で遠くまで行かなくてはならない。子どものころの土で覆われた自然の状態に戻っ

てもらえたらと思う。 （女性 30 代） 

 ペットは家族の一員といわれるようになって久しいと思うが、市内には安心して遊ばせることの
できる場所がない。ぜひドッグランをつくってほしい。 （女性 40 代） 

 市役所が遠い。 （女性 50 代） 

 気候が温暖で、産業が盛んで、住みやすいと思う。 （女性 50 代） 

 お祭りなども年々よくなるならわかるけど、毎年同じことの繰り返し。観光もだめ。市長は何を
しているのかと思う。 （女性 50 代） 

 公園など、子どもばかりではなく高齢者も気楽に遊ぶことができる、遊具などがあってもいいの
ではないかと思う。 （女性 70 歳以上） 

 

 

７ 市民と創る新たなまちについて ··························· （157 件） 
 

 税金に関する意見 ······················································ 59 件 

 税金が高い。歩道が狭い。 （男性 20 代） 

 市は自分たちの都合のいいことが優先で市民のためになっていない。市役所の窓口応対も悪く特
に児童福祉課は最悪だった。富士市に納めた税金が有効に使われていると感じることがない。特

に市の職員は無駄遣いが多い。いろいろなことを市民の側から見て改善してほしい。

 （男性 20 代） 

 広報紙の発行（月２回）が多過ぎる。この不景気でよく予算があるものだと感心する。２か月に
１回程度の発行でいいのでは。内容からしてそう思う。 （男性 20 代） 

 無駄に吉原商業にお金を使い過ぎだと思う。 （男性 20 代） 

 この不景気の中、適正な税金の使い方をしてもらいたいと思う。 （男性 30 代） 

 市県民税が高過ぎて払えない。 （男性 30 代） 

 税金が高い。 （男性 30 代） 

 議員の定数が多過ぎ税金の無駄遣いである。公園など多過ぎ税金がかかり過ぎる。収入の入る施
設をつくったほうがいい。 （男性 30 代） 

 ふじさんめっせを見ていると、納めた税金が有効に使われているとは思えない。もっと有効な使
用方法があると思う。 （男性 30 代） 

 市の広報紙の発行回数を月１度にし、発行経費を削減したらよいのではないかと思う。
 （男性 30 代） 

 日本一の富士山がある都市として、観光・行政・教育・医療などにおいて先進的な運営を望む。 
 （男性 30 代） 

 富士市に公共施設が多くあるが、将来、維持修繕の負担が増加するのではないかと心配である。
 （男性 40 代） 

 働き口がほとんどない。市民税など待ったなしで催促がくる。収入にあった税の取り立てとかを
行ってほしい。 （男性 40 代） 
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 昔より富士市も変わりつつあってよいが、まだ無駄遣いが多く見直しが必要である。
 （男性 40 代） 

 税金が高い。 （男性 40 代） 

 富士山ナンバーが導入されたとき、富士市役所の既存車をわざわざ富士山ナンバーに変更したの
はなぜか。税金の無駄遣いではないか。 （男性 40 代） 

 箱物建設はやめてほしい。税金が高い（とり過ぎ）。公共の施設の駐車場が少ない。遊んでいる
公務員を減らすべき（まちづくりセンターなど）。必要性の低い土木工事が多い。 

 （男性 40 代） 

 公平な税負担や、税負担に比例した行政サービスの提供を望む。 （男性 40 代） 

 税金、特に固定資産税が高いと思う。 （男性 40 代） 

 自動車で移動しないと生活ができない。給食費などの未納者に対する対応が甘い。税金を納める
のがばかばかしくなる。情報公開など積極的にしてもらいたい。 （男性 50 代） 

 税金の軽減措置。市会議員の研修費、会議日当、通勤費、１年間の報酬など、民間並みに検討し
てほしい。 （男性 60 代） 

 岩本片嵯峨地区の水道課所有土地は毎年業者を入れ草刈りを実施しているが、草刈りだけでも大
変な費用だと思う。税金の無駄遣いを解決したほうがよいと思う。 （男性 60 代） 

 税金が高い。納めた税金が有効に使われているかとの問いに対しては、市役所職員が多過ぎると
思う。 （男性 60 代） 

 公務員の賃金カット。税金の無駄遣いをなくしてほしい。 （男性 60 代） 

 子どもが少ない。税金が高い。 （男性 60 代） 

 祭りやスポーツなど一部の人しか参加をしない行事などに税金を使ってほしくない。
 （男性 60 代） 

 市民税が高い。 （男性 60 代） 

 各種団体に助成金を出してそれでよしとしないで、まちづくりセンターを活動団体の基とし地域
社会を活発にし、本当の意味での地域のことは地域で守る体制になるように努力してほしい。

 （男性 60 代） 

 市県民税を何百万円も払っていても何一つメリットはない。何のための税金か。 
 （男性 70 歳以上） 

 市民税などもう少し安くしてほしい。 （男性 70 歳以上） 

 無駄遣いや職員が多く感じる。 （男性 70 歳以上） 

 公民館からまちづくりセンターへ名前変更。無駄な金を使って親しみをなくさせたのか。箱物行
政を止め、税金を有効使用することを願う。 （男性 70 歳以上） 

 税金の使い道を明らかにし、明るい社会を築いてほしいと思う。子ども手当てや高校の授業料の
補助よりも万人に向けた市政の充実を望む。 （女性 20 代） 

 税金ばかりでムカつく。給料が少ないので、税金が多いと生活が苦しい。子どもにも、お金がか
かるのに。余ったお金で年末に工事ばかりしないでほしい。次の年にとっておけばよいと思う。

 （女性 30 代） 

 市民税がほかと比べると高いが、市民のために満足いくような対応をしてくれない。税金は何に
使っているのか疑問なので公表してほしい。 （女性 30 代） 

 活気あるまちづくりのために無駄な税金を投入しないでほしい。 （女性 40 代） 

 市立高校で、監督や生徒などを外部から呼び寄せて強くする必要は全くない。私立でなく市立。
税金の使用方法としていかがなものか。 （女性 40 代） 

 吉原商業高校の件も、市民の税金を使ってどうなのと疑問に思う。納得がいかないことだらけで
残念。 （女性 40 代） 
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 高齢者に優しいことをたくさんやってほしい。税金も子どもばかりでなく高齢者に使ってほしい。
 （女性 40 代） 

 昔の箱物行政が行われている。そんなことに税金をかけず医療の充実に使ってほしい。
 （女性 40 代） 

 市県民税を減らしてもらいたい。市役所に行ってもすごく時間がかかる。 （女性 50 代） 

 市県民税を安くしてほしい。 （女性 50 代） 

 まちづくりも大事ですがもっと老後に安心して生活ができるよう、税金の無駄遣いをなくし介護
や福祉に力を入れてほしい。 （女性 50 代） 

 税金は有効に使われているか。富士市も仕分けをして無駄をなくしたらどうか。市役所の窓口は
もう少し高齢者が利用しやすいように考えてほしい。現状に満足せず、日々改善してほしい。

 （女性 50 代） 

 生まれてからずっと富士市に住んでいる。特に不自由や困難にあったことはないので平和に暮ら
している。私たちの納めた市民税など有効に上手に使用してほしい。 （女性 50 代） 

 財政破綻をしない富士市に期待。製紙業界や景気が不調ですがきっちり税を管理して頑張ってほ
しい。 （女性 50 代） 

 広報紙（広報ふじ）について経費及び労力削減のため月２回から月１回に変更してはいかがか。
 （女性 60 代） 

 富士市は気候がよいし、食べ物も自家栽培の物が安く手に入り暮らしやすい街だと思うが、税金
が高いため生活に余裕がなく、この先の老後が心配である。 （女性 60 代） 

 働くところもないのに保育所をふやしても仕方がない。少子化の問題を取り上げるのなら、子ど
も手当のかわりに、幼稚園からの義務教育を無料化してほしい。なぜ義務教育を無料にしないの

か聞きたい。税金を無駄にしないで使い道はあるのではないか。 （女性 60 代） 

 年金生活者の税金が非常に高いと思う。年金で生活している私たちはとても大変である。政策の
再考をお願いしたい。 （女性 60 代） 

 税金をもっと安く無駄なところをなくしてもらいたい。市役所には人が多いと思う。
 （女性 60 代） 

 市県民税が高いと思う。 （女性 60 代） 

 富士川町から富士市になったら、介護保険そのほかの税金が高くなったような気がするのだが。
 （女性 60 代） 

 合併したからには地域の末端まで行き届くような行政をお願いしたい。税金の無駄遣いをしない
ようにお願いしたい。 （女性 60 代） 

 税金が高過ぎる。介護保険料が高い。 （女性 70 歳以上） 

 市民の税金で賄う市議会議員の数が多過ぎるし、報酬も高過ぎる。他市のようにしてほしい。一
般市民の厳しい経済状況に合わせるべき。役所はもっと若い人に活発に仕事をしてほしい。

 （女性 70 歳以上） 

 年金があっても介護保険をたくさん取られるので、少なくしてほしい。固定資産税をもう少し下
げてほしい。 （女性 70 歳以上） 

 固定資産税をもっと安くしてほしい。古い家に住んでいるときはよいが新しくすると急に多額に
なるのはおかしいと思う。 （女性 70 歳以上） 

 税金の無駄遣いの新交通システムは即刻中止すべきであると思う。 （女性 不明） 

 

 市の職員や議員に関する意見 ············································ 28 件 

 市営の駐車場料金が高過ぎる。公務員の給料や退職金を普通の会社と同じぐらいにしてほしい。
公務員の数が多過ぎる（減らしてほしい）。元文化センターの受付の対応が悪い。説明不足。も

っと教育してほしい。 （男性 20 代） 
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 公務員削減。市県民税減額。教員・市職員の質の向上。すべてにおいて、公務員は守られている
気がしてならない。民間並みの待遇で十分。公務員と話をしていると、話が通じない。そんな人

たちに市政は任せられない。 （男性 30 代） 

 このような不景気で公務員が優遇されていると言われているのが気の毒に思う。景気がよいとき
は民間がよい思いをしているのだから、少し勘違いしていると思う。頑張ってほしい。

 （男性 30 代） 

 市議会議員が多い。市の職員が多過ぎる気がする。 （男性 40 代） 

 市議会議員が多過ぎる（半分でよい）。給料やり過ぎ。市役所の職員が多過ぎる。（男性 50 代） 

 一般市民に比べて職員の給与ベースが高過ぎる。市職員の恵まれた無駄の多い労働環境を守るた
めに税金が使われていることに市民は納税意欲をそがれる。給与に見合う仕事をしているか疑問

である。 （男性 50 代） 

 市の職員数が多いと思う。３分の１でも十分ではないのか。一部の職員だけがまじめに仕事をし
ているように見受けられ、ほとんどの職員は上から目線で態度が大き過ぎるのでは。

 （男性 50 代） 

 市の収入が減ることに対してどのように対応しているのか。人員削減や、予算のスリム化など覚
悟してかからないと後々後悔すると思う。 （男性 50 代） 

 こんなに世の中が不況の時期に市の職員はあふれるくらい人がいて不況を知らず、うらやましく
感じる。市役所の中にあれだけの人は必要なのか。税金を払っている私たちはとても不快に感じ

る。 （男性 50 代） 

 公務員の給料が高い。 （男性 60 代） 

 市長や市議会議員は自分のことだけである。 （男性 60 代） 

 市長の能力が足りないと思う。市役所の職員で寝ている人がいるように思う（一般企業では通用
しない）。 （男性 60 代） 

 退職者を含め公務員が優遇されている街だと思う。市議会議員がいろんなところに口を入れ過ぎ
る街だと感じる。 （男性 60 代） 

 議員の政務調査費はすべて廃止するべき。議員報酬は仕事をするために支払われているのでその
ほかの支出をする必要はない。市民のために議員になったはず。世の中の不景気により、支出の

必要がないと多数の市民が思い初めている。 （男性 60 代） 

 議員の数が多過ぎる。 （男性 60 代） 

 住民の目線に立った市運営に市職員が一人一人考えて務めてほしい。 （男性 70 歳以上） 

 市役所の従業員がいつも座って話しているだけで無駄な賃金が多過ぎると思う。昼間からあんな
大人数でいるのは必要ない。 （女性 40 代） 

 市役所やまちづくりセンターなど、ろくに仕事をしていない無駄な職員が多くいると思う。
 （女性 40 代） 

 市役所の人たち（ほかの公務員もあるのかも）がマリンプールなどの無料券を持っているのは、
ボーナスの一部なのか。一般の人たちがお金を出して利用しているのに、役所の人たちはなぜ無

料券を何枚も持っているのか疑問。同じようにお金を払って利用してほしい。特別扱いはおかし

い。 （女性 50 代） 

 市役所は、土日もやるようにしたらどうか。民間の会社に勤めている人は、仕事を休んで役所に
行かなければならないので。 （女性 50 代） 

 市役所の職員がほかの市町村に比較して多過ぎである。教員の退職者を青少年相談所、不登校訪
問などに再雇用しているが、本庁から離れた場所にあるため、隠居さん気分で勤務している者が

多く感じる。国で言われている天下りではないか。 （女性 60 代） 

 市民の個々の収入が少なくそれに伴い税金も減っているので市議会議員の大幅な削減を希望する。
また議員の報酬も日当にしてほしい。 （女性 60 代） 
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 病気で仕事ができないような人が選挙に出て給料をもらおうとしていることは反対。
 （女性 60 代） 

 市の職員が多過ぎる。定数を減らし、無駄な部署を見直し、事業仕分けをするべきと思う。市職
員の意識改革が必要（民間会社を見習って）。すべての職員というのではない。有能かつできる

職員もたくさんいることも事実である。 （女性 60 代） 

 町内にも市議会議員がいるが、選挙のときだけ頭を下げ言葉も悪くいばっている。それよりも町
内会長のほうが町内のために働き、皆のためによくやっている。そういう人に多く手当てを払っ

てほしい。 （女性 60 代） 

 富士市でも天下りがあるように思われる。福祉まつりとかボランティアが協力してやっている行
事などは、市の職員もボランティアで出ているのか。市の職員は市のことをもっと勉強してほし

い。職場が変わったとき特にそう思う。 （不明 60 代） 

 市役所の人は異動時に引き継ぎがうまくできていないと思う。役所の中で忙しいところは忙しい
がそうでない部署もある。いろいろ支給されているがもっとよく調べて支給してほしい。税金で

支払いがされるのだから。 （不明 70 歳以上） 

 市役所の職員があふれていると思う。民間の会社のようにある程度人員の削減をしたほうがいい
と思う。 （不明 70 歳以上） 

 

 

 施策や市政に関する意見 ················································ 23 件 

 介護や医療、農業や畜産業など、自然と人間を大切にするまちづくりを目指してもらいたい。
 （男性 30 代） 

 戦後に工業都市として発展してきた面が強いのでいた仕方ない面があるが、できれば「落ち着い
た、文化の香りの高い街」を目指してほしい。それが、今の世代にも次の世代の育成にも長い目

でよい形ではね返ってくると考える。 （男性 40 代） 

 文化的な都市であることを目指す取り組みを検討してほしい。産業都市ではあるが文化都市とは
いい難いと思う。 （男性 50 代） 

 自分の生まれ育った富士市には愛着を感じている。いろいろなことに着手しよりよい富士市をつ
くろうとしている行政の熱意は感じるが、どれも今一歩という感じは否めない。 （男性 50 代） 

 富士市も静岡県のように、事業仕分けに着手したらどうか。 （男性 50 代） 

 市が助成金なり交付金を出している団体は、報告を求め、広報ふじで公開してほしい。
 （男性 60 代） 

 市民が安全で健康で、安心して生活できる活気ある街を目指して市政を行ってほしい。
 （男性 60 代） 

 財政的に恵まれた過去の歴史にとらわれ、市議会議員の削減、市職員、議員にコスト意識が低い
ように思う。富士市が夕張市のようにならないことを祈る。 （男性 60 代） 

 第一次産業を維持していく対策をもっとしてほしい。 （男性 60 代） 

 市と富士山を結んだ施設の充実を図ってほしい。まちおこしになるようなテーマを見出し、取り
組んでほしい。 （男性 70 歳以上） 

 総花的ではなく将来に向かって的を絞った政策がほしい。参加する機会のある、行政主導でなく
自発的なもの。 （男性 70 歳以上） 

 市政への市民参加や富士市の魅力（水産物や工業、観光など）をいろいろな方法でアピールして
いるかもしれないが、多くの人には伝わっていないと思う。 （女性 20 代） 

 教育施設にもう少し予算を使ってほしい。校舎の老朽化や教室の不足が気になっている。
 （女性 20 代） 

 富士市のいろいろな取り組みはとてもよいと思っている。 （女性 30 代） 
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 富士市でも事業仕分けをして、実際の費用などを公表してほしい。浮いた費用の使い道について
アンケートをとって選択方式などで市民に選ばせてほしい。 （女性 40 代） 

 市民意見を参考にし、住みやすいまちづくりをしてほしい。 （女性 50 代） 

 よいまちづくりをすることはよいことだが、一市民の犠牲など考えてくれないのか。行政も法律
もいったい何なのか。 （女性 50 代） 

 つけナポリタンはよくわからない。味が店によって中から下までさまざま。どうして富士市は観
光、食文化、まちづくりが周りの市と比べおくれてしまったのか、とても残念。 （女性 50 代） 

 過去に区画整理により地名変更などしたことがあるが、形式だけで飛び地など不便は解消されな
かった。実のある施策を。弱者に優しい施策をお願いしたい。 （女性 60 代） 

 市がいったい何をしているのか見えてない。港、富士山をもっと利用すべきではないか。
 （女性 60 代） 

 狭あい道路の立ち会いにおいて、市職員は一方的な意見だけで業務を進行させないで。隣接地や
双方の話（加工の経緯など）をしっかり聞いて、事実を把握してから業務を遂行するように指導

してほしい。 （女性 70 歳以上） 

 合併後、町から市になって生活の変化はないが、今まで身近に感じていた町政が市政となると遠
く感じられ、関心も薄くなっている。 （不明 60 代） 

 民間の事業の厳しさを行政予算に反映する姿勢を望む。 （不明 70 歳以上） 

 

 

 市役所の窓口対応に関する意見 ·········································· 10 件 

 市役所に相談など行っても対応がよい場所もあるが対応が悪いときもある。 （男性 30 代） 

 富士市は閉鎖的でだめだと思う。市職員がサービス業だと思っていない。 （男性 40 代） 

 最近家族が亡くなり市役所などに何度となく足を運ぶことがあった。窓口でたらい回しにするの
ではなく、１か所の相談所で済むようにしてほしい。細かい説明が受けられると便利になると思

う。 （男性 40 代） 

 土日の窓口はもっと開くべき。新しい物はいらない。直しだけで十分。 （男性 40 代） 

 市役所の２階（市民課）の人は対応がよいが、ほかの課は職員の態度が悪い（特に水道関係）。 
 （男性 40 代） 

 市役所の窓口で質問をしてとても不快な思いをしたことがある。 （男性 40 代） 

 市役所各課間に関係ある問題が起きた場合、相互によく連絡し合い問題の処理をしてほしい。
 （男性 60 代） 

 ほかの市町村と比べれば、まずまずと思う。市役所の窓口の応対、総合的には沼津市などの役所
の雰囲気が余裕を感じられる。事務的な処理でよいのだが、少しは人間味があってもと思う。

 （男性 60 代） 

 旧富士川町民として言えることは、富士市役所とは何なのか。住民の手助けであり何年に一度し
か行かない人も多い。相手はお客様なので、こんにちは、いらっしゃいませ、そんな役所にした

らどうか。旧役場はそれらしいことをしていた。 （男性 60 代） 

 窓口手続きの際、複雑な手続きの簡素化などについて苦情や意見を述べても、法律で決められて
いるからと意見を聞き入れず問題解決の仕組みがないようである。 （男性 70 歳以上） 

 

 その他の意見 ·························································· 37 件 

 富士市役所には、残念だ。 （男性 20 代） 

 富士山ナンバーが嫌いだ。 （男性 30 代） 



 

152 

 合併は、メリット・デメリットを勘案して行ってほしい。市民へのメリットがなければ、合併す
べきではない。市という立場ではなく、市民の立場で行動してほしい。 （男性 30 代） 

 ナンバープレートを沼津、富士山どちらでも選べるようにしてもらいたい。富士山ナンバーの他
県からの意見は余りいいものではないように感じる。実際に私は富士山ナンバーで嫌な思いを何

度もしている。 （男性 30 代） 

 新環境クリーンセンターを住居地区に建設するのはどうかと思う。少なくとも周辺住民の何百世
帯は市政に反対だと感じている。市民を犠牲にしないでほしい。 （男性 30 代） 

 今までどおり富士市のために、市が中心となって頑張ってほしい。 （男性 30 代） 

 荒れている中学校を何とかしてほしい（岩松中、岳陽中など）。市議会議員の数を減らしてほし
い。 （男性 40 代） 

 外国人（特に中国・韓国）が徐々にふえていることを実感する。本来であれば国の施策であるが、
これの対応が十分であるのか非常に気にかかる。 （男性 40 代） 

 実際に生活保護を受けている人の中には毎日、飲み歩き、遊んでいる人もいるらしい。調べると
きだけ状況を合わせている様子とも聞いたことがある。手当も受けられず働くことも大変、でも

証明することもできない人たちがいる現状を知る側としては、とても許せないことである。

 （男性 40 代） 

 旧富士川町なので市役所まで遠い。 （男性 50 代） 

 ナンバープレートの富士山は賛成しがたかったがもう仕方がない。富士山をもっと世間にアピー
ルしてもよいと思う。 （男性 50 代） 

 景気の低迷、若い人々の考え方、生活観の変化などで市政は窮屈な感じがする。ゆとりがないの
で生活・文化など活気が欠けているのかなと思う。 （男性 50 代） 

 合併したが目に見えての効果がまだ見えてこない。広報ふじより前のふじかわのほうがよかった。
一工夫ほしい。長期ビジョンを明確に。重点指向で迫力ある市政を。 （男性 60 代） 

 古くからの名称を大切にしてほしい。公共施設の名称を横文字にすることは考えものである。
 （男性 60 代） 

 気候、立地、社会的インフラなどには恵まれているので、今後は観光、文教に力を注ぐべきであ
る。当面医系の大学誘致に全力を挙げることが肝要だと思う。 （男性 60 代） 

 ほかの街や市との合併の根拠がわからない。なぜ大きくしなければいけないのか。 
 （男性 60 代） 

 旧富士川と差別があると思う。川向こうと言われている。高齢者に優しい街にしてほしい。
 （男性 60 代） 

 富士川町と合併して２年たつが、いまだ余り一体感がない。 （男性 70 歳以上） 

 約 20 年前、自分の持家を売却してほかの土地へ自家を建て替えとき、固定資産税が売却した家と
持家の両方が私に掛けられた。役所に確認しに行ったが、変わらず、役所のイメージはすごく悪

い。 （男性 70 歳以上） 

 旧富士川町が富士市になったが、まだまだ富士川という区切りがあり、疎外感を感じることがあ
る。早く「富士市」として受け入れてもらいたい。 （女性 30 代） 

 庵原郡から富士市に変わっても住所が変更されただけで何も変化はないと思っている。
 （女性 30 代） 

 富士川のほうにも力を入れてほしい。 （女性 30 代） 

 両親要介護の上母子家庭で大変なため、確定申告の還付金をあてにしていたのに滞納していた税
金があったので不服申請をしたが還付されず税金充当されてしまった。仕方なくカードで借り入

れをして病院に行った。両親のＭＲＩの受診もまだできずにいる。 （女性 40 代） 

 市営住宅に住んでいる人から聞いたが、ルール違反が多く、例えば、ごみの出し方、ペットの飼
育、車のとめ方が悪い。市役所には話はしてあるが、余り変わっていない。何とかしてほしい。 

 （女性 40 代） 
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 もっと地域の公会堂に市議会議員の方や市長さんにも来ていただいて、直接市政の話など聞かせ
てほしい。大きな会場へ集まるよりも親しみと責任感がわくと思う。 （女性 50 代） 

 医療、福祉、介護のさらなる充実をお願いしたい。いつも遅くまで庁舎の電気がついているが、
ほかの市で実行されている、ノー残業デーを設けたらどうか。 （女性 50 代） 

 介護保険を過剰利用している人が多いように見受けられる。利用しなければ損みたいに頼ってい
るため、家族のきずなが薄れていく感じである。 （女性 60 代） 

 前は市役所まで住民票、印鑑証明を取りに行ったが、今はまちづくりセンターで発行してもらえ
る。本当にありがたく思っている。 （女性 60 代） 

 民主党政権のおごりにより労組の税金不正流用が隠ぺいされ続けている。真面目にコツコツと働
いている人間と公務員の格差、労組と左翼政権からは決して国民は幸福になれない。 

 （女性 60 代） 

 社会保険庁、確定申告の会場などなぜ市役所の中でできないのか。年をとると会場がわからない
ので困っている。 （女性 60 代） 

 敬老の日の記念品はもらっても使わない。高齢者の意見も取り入れてほしい。 （女性 60 代） 

 市民課で住民票などをいただくとき、封筒の表に印刷がされているが、これを裏側に印刷して封
筒を個人が再利用できるようにしてほしい。 （女性 60 代） 

 市長さんの指導のもと富士市はだんだんよくなっていると思う。ふじさんめっせのそばに住んで
いるが、物を売る計画ばかりでなく、もう少し文化的な仕事に活用できないものかと感じている。

 （女性 70 歳以上） 

 市役所が遠くて困る。 （女性 70 歳以上） 

 何年か前、元吉原地区は土地改良をしたが、その結果は私たち農民の思いとは異なったものだっ
た。現在、畑は雨が降ればぬかるみで水が抜けず、よい作物ができない。東部土地改良区は役立

たずである。 （女性 70 歳以上） 

 時局公演会に参加したときに、市長が公明党の議員と市民のために一生懸命やってくれているこ
とがわかり参加してよかったと思った。すばらしい富士市になると期待している。 

 （不明 50 代） 

 回覧板を減らすようにしてほしい。65 年前以上の回覧板に広報（お知らせ）を頼っているのは古
いと思う。 （不明 不明） 

 

 

  その他 ·················································· （64件） 
 

 古くから地元に住んでいる人たちが新しく住んできた人へ嫌がらせをしているところを多々見る
が、古くからいる人の考えを変えていかないと暮らしやすいまちづくりにはならないように思う。

 （男性 20 代） 

 意識調査について回答選択肢が悪過ぎる。富士市に提案したいことがある。 （男性 20 代） 

 就職口が少ない。 （男性 20 代） 

 若い人には仕事を。 （男性 20 代） 

 もっと元気になる街にしてほしい。 （男性 30 代） 

 失業中でとにかく仕事が欲しい。 （男性 30 代） 

 再就職は年齢不問とはいえども実際はまだまだ難しいようだ。 （男性 30 代） 

 富士市はよい街だと思う。今後期待している。 （男性 30 代） 

 町内会の活動など強制されることが多く仕事に差しさわりがあることがある。迷惑である。
 （男性 30 代） 

 富士市にずっと住んでいたい。 （男性 40 代） 
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 平成 19 年後半の大不況で、派遣社員ゆえに失業者となった 40 歳代の人たちの就業率はどうなっ
ているのか。善良な市民が苦しんでいる。正規社員となって働ける、活き活きとした工業都市富

士市を復活させてほしい。 （男性 40 代） 

 富士市はおかしい点が多い。 （男性 40 代） 

 職場が沼津市なので富士市のことがよくわからない。 （男性 40 代） 

 65 点かな。 （男性 50 代） 

 仕事がない。福祉相談も窓口相談だけ。 （男性 50 代） 

 よかったのでは。 （男性 50 代） 

 このアンケート自体に４択（選択）と、その他の意見を書ける項目も必要だと思う。 
 （男性 50 代） 

 富士山を見られることがうれしい。富士市に来て 35 年たつがよかったと思っている。
 （男性 50 代） 

 消防団に入ってほしい。自分の地域は自分で守るという意識が少な過ぎる。消防団員ＯＢより。
 （男性 50 代） 

 可もなく不可もなく、それなりの街という印象である。 （男性 50 代） 

 富士市はこれという娯楽施設が少ないと思う。例えば富士ハイツみたいな建物が欲しい。
 （男性 60 代） 

 アンケートの問いが漠然とし過ぎており、アンケートをとっても意味がない問いが多いと思う。
 （男性 60 代） 

 富士市に住んで、とてもよい街だと感じた。 （男性 60 代） 

 変化していると思うがまだ変化していないこともある。自分も富士市に向き合ってないと思う。
一方的生活をしてしまっている。知らないことのほうが多いかもしれない。 （男性 60 代） 

 気候がよいこと。 （男性 60 代） 

 斎場の件。休憩所での飲食酒類は禁止にしてもらいたい。軽い弁当と茶、菓子ぐらいにしてもら
いたい。静岡市では一切酒は出していない。 （男性 70 歳以上） 

 アンケートは全般的に、問いに具体性がなく判断に悩む。 （男性 70 歳以上） 

 市東部地区のまちづくりに一層の力を入れてほしい。 （男性 70 歳以上） 

 こうしたアンケートを活用してすばらしい富士市にしてほしい。 （男性 70 歳以上） 

 いくらハード面がよくなっても、ソフト面がよくなくてはだめだと思う。 （女性 20 代） 

 最近、茶畑や田畑だったところが分譲され、家や建物ができている。農家の都合ではなく、外的
な影響でそうせざる得なくなった農家がいることを忘れてほしくない。 （女性 20 代） 

 活き活きとした富士市でいてほしい。 （女性 40 代） 

 ふじさんめっせができてから一度も利用したことがない。有効利用されているのか、駐車場がい
っぱいになったところも見たことがない。 （女性 40 代） 

 サッカー選手の川口選手が富士市の天間出身なのに、市で応援しないのが残念。 （女性 40 代） 

 富士市に住んでいるということを余り実感できていないと思う。 （女性 40 代） 

 もう少し、共稼ぎ（勤労世帯）のことも配慮してほしい。 （女性 40 代） 

 中途半端な街だと思う。 （女性 50 代） 

 民生委員の方をどのような条件で選ぶのか。過去とてもつらい思いをした経験あり。生活費を届
けてくれるときの態度が嫌で、このような人格の方でも選ばれるのかなど疑問に思った。

 （女性 50 代） 

 仕事が余りない。 （女性 50 代） 
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 19 年住んでいるが富士市の中までよくわかってない。子育て、仕事で終わってしまう一日、一日
になっている。 （女性 50 代） 

 日常品を買うためのお店は私の住んでいる地域では充実していると思う。空き家が多いので、家
主さんなどの情報を集めて、旧住宅街にも住んでもらえるようにしてほしい。 （女性 50 代） 

 働く場所確保がなく、経済不安のため生活にバランスが取れない。 （女性 50 代） 

 アンケートに答えながら自分が市の取り組んでいることを余り見ていないことを感じた。もっと
情報の発信をお願いしたい。 （女性 50 代） 

 今仕事がなくて悩んでいる人がたくさんいる。企業も個人経営はとても大変である。一部安定し
た職業についた人たちは幸運だと思う。もっと平均した富士市になってほしい。  （女性 50

代） 

 アンケート調査を実施することはよいことだと思うが、その結果を具体的にどう活かすかが問題
である。形だけで終わらないように願う。 （女性 50 代） 

 観光スポットに近い。 （女性 50 代） 

 住んでいてよかったこの街から、住み続けたいこの街にしたいと思う。人々の心を育てて、ほの
ぼのとした富士市でありたい。 （女性 60 代） 

 主婦とパートで難しいことはいろいろ多くて困っている。元気になるよう周りの方に声をかけ合
い、自分にできるごみ収集場の清掃など少しでもボランティアができるようにしたい。

 （女性 60 代） 

 商店（富士、吉原）まちづくり。 （女性 60 代） 

 まだ住んで日が浅いためわからない。 （女性 60 代） 

 富士市に住んでよかったと思う。 （女性 60 代） 

 富士市に住み始めのころ、市の決まりとは関係ないと思うが、区や班に入るとき、20,000 円支払
いを要求され驚いた。富士市ではどこも実施しているとか。富士宮市では３か所に住所を変えた

が一度もそのようなことはなかった。 （女性 60 代） 

 若い人たちの雇用の場を考えていただきたい。安心・安定した生活ができるように。
 （女性 60 代） 

 出生地である。 （女性 70 歳以上） 

 老人ホーム 15 年、ホームヘルパー13 年。まだ仕事がしたいが仕事なし。 （女性 70 歳以上） 

 私たちが望む経済がいまいちわかりにくい。もう少しわかりやすい説明がほしい。 
 （女性 70 歳以上） 

 レジャー施設が少なく市外に出て行くケースが多い。 （女性 70 歳以上） 

 富士市に在住して 30 年余りになるが、いまだに思い、感じることは、物事の考え方や見方が保守
的で閉鎖的で発展性に欠けているように見受けられる。土地柄の性格なのか。（女性 70 歳以上） 

 これから高齢者が多くなるので単身で住める市営住宅などふやしたらいいと思う。  
 （女性 70 歳以上） 

 30年以上富士市に住んでいるが、仕事が市外でしたので、余り富士市について考えていなかった。
これから富士市のことを考えていこうと思う。 （女性 不明） 

 大型車も受け入れ可能な公共の宿があったらいいと思う。 （不明 50 代） 

 豊かな街だと思う。 （不明 70 歳以上） 

 生まれ育ちあと数年、住めば都である。 （不明 70 歳以上） 

 よい富士市になるようにお願いしたい。 （不明 70 歳以上） 


