
昭和63年度 第17回世論調査「都市の景観」について 

調査の目的 

本調査は、「都市の景観」について、市民の意識・評価・要望などを把握し、基礎資料とすることを
目的とした。 

調査の設計 

1. 調査地域 富士市全域  
2. 調査対象 富士市在住の満20歳から70歳までの男女  
3. 標本数  3,000人  
4. 抽出方法 住民基本台帳から等間隔無作為抽出  
5. 調査方法 郵送調査  
6. 調査期間 昭和63年11月15日～11月25日  

回収結果 

1. 発送数   3,000人（100.0％）  
2. 回収数   1,558人（ 51.9％）  
3. 有効回収数 1,541人（ 51.4％）  

集計表 

問1 近年、やすらぎやゆとりを感じさせる美しい都市づくりについて関心が高まっていますが、「都
市の美しさ」と言われたとき、あなたは何を思い浮かべますか。ただし、富士市に限りません。（複
数回答）  

問2 あなたは、富士のまちに「自分のまち」として愛着を感じていますか。  

番号 選択肢 パーセント

(1) 木や花園、噴水のある公園 18.1

(2) 市庁舎、美術館など 3.9

(3) 湧水、池、川などの水辺 9.4

(4) 古い街並みや歴史的建造物 7.1

(5) モダンなショッピング娯楽街 4.6

(6) 高台から見るまちなみ、緑、夜景 8.9

(7) 静かな住宅地 8.5

(8) 駅前広場や交通ターミナル 6.1

(9) 遊歩道や花のある市街地の河畔 7.7

(10) 街路樹や歩道の美しい通り、緑道 22.1

(11) その他 3.3

(12) 未回答 0.3

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 感じている 71.1



問2-1 質問2で、「愛着を感じている」と答えた方にお伺いします。それは、どのような理由からです
か。（複数回答）  

問3 まちの景観（自然、まちなみ、建物など）についてお伺いします。あなたは、富士市が美しい都
市（まち）だと思いますか。  

問4 それでは、4～5年前と比べたらどうでしょうか。  

(2) 感じていない 5.5

(3) どちらともいえない 21.1

(4) わからない 1.9

(5) 未回答 0.4

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 気候が温暖だから 28.5

(2) 交通の便が良いから 10.6

(3) 生まれ育ったまちだから 19.8

(4) 良い職場があるから 6.8

(5) まちの景観が優れているから 2.3

(6) 自然に恵まれているから 22.5

(7) 上下水道、公共施設、道路など都市基盤が充実しているから 4.5

(8) 教育、福祉、文化水準が高いから 2.5

(9) その他、未回答 2.5

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 美しい 7.2

(2) まあ美しい 34.7

(3) どちらともいえない 24.1

(4) あまり美しくない 23.2

(5) 美しくない 9.2

(6) わからない 1.2

(7) 未回答 0.4

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 非常に美しくなった 13.4

(2) いくらか美しくなった 62.2

(3) どちらともいえない 14.0

(4) いくらか悪くなった 2.3

(5) 悪くなった 1.5



問4-1 質問4で、「非常に美しくなった」または「いくらか美しくなった」と答えた方にお伺いします。
それは、どのような理由からですか。  

問4-2 質問4で、「悪くなった」または「いくらか悪くなった」と答えた方にお伺いします。それはどの
ような理由からですか。（複数回答）  

問5 富士市のまちの景観で、好ましいと思うところをあげてください。（複数回答）  

(6) わからない 6.1

(7) 未回答 0.5

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 海や川の水がきれいになったから 18.8

(2) 市街地に緑が多くなったから 14.3

(3) 道路や橋の整備で市街地のまちなみが良くなったから 34.8

(4) 住んでいる地域のたたずまいが良くなったから 6.2

(5) 公園や公共施設が整備されたから 17.3

(6) まちにごみが少なくなったから 4.0

(7) 史跡や文化財が保護整備されてきたから 3.5

(8) その他、未回答 1.2

  計 100.1

番号 選択肢 パーセント

(1) 山や田畑などの自然が少なくなったから 24.8

(2) 海や川の水が汚れてきたから 8.8

(3) 市街地に緑が少なくなったから 9.7

(4) 市街地のまちなみが悪くなったから 8.8

(5) 住んでいる地域のたたずまいが悪くなったから 8.8

(6) 河岸や海岸などがコンクリートで覆われ殺風景になったから 9.7

(7) まちにごみが多くなったから 18.6

(8) その他、未回答 10.6

  計 99.8

番号 選択肢 パーセント

(1) 新幹線新富士駅前 13.8

(2) ＪＲ富士駅前 2.8

(3) 青葉通り（市役所前通り） 12.0

(4) 富士見大通り（新富士駅～富士インターチェンジ） 7.1

(5) 須津川（大棚の滝） 5.7

(6) 富士川河口河川敷 3.6

(7) 田子の浦港 2.6



問6 富士市の今のまちなみを考えたとき、まちの美しさを損ねていると思われるものをあげてくだ
さい。（複数回答）  

問7 あなたは、まちを美しく、潤いのあるものとするためには、何が必要だと思いますか。（複数回
答）  

(8) 丸火自然公園 8.8

(9) 愛鷹連峰 4.5

(10) 岩本山公園 9.5

(11) 広見公園（博物館など） 7.0

(12) 富士総合運動公園 6.3

(13) 富士緑道 1.8

(14) 高台からの夜景 9.1

(15) その他、未回答 5.8

  計 100.4

番号 選択肢 パーセント

(1) ごみごみとした商店街や住宅 11.7

(2) 建造物の色彩 1.4

(3) 雑然とした工場や倉庫群 11.2

(4) 雑草の生い茂った空地 9.3

(5) 緑や花の少ない通り 5.4

(6) 街路樹や歩道のない通り 7.9

(7) 看板やポスターの目立つ通り 6.1

(8) 汚れた溝や河川 12.5

(9) 電柱や電線 6.6

(10) 高い煙突とその色彩 5.4

(11) まちに捨てられた空き缶やごみ 12.0

(12) 放置自転車 6.6

(13) その他、未回答 3.9

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 街路樹など公共施設の緑をふやす 15.4

(2) 美しい道路を整備する 13.4

(3) 工場・事業所の緑をふやす 4.1

(4) 電線を地中化する 10.0

(5) 公園、広場などをふやす 12.3

(6) 史跡や古い建物を保全する 5.0

(7) 建物の形やデザインを工夫する 3.9

(8) 放置自転車を撤去する 6.6

(9) 広告、看板の大きさ、形を指導する 4.9



問8 富士市のまちで、今後、特に好ましい景観をつくり守っていく必要があると思うところをあげて
ください。（複数回答）  

問9 あなたは、まちの景観をよくする方法として、今後どのように進めたらよいと思いますか。  

問10 まちなみを美しく調和のとれたものとするため、例えば、あなたの住んでいる地区が建物な
どについて協力を求められた場合、あなたならどうしますか。  

(10) 河川など親しみのある水辺を整備する 14.2

(11) 神社などの森を保護する 6.2

(12) その他、未回答 3.8

(14) 未回答 99.8

番号 選択肢 パーセント

(1) 新幹線新富士駅前 13.7

(2) ＪＲ富士駅前 5.9

(3) 富士本町商店街 5.9

(4) 吉原本町商店街 8.4

(5) 青葉通り（市役所前通り） 5.6

(6) 富士見大通り（新富士駅～富士インターチェンジ） 5.1

(7) 須津川（大棚の滝） 5.5

(8) 富士川河口河川敷 6.2

(9) 海岸線（松林） 7.1

(10) 田子の浦港 8.6

(11) 丸火自然公園 5.6

(12) 岩本山公園 4.3

(13) 富士総合運動公園 4.5

(14) 高台からの夜景 1.7

(15) その他、未回答 9.5

  計 99.9

番号 選択肢 パーセント

(1) 市民と企業が中心となって進めるべきである 2.1

(2) 行政（市役所）などが中心となって進めるべきである 14.0

(3) 市民、企業、行政が協力して進めるべきである 80.6

(4) わからない 2.3

(5) 未回答 1.0

  計 100

番号 選択肢 パーセント

(1) 積極的に協力する 23.0

(2) ある程度協力する 60.0



(3) 協力する考えはない 0.9

(4) どちらともいえない 13.3

(5) その他、未回答 2.8

(6) 未回答 100


