
 

 

 

 

 

 

 

２  市民が主役のまちづくりについて 

 

 

１ 市政のあり方やまちづくりを具体的に考える場 
への参加経験･･････････････････････････････････････ 37 

２ 市政のあり方やまちづくりを具体的に考える場 
の参加の機会･･････････････････････････････････････ 39 

３ どうしたら参加の機会が増えるか････････････････････ 40 

４ 今後参加する場合の参加方法････････････････････････ 41 

４－１ 参加したいと思わない場合の理由 ･････････････ 42 

５ 「静岡市自治基本条例」の認知度････････････････････ 44 

５－１ 「静岡市自治基本条例」を何で知ったか ･･･････ 45 

６ 静岡市が進める「市民が主役のまちづくり」 
についての意見････････････････････････････････････ 46 

 



 
市民が主役のまちづくりについて 

37 

 

２  市民が主役のまちづくりについて 

 

１ 市政のあり方やまちづくりを具体的に考える場への参加経験 

 

問１ あなたは、これまでに、市政のあり方やまちづくりを具体的に考える場に参加した経験

がありますか。（○はいくつでも） 

 

 

市政のあり方やまちづくりを具体的に考える場に 
「参加したことがない」が 87.5％で最も高い。 

 

 

市政のあり方やまちづくりを具体的に考える場への参加経験について、全体では「参加したこと

がない」が87.5％と も高く、次いで「タウンミーティング（意見交換会）への参加」が3.9％、

「市政への提言・意見提出（電話・メール・手紙等）」が3.5％となっている。 

 

 

 

 

 

 
3.5

2.2

1.4

0.5

1.0

87.5

2.8

5.5

3.9

2.4

2.1

0.7

1.4

86.0

2.6

2.9

3.2

2.0

1.0

0.3

0.7

88.6

2.7

3.9

0 20 40 60 80 100

タウンミーティング（意見交換会）
への参加　　　　　　　　　　　　

市政への提言・意見提出（電話・メ
ール・手紙等）　　　　　　　　　

市民ワークショップへの参加　　　

委員会や審議会などの公募委員への
参加や応募　　　　　　　　　　　

パブリックコメントへの意見提出　

その他　　　　　　　　　　　　　

参加したことがない　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　

(%)

全体(N=2,186)

男性(N=862)

女性(N=1,274)
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タウンミーティング（意見交換会）
への参加　　　　　　　　　　　　
市政への提言・意見提出（電話・メ
ール・手紙等）　　　　　　　　　

市民ワークショップへの参加　　　

委員会や審議会などの公募委員への
参加や応募　　　　　　　　　　　

パブリックコメントへの意見提出　

その他　　　　　　　　　　　　　

参加したことがない　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　

20代(N=181)

1.1

1.7

0.6

0.0

0.0

96.7

0.0

0.6

0 50 100

30代(N=296)

4.4

0.3

0.7

0.3

1.0

92.9

0.0

2.4

0 50 100 (%)

タウンミーティング（意見交換会）
への参加　　　　　　　　　　　　
市政への提言・意見提出（電話・メ
ール・手紙等）　　　　　　　　　

市民ワークショップへの参加　　　

委員会や審議会などの公募委員への
参加や応募　　　　　　　　　　　

パブリックコメントへの意見提出　

その他　　　　　　　　　　　　　

参加したことがない　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　

40代(N=329)

3.6

1.5

1.2

0.6

0.0

92.4

0.6

2.4

0 50 100

50代(N=402)

3.0

1.7

1.0

0.5

0.7

87.8

2.7

3.7

0 50 100 (%)

タウンミーティング（意見交換会）
への参加　　　　　　　　　　　　
市政への提言・意見提出（電話・メ
ール・手紙等）　　　　　　　　　

市民ワークショップへの参加　　　

委員会や審議会などの公募委員への
参加や応募　　　　　　　　　　　

パブリックコメントへの意見提出　

その他　　　　　　　　　　　　　

参加したことがない　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　

60代(N=505)

3.8

3.0

2.2

0.6

1.8

85.0

2.0

5.3

0 50 100

70歳以上(N=432)

4.2

3.7

2.1

0.7

1.4

78.5

8.3

6.3

0 50 100 (%)

 
タウンミーティング（意見交換会）
への参加

市政への提言・意見提出（電話・メ
ール・手紙等）

 
タウンミーティング（意見交換会）
への参加

市政への提言・意見提出（電話・メ
ール・手紙等）

 
タウンミーティング（意見交換会）
への参加

市政への提言・意見提出（電話・メ
ール・手紙等）
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２ 市政のあり方やまちづくりを具体的に考える場の参加の機会 

 

問２ 静岡市は、市政のあり方やまちづくりを考える場への参加の機会が多いと思いますか。

（○は１つ） 

 

 

市政のあり方やまちづくりを考える場への参加の機会が「どちらかといえば少ない」 
が 12.4％、「少ない」が 12.2％、合わせて 24.6％が“少ない”と感じている。 

 

 

 静岡市は、市政のあり方やまちづくりを考える

場への参加の機会が多いと思うかについて、全

体で「分からない」が70.5％と も高く、次い

で「どちらかといえば少ない」が12.4％、「少な

い」が12.2％となっている。 

 「性別」、「年代」、「行政区」別では大きな違い

はみられないが、年代が上がるにつれて、“少な

い”（＝「どちらかといえば少ない」＋「少な

い」）が高くなる傾向にある。 

※
無
回
答
の
値
は
表
記
無
し 

４０代　(N=329)

５０代　(N=402)

６０代　(N=505)

70歳以上(N=432)

行
政
区

性
別

年
代

男　性　(N=862)

女　性(N=1,274)

２０代　(N=181)

３０代　(N=296)

葵　区　(N=747)

駿河区　(N=627)

清水区　(N=736)

11.5

9.5

13.1

13.9

13.3

14.6

13.4

11.3

13.2

15.9

9.7

8.8

9.1

7.6

12.7

16.6

13.2

10.7

13.6

12.4

64.6

74.3

80.7

78.0

77.2

67.9

66.5

63.4

71.2

70.2

69.40.4

0.5

0.5

0.2

0.7

0.3

1.4

0.3

0.8

0.7
2.1

2.2

2.3

2.3

1.8

3.0

1.2

1.0

5.0

1.7

2.9

5.5

14.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多い どちらかというと多い
どちらかといえば少ない 少ない
分からない 無回答

(N=2,186)

無回答
2.2%

分からない
70.5%

少ない
12.2%

どちらかと
いうと多い

2.2%

どちらか
といえば
少ない
12.4%

多い
0.5%
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３ どうしたら参加の機会が増えるか 

 

問３ どうしたら参加の機会が増えると思いますか。（○は１つ） 

 

 

どうしたら参加の機会が増えるかは、 
「参加しやすい雰囲気づくりをする」が 29.5％で最も高い。 

 

 

 どうしたら参加の機会が増えるかについて全体

では「参加しやすい雰囲気づくりをする」が

29.5％と も高く、次いで「テーマを身近なも

のにする」の22.5％となっている。 

 「年代」別では、年代が下がるにつれて、「情報

提供の手段や表現を工夫する」が増えている。 

※
無
回
答
の
値
は
表
記
無
し 

行
政
区

性
別

年
代

男　性　(N=862)

女　性(N=1,274)

２０代　(N=181)

３０代　(N=296)

葵　区　(N=747)

駿河区　(N=627)

清水区　(N=736)

４０代　(N=329)

５０代　(N=402)

６０代　(N=505)

70歳以上(N=432)

8.9

9.1

14.9

12.5

9.4

10.7

6.9

4.9

10.5

7.6

6.4

5.3

5.0

4.7

6.7

8.7

5.9

5.0

4.8

7.6

23.2

24.7

21.0

22.9

23.8

21.3

21.8

21.1

24.3

29.8

29.4

39.8

31.1

36.8

26.6

26.1

25.5

29.5

30.5

28.4

20.6

17.3

16.6

16.2

18.5

18.9

20.6

18.1

18.2

19.1

18.5

3.4

3.8

1.7

5.1

2.1

3.5

5.0

3.7

4.4

4.0

3.0

9.5

3.2

21.2

19.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報提供の手段や表現を工夫する
参加しやすい日時に開催する
テーマを身近なものにする
参加しやすい雰囲気づくりをする
市民意見の市政への反映状況を公表し、市民参加の効果を紹介する
その他
無回答

(N=2,186)

情報提供の
手段や表現
を工夫する

8.9%
無回答
11.3%

テーマを身
近なものに

する
22.5%

参加しやす
い日時に開

催する
5.8%

参加しやす
い雰囲気づ
くりをする

29.5%

市民意見の
市政への反
映状況を公
表し、市民
参加の効果
を紹介する

18.4%

その他
3.8%
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４ 今後参加する場合の参加方法 

 

問４ あなたがこれから参加する場合、どのような方法で参加したいと思いますか。 

参加したいと思う項目に順位をつけてください。 

 

 

今後参加する場合の参加方法で、 
「市政への提言・意見提出(電話・メール・手紙等)」が 25.8％で最も高い。 

 

 今後参加する場合の参加方法について１位から順位をつけた。１位に挙げられた項目では

「市政への提言・意見提出（電話・メール・手紙等）」が25.8％で も高く、次いで「タウ

ンミーティング（意見交換会）への参加」が9.1％の順となっている。２位に挙げられた項

目では、「パブリックコメントへの意見提出」が13.1％で も高く、３位で挙げられた項目

では「市民ワークショップへの参加」が10.6％で も高くなっている。 

 

【順位別 今後参加する場合の参加方法】 

(N=2,186)                単位（％） １位 ２位 ３位   

市政への提言・意見提出（電話・メール・手紙等） 25.8 7.7 4.5

パブリックコメントへの意見提出 7.3 13.1 9.3

市民ワークショップへの参加 7.1 7.8 10.6

タウンミーティング（意見交換会）への参加 9.1 10.2 9.1
各順位で１番目
に多かったもの

委員会や審議会などの公募委員への参加や応募 2.2 3.6 4.2
各順位で２番目
に多かったもの

その他 0.9 0.3 0.1
各順位で３番目
に多かったもの

 

 合計得点を算出したところ、「市政への提言・意見提出（電話・メール・手紙等）」が5,037

点で も高く、次いで「タウンミーティング（意見交換会）への参加」が3,841点、「パブ

リックコメントへの意見提出」が3,762点の順となっている。 

得点方法１位（６点）、２位（５点）、３位（４点）、４位（３点）、５位（２点）、６位（１点） 

 

【得点別 今後参加する場合の参加方法】 

 

3,762

3,529

3,841

2,298

278

2,142

1,577

1,413

1,742

1,026

136

2,830

2,130

2,069

2,050

1,225

137

5,037

0 2,000 4,000 6,000

市政への提言・意見提出（電話・メール・手紙等）

パブリックコメントへの意見提出　　　　　　　　

市民ワークショップへの参加　　　　　　　　　　

タウンミーティング（意見交換会）への参加　　　

委員会や審議会などの公募委員への参加や応募　　

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(点)

全体(N=2,186)

男性(N=862)

女性(N=1,274)
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４－１ 参加したいと思わない場合の理由 

 

問４-１ 問４で「参加したいと思わない」と回答した方に伺います。 

「参加したいと思わない」理由は何ですか。（○は３つまで） 

 

 

参加したいと思わない理由は、「参加する時間がないから」が 40.2％で最も高い。 

 

 

「参加したいと思わない」理由として、全体では「参加する時間がないから」が40.2％と も高

く、次いで「特に市政に対する意見が見当たらないから」が21.7％、「市政に参加するための行動

（情報収集等）が面倒だから」が19.3％となっている。 

 

 

 

 

21.7

19.3

19.1

16.9

3.3

2.5

11.7

14.0

40.0

18.9

21.4

22.0

19.7

3.4

2.5

9.9

12.4

41.0

23.4

18.5

17.7

15.7

3.0

2.4

12.4

14.9

40.2

0 10 20 30 40 50

参加する時間がないから　　　　　　

特に市政に対する意見が見当たらない
から　　　　　　　　　　　　　　　

市政に参加するための行動（情報収集
等）が面倒だから　　　　　　　　　

市政に参加することに興味がないから

参加したいと思うテーマがないから　

市民の市政への参加を必要だと思わな
いから　　　　　　　　　　　　　　

参加することに家族や会社など周囲の
理解を得られないから　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　　

(%)

全体(N=1,019)

男性(N=355)

女性(N=637)
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参加する時間がないから　　　　　　

特に市政に対する意見が見当たらない

から　　　　　　　　　　　　　　　
市政に参加するための行動（情報収集
等）が面倒だから　　　　　　　　　

市政に参加することに興味がないから

参加したいと思うテーマがないから　

市民の市政への参加を必要だと思わな

いから　　　　　　　　　　　　　　
参加することに家族や会社など周囲の
理解を得られないから　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　　

20代(N=78)

24.4

24.4

32.1

11.5

2.6

2.6

16.7

3.8

43.6

0 40 80

30代(N=130)

21.5

18.5

23.1

23.1

2.3

2.3

13.1

9.2

57.7

0 40 80(%)

参加する時間がないから　　　　　　

特に市政に対する意見が見当たらない

から　　　　　　　　　　　　　　　
市政に参加するための行動（情報収集

等）が面倒だから　　　　　　　　　

市政に参加することに興味がないから

参加したいと思うテーマがないから　

市民の市政への参加を必要だと思わな

いから　　　　　　　　　　　　　　
参加することに家族や会社など周囲の

理解を得られないから　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　　

40代(N=113)

20.4

17.7

17.7

20.4

1.8

0.0

4.4

5.3

65.5

0 40 80

50代(N=171)

25.1

23.4

19.3

18.7

1.8

4.1

8.2

14.0

46.8

0 40 80(%)

参加する時間がないから　　　　　　

特に市政に対する意見が見当たらない

から　　　　　　　　　　　　　　　
市政に参加するための行動（情報収集

等）が面倒だから　　　　　　　　　

市政に参加することに興味がないから

参加したいと思うテーマがないから　

市民の市政への参加を必要だと思わな

いから　　　　　　　　　　　　　　
参加することに家族や会社など周囲の

理解を得られないから　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　　

60代(N=244)

22.1

23.8

18.4

16.4

5.3

3.3

8.2

14.8

37.7

0 40 80

70歳以上(N=264)

18.6

13.3

15.2

14.0

4.2

1.9

18.2

22.0

18.9

0 40 80(%)

 
特に市政に対する意見が見当たらない
から

市政に参加するための行動（情報収集
等）が面倒だから

 
特に市政に対する意見が見当たらない
から

市政に参加するための行動（情報収集
等）が面倒だから

 市民の市政への参加を必要だと思わな
いから

参加することに家族や会社など周囲の
理解を得られないから

 市民の市政への参加を必要だと思わな
いから

参加することに家族や会社など周囲の
理解を得られないから

 
特に市政に対する意見が見当たらない
から
市政に参加するための行動（情報収集
等）が面倒だから

 市民の市政への参加を必要だと思わな
いから

参加することに家族や会社など周囲の
理解を得られないから
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５ 「静岡市自治基本条例」の認知度 

 

問５ 「静岡市自治基本条例」を知っていましたか。（○は１つ） 

 

 

静岡市自治基本条例の「言葉も内容も知らない」が 62.7％で、 
年代が上がるにつれて認知度が上がっている。 

 

  

 「静岡市自治基本条例」の認知度について、「言

葉も内容も知らなかった」が62.7％で も高い。 

 「性別」でみると、男性・女性ともに「言葉も

内容も知らなかった」が６割以上を占めている。 

 「年代」別でみると、年代が上がるにつれて

「言葉も内容も知っていた」と「言葉は聞いた

ことはあるが内容までは知らない」が高くなっ

ている。 

 「行政区」でみると、認知度は「葵区」が も

高い。 

※
無
回
答
の
値
は
表
記
無
し 

４０代　(N=329)

５０代　(N=402)

６０代　(N=505)

70歳以上(N=432)

行
政
区

性
別

年
代

男　性　(N=862)

女　性(N=1,274)

２０代　(N=181)

３０代　(N=296)

葵　区　(N=747)

駿河区　(N=627)

清水区　(N=736)

5.5

1.7

0.6

1.0

3.0

2.7

4.6

4.9

2.6

3.3

27.4

25.9

22.2

26.1

32.5

32.9

28.2

24.2

27.0

63.9

77.0

72.3

63.9

53.1

49.8

59.4

67.8

62.0

3.7

17.6

17.1

61.1

79.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉も内容も知っていた
言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない
言葉も内容も知らなかった
無回答

(N=2,186)

無回答
7.8%

言葉は
聞いたこと
はあるが

内容までは
知らない
26.3%

言葉も内容
も知らな
かった
62.7%

言葉も
内容も

知っていた
3.2%
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５－１ 「静岡市自治基本条例」を何で知ったか 

 

問５-１ 問５で「１ 言葉も内容も知っていた」、「２ 言葉は聞いたことがあるが内容まで

は知らない」と回答した方に伺います。 

「静岡市自治基本条例」を何で知りましたか。（○は１つ） 

 

 

「静岡市自治基本条例」を何で知ったかは、「広報紙」が 69.1％で最も高い。 

 

 

 「静岡市自治基本条例」を何で知ったかについ

て、全体では「広報紙」が69.1％で も高い。 

 「性別」でみると、男性・女性ともに、「広報

紙」が半数以上を占めており、「広報紙」は「女

性」が高く、「市ホームページ」においては「男

性」が高い。 

 「年代」別でみると、どの年代も「広報紙」が

半数以上を占めているが、「20代」では「学校の

授業」が15.6％と他の年代と比べて も高い。 

 「行政区」別でみると｢清水区｣は「広報紙」が

73.1％で も高い。 

※
市
主
催
の
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
、
学
校
の
授
業
、
そ
の
他
、
無
回
答
の
値
は
表
記
無
し 

(N=645)

広報紙
69.1%

無回答
14.6%

パンフ
レット
2.5%

市ホーム
ページ
5.7%

市主催の
講座や

イベント
1.1%

学校の授業
1.1%

その他
5.9%

４０代　(N= 83)

５０代　(N=116)

６０代　(N=187)

70歳以上(N=163)

行
政
区

性
別

年
代

男　性　(N=283)

女　性　(N=352)

２０代　(N= 32)

３０代　(N= 55)

葵　区　(N=239)

駿河区　(N=168)

清水区　(N=223)

64.7

72.7

50.0

56.4

69.9

68.1

75.9

69.9

67.9

73.1

3.1

66.5

8.4

9.9

7.3

8.6

7.5

2.6

4.8

3.7

2.4

6.3 1.3

3.0

2.9

3.7

0.5

3.4

2.4

3.6

2.0

2.8

15.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

広報紙 市ホームページ
パンフレット 市主催の講座やイベント
学校の授業 その他
無回答
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６ 静岡市が進める「市民が主役のまちづくり」についての意見 

 

 

問６ 静岡市が進める「市民が主役のまちづくり」について、ご意見等ございましたら、自由

にご記入ください。 

 

 

◆市民が主役のまちづくりの理念について 

 

行政区－地域－年代－性別 

葵区－安倍－20代－男性 ・難しいです。 

葵区－安倍－40代－男性 ・静岡は「保守の牙城」であることは間違いない。市に「市民が主役」という気持ちがある

のか逆に聞きたい。大学や地元企業と協働したものが良いと思う。 

葵区－安倍－40代－女性 ・まだ市がそのためにどんな活動をしているものか知らないので、意見は特にありません。 

葵区－安倍－50代－女性 ・静岡市が何をやろうとしているのか分からない。 

葵区－安倍－60代－男性 ・市民が主役ということは意見を出しやすい、参加しやすいということと思います。生活が

だんだんと大変になってきた今日、意見を出しても全然改善しない、前進しないということ

がないように。諦める人が多くならないように。 

葵区－城東－20代－女性 ・私も静岡のまちづくりにとても興味があるので、機会があればぜひ参加したい。 

葵区－城東－40代－女性 ・田辺市長らしい方向性で好感が持てる。常に市民の声を聞いてほしい。 

葵区－城東－50代－男性 ・市民が主役といっても、何でもかんでも地域の住民に仕事を押しつけ、市職員は仕事をし

てない人もいるのでは？ 

葵区－城東－50代－男性 ・まちづくりより今は生活していけるか？に必死です。 

葵区－城東－50代－男性 ・もともと市（役所）は、市民が主役主体であるべきことが「市民が主役のまちづくり」な

どという言葉になってしまうことの是正が必要。 

葵区－城東－60代－男性 ・自治体基本条例すら知らなかった市民は多数いると思う。何故知らないのかを考えてほし

い。「市民が主役のまちづくり」とフレ－ズは良いが、一部の人が決めたことで市民が主役

で決めていくまちづくりとなるのだろうか。的が外れている。 

葵区－城東－60代－女性 ・とても良いことだと思います。今のままで良いと思っていますけど、市民参加ができると

夢がわきます。 

葵区－城内－20代－女性 ・存在すら知らない程、反映されていない。 

葵区－城内－30代－女性 ・市政についてあまり身近に感じられないので分からない。 

葵区－城内－40代－女性 ・従来の市参加というと、直接の利害関係者か、市民活動が趣味のような平日時間のある人

のものという印象で、自分も参加したいと思えません。 

葵区－城内－60代－男性 ・「市民が主役」とは、どういうことか、具体的な形を示してほしい。 

葵区－城内－60代－女性 ・市民が主役ということ自体、漠然としていて分からない。具体的な言葉で言ってほしい。 

葵区－城内－60代－女性 ・関係ないとは決して思いませんが、20代後半～50代のこれから静岡市を作り上げていける

人達の意見をたくさん聞いてあげてください。 

葵区－城内－70上－男性 ・市民主役の行事をもう少し知りたい。 

葵区－城内－70上－女性 ・健康で安心のできる市にする。主役になっていくことが大切。 

葵区－城内－70上－女性 ・市民が主役のまちづくりといっても、聞いたことはあっても、内容は知らないのが実状だ

と思います。いろいろな福祉の話もしかりです。生涯学習センタ－などで説明会など行なう

ことはできないのでしょうか。 

葵区－城北－30代－男性 ・今、市民が主役のまちづくりをしているのでしょうか？ 

葵区－城北－30代－男性 ・５年以上静岡に住んでいますが、一度も市民が主役のまちづくりを感じたことがない！！ 
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行政区－地域－年代－性別 

葵区－城北－30代－女性 ・市民が主役→だいたいどこの市町も同じようなことを挙げているが、実際に市民が主役の

まちだと感じたことはないです。 

葵区－城北－40代－男性 ・このテ－マについて、市職員は本気で市民目線で考え、実行してほしい。 

葵区－城北－40代－男性 ・内容を理解していないので、意見はできない。 

葵区－城北－40代－女性 ・市民に何を期待されているのか、市民に期待しているのか分かりません。 

葵区－城北－40代－女性 ・市民が主役…。市民は事業主？生産者？だけですか。市民の声に「国からの基準がないと

できない」と回答している職員がいますがどうでしょう。 

葵区－城北－50代－男性 ・市民が自主的に積極的に主役になってまちづくりをやるのは良いと思う。 

葵区－城北－50代－女性 ・具体的内容を見てみないと何とも言えないです。 

葵区－城北－50代－女性 ・「市民が主役のまちづくり」→これって、一体どういうことなんでしょうか。良く分かり

ません。市の運営は、市議会議員達が決めたことを職員が実行運営するということですよ

ね。だから、選挙に行こうってことでしょうか。“自治”って何でしょうか。 

葵区－城北－60代－男性 ・市民が関心を持てるようなことに取り組んでほしい。 

葵区－城北－70上－男性 ・町内会制度と活動が真に役立っているという意識が湧くような市政を考えてほしい。 

葵区－城北－70上－男性 ・まちづくりの行程表を求めたが出てこない。つまり、まちづくりは一歩も進んでいない。

市民は自治基本条例を知らない。職員は第20条を無視し、不正を始め、ひどいレベルにあ

る。（他のル－トで事例を提出）。市議は第17条である職責に不熱心。このようになってい

るのは自治基本条例に不備が多いからではないだろうか。 

葵区－藁科－20代－男性 ・長期的な町のイメ－ジ、コンセプトのもとでまちづくりをしていくのが良いと思います。 

葵区－藁科－40代－男性 ・本当に市民が主役なの？ 

葵区－藁科－40代－女性 ・こういう条例は言葉ばかりが難しいので参加したいと思っても、難しそうでできないと思

ってしまう。もっと、やさしい言葉で説明してくれないと一般の人は参加しにくいと思う。 

葵区－藁科－50代－男性 ・お題目だけで、市自体が本来「市民が主役」民主主義を分かっていない。指定都市も他市

が移行したから静岡もしたの感が強い。従って他市の成功例や、一部わけ分かっていない知

識人、有力者を押し上げ、ただそのような機会を行ってことを進めるので無駄金が発生する

ケ－スが多くなっている。 

葵区－藁科－60代－女性 ・市民が主役のまちづくりというのが、あまり実感がない。 

葵区－不明－30代－男性 ・人と人とがふれあったり（交流）できる…（ボランティアに似ているが）その活動が、雇

用促進やニ－トを減らす…そんな活動。説明が下手で申し訳ないが、多くしていってもらい

たいし、静岡気分などでも真っ先に載せてもらいたい。 

葵区－不明－70上－男性 ・「市民が主役のまちづくり」も良いが、個人のこれまでの経験をもとにして意見を言う

が、これではうまくいかないと思う。どんなものにもプロと言われる専門家がいるはず。こ

ういう人達がもっと意見を述べ、実行されたら良いと思います。 

駿河区－大里－20代－男性 ・市民が主役でも運営は市が行なうもの。市民の意見を聞いても本当に思っていることへの

課題が無ければ、その人の意見は参考にならない。不満に思っていることを意見してもらえ

ば数多く出るのではないでしょうか。 

駿河区－大里－20代－女性 ・少数意見にも注目してほしい。 

駿河区－大里－20代－女性 ・正直、市民である自分がどう静岡市のまちづくりについて貢献しているか分からない。 

駿河区－大里－30代－男性 ・パブリックコメント、タウンミ－ティング、ワ－クショップ、どれをとっても市政へ大き

な影響を与えるだけの良い意見は出ることはなく、むしろ迅速な意思決定の阻害要因であ

る。市民の意見は議会が代弁すれば良く、議会の活性化の方途を探るべきでは。 

駿河区－大里－30代－女性 ・市民が主役なのは良いが、市民に任せることで時間や人手にロスが多く出るのではないか

と心配します。理想を追求していくことも良いですが、ある程度のラインは市が決めてくれ

れば満足です。 

駿河区－大里－40代－女性 ・市民も施策作りに加わる。現場を知らない人から実情に合わない施策を押しつけられるの

は嫌だ。 
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行政区－地域－年代－性別 

駿河区－大里－50代－男性 ・特定の地区に偏ることなく、どこの地区に住んでいても静岡市に住んで良かったと思える

行政を期待したい。 

駿河区－大里－70上－女性 ・個人の意見に振り回されることのないように行政はその道をしっかり勉強してください。 

駿河区－長田－20代－女性 ・市民が主役って…じゃあ市長・市議とか選ぶ意味がない気がする。立候補する人たちが自

分の考えを述べて、賛同できれば投票しているのだから。市民が選んでいるのに、なぜ今更

市民が主役？？ 

駿河区－長田－30代－女性 ・全く知らなかった。アパ－ト暮らしで、地区の会費など払っていないため広報紙も配られ

ない、市民税はたくさん払っているのに、全然主役でない。 

駿河区－長田－30代－女性 ・静岡は保守的で、自ら何かを発想し、発進することの少ない地だと思います。穏やかな土

地柄ですが、全て人任せ、他の地域の動きを見てからでないと動かない印象です。どのよう

に市民に参加してほしいのかも全く伝わってこないです。 

駿河区－長田－40代－男性 ・これから市を背負っていく、中高生も交えて、理想の静岡市のアイデアを出してもらう。 

駿河区－長田－40代－男性 ・理念は必要なことではあっても、市民が知らないところで決められている現状こそ、市民

が主役でない証拠ではないでしょうか。口先でない本質のある「まちづくり」の理念と体系

を求めます。 

駿河区－長田－50代－女性 ・内容が見えないのですが。 

駿河区－長田－50代－女性 ・市長自ら町の声を聞く場をつくる。 

駿河区－長田－50代－女性 ・「市民が主役のまちづくり」意味分からない！！ 

駿河区－長田－70上－女性 ・市長が若い方に変わったこともあり、市長を囲んで市民がいろいろ意見を交換、市長が回

答する機会（あるかもしれません）が沢山できると良いと思う。 

駿河区－長田－70上－女性 ・市民の声をまちづくりに役立ててほしい。弱者の味方になって役所と市民一体となり静岡

市を住み良い市にしてください。 

駿河区－城南－40代－男性 ・何を開発するにも意見を聞きすぎず、ある程度、自信と信念をもって先頭に立って進めて

いただきたい。どこかが出れば、どこかが出ないのはある程度しょうがない。あまり聞きす

ぎると、今の政府のように何もできない。 

駿河区－城南－40代－女性 ・市職員が「静岡市自治基本条例」をしっかり理解し、その条例にのっとり市民の声をくみ

取りスピ－ディ－な対応をすること。市役所に市民が提言をしに行った際、たらい回しにし

ない。 

駿河区－城南－50代－女性 ・何をどうしたいのか、さっぱり分かりません。 

駿河区－豊田－20代－男性 ・実感がない。 

駿河区－豊田－20代－男性 ・名前だけでなく本当に市民を主役に考えてほしい。 

駿河区－豊田－30代－男性 ・主旨が良く分からない。 

駿河区－豊田－30代－女性 ・知らなくて困ったことがないので、自ら知ろうとしたり、関心を持つことがなかった。若

い人には多いと思います。 

駿河区－豊田－30代－女性 ・市民の声を施策の中に取り入れていただけることは市民の実生活に添った市政が運営され

とても良いことだと思う。ただ何でもかんでも意見を取り入れるだけではモラルが崩れてし

まうと思うので、市民を育てる部分から力を注ぐことが土台として必要なのかなとも感じま

す。 

駿河区－豊田－40代－女性 ・自分の関心が薄くて、まだまだ自治というよりも、行政任せにしていたことに気づきまし

た。 

駿河区－豊田－40代－女性 ・市長とのタウンミ－ティングは有効だと思うが、実情は市民各々の所属団体（ＰＴＡ、町

内会など）に動因がかかり、形骸化して、本来の意味をなくしていると思います。「市民が

主役のまちづくり」具体性が見えていません。 

駿河区－豊田－40代－女性 ・静岡市に限ったことではありませんが、良くテレビで、何かあった後にいつも問題が起き

ます。そうならないためにも、ゆっくり時間を掛けて、話し合った上でいろいろなことを決

めてほしいです。 
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行政区－地域－年代－性別 

駿河区－豊田－50代－男性 ・市民または地域の声。 

駿河区－豊田－50代－男性 ・市民の負担を少なくする。 

駿河区－豊田－50代－女性 ・「市民が主役のまちづくり」とは？計画立案から？市県国のしがらみがあり本当に可能な

の？市民が主役、主役が何人いるの？職場でも、家庭でも、町内でもさまざまな考え、意見

があり、そんな小さな世界でもまとまらないのに…。 

駿河区－豊田－60代－男性 ・良く分からない！！ 

駿河区－豊田－70上－男性 ・市議が市政について説明など町内会にしてほしい。 

駿河区－豊田－70上－女性 ・興味なし。 

駿河区－不明－30代－女性 ・聞きに来ないじゃない？が正直なところです。議会は選挙が終わった後どんな活動をして

いるか全く見えません。こちらもアピ－ルがないので興味がありません。そしてほったらか

して次の選挙。選挙の時だけアピ－ル。ここのどこに市民が主役のまちづくりがあるのでし

ょうか。 

駿河区－不明－70上－女性 ・当たり前のように書いてありますが、何を言っているのか分からない。こんなにごちゃご

ちゃしたものは、なお分かりにくくなる。 

駿河区－不明－70上－女性 ・うたい文句で終わらぬように心してください。 

清水区－庵原－30代－女性 ・静岡市が「市民が主役のまちづくり」を進めていると知っている市民は、ほとんどいない

のではないでしょうか。この時点で市民が主役とはかけ離れている。 

清水区－庵原－30代－女性 ・普段生活しているうちは、全く関わることがない感じがするので、もしできれば小・中学

校や自治会を通じて参加について提言してくれたら、興味を持つ人も増えると思う。 

清水区－庵原－40代－男性 ・市職員の若者にもっと権限を与え、自由な意見を反映できるようにすべき。コンサルタン

トには頼らず、大学や専門学校、サ－クルなどに依頼してはどうか。 

清水区－庵原－50代－女性 ・市民が主役なのは当たり前なので、それをわざわざ表現しなくてはならないのが静岡市の

現状なのかと感じる。 

清水区－庵原－50代－女性 ・基本的に市民の意見が主役になるとは思えない。小さな個人だから。 

清水区－庵原－50代－女性 ・静岡市民が主役はとてもうれしいが、常にどんな時も、日本全体のことを思いやることが

できる市民になりたいと思います。日本がひとつになることに専念できる静岡市民。日本全

体のことに奔走できる静岡市民になりたいと思いませんか？ 

清水区－庵原－60代－男性 ・市政をもっと身近に感じたい。 

清水区－庵原－60代－男性 ・資質や能力、人間性豊かな市議会議員を多く選出したい。「言葉は市民が主役…」とかっ

こうが良いが、議員が市の将来をどう考え、実現していくか。やる気とビジョンにかかって

いる。 

清水区－庵原－60代－男性 ・問５については全く知りませんでした。知るべき機会があったかというと疑問です。市長

がもっと前面に出て積極的にアピ－ルすべき。それも職務の中の一つではないのか。 

清水区－庵原－60代－女性 ・市民の個々人が参加しやすい環境と、市全体の表現目標（例えば浜松ではやらまいか精

神）とかを持つと良いと思います。 

清水区－庵原－70上－男性 ・今後の市のあり方、進むべき方向について説明してください。 

清水区－庵原－70上－男性 ・市民が自由に意見を語り合うこと。市民の意見を自由に市民主役になったつもりで話し合

う。 

清水区－有度－50代－女性 ・地元の議員の活動など報告会もありません。市民が主役と言いながら、意見を聞く機会も

作らなくてどんな活動ができるのでしょうか？ 

清水区－有度－60代－男性 ・このテ－マについて考えてみたことはない。このテ－マについて考える場があれば興味が

ある。 

清水区－有度－60代－男性 ・市長と対等に話しができる場を造る。 

清水区－有度－60代－男性 ・身近に感じない！！ 

清水区－有度－60代－女性 ・基本条例そのものは非常に良いと思うが、もっと市民に知ってもらい、参加できる雰囲気

づくりが必要と思う。 
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清水区－有度－60代－女性 ・市民参加といっても特定の人々で、なかなか市民一人一人に伝わっていないかと思いま

す。こちら市民サイドの無関心もあり、ご苦労が多いと思いますが、上からだけの考えでな

く、市民の側のニ－ズをそれこそ寄り添ってつかむことが大切ではと思います。 

清水区－有度－70上－男性 ・住民の直接係る町内会の組織から見直してほしい。役員の任期など（再選を含め）、また

は選出方法も不明です。自分が偉くなったように錯覚し、奉仕者（組長など）どなりちらし

ているとか？こんな調子で住民の要望が市に届いているのか？地域組織からしっかり積み上

げ、市政への反映が望まれます。 

清水区－有度－70上－男性 ・行政改革、高度成長時代の延長線のやり方ではなく、市民の生活のために何を行うか、意

識改革が必要であると思います。 

清水区－有度－70上－男性 ・「市民が主役のまちづくり」にするなら、市財政を徹底的に見直し、ムダを無くし（公用

車の減、市職員の減、各経費の節減、市長をはじめ給与の減額）、市民本位の政治をしても

らいたい。(暮らしやすい市に！！）。市民の暮らしが大変なのに公務員は「親方日の丸」

では困る！！ 

清水区－蒲原－60代－男性 ・かけ声だけの施策なら、やらない方がまし。 

清水区－清水山村－60代－男性 ・静岡市の三区の自治連合組織が、各々違っているように見られる。三区の区長が地域住人

の自治会組織通して、まちづくりの要望、提案を引き出す活動が不足している。静岡市が目

指す市作りは、何をやるか決めて取組みする方向決め、住民へ意見など相談する。 

清水区－羽衣－40代－女性 ・内容を知らなくてすみません。いずれにしてもオ－プンに進めていただきたいと思いま

す。 

清水区－羽衣－50代－女性 ・市長、区長など新市のトップと市民が意見を交わす機会を増やしていただきたい。そして

それらの意見がどのように反映されたか発表していただきたいと思いますが。 

清水区－羽衣－70上－男性 ・今まではどこに意見を言えば良いのか分からず、市会議員や県会議員に任せてました。し

かし、市民の要望はなかなか届かないと思いました。もっと身近に意見が発表できると良い

のですが。 

清水区－羽衣－70上－女性 ・小単位での話し合いで意見を出し合い、良いことは積み重ねていったら如何でしょうか。 

清水区－不明－30代－男性 ・まちづくりで市民が主役は無理だと思います。 

清水区－不明－30代－女性 ・どのように“市民が主役“となるのか内容が分からない。 

清水区－不明－30代－女性 ・全ての人において分かりやすい言葉、方法で活動を進めていくことを願います。 

清水区－不明－40代－女性 ・結果、知らずのうちに決定されている。または発言しても何も変わらないとずっと思って

いました。（感じている）。様々な家庭環境があるのだから、平均では無く、とことん掘り

下げて末端を知るべきだと思う。 

 

 

◆市民参画手続について 

 

行政区－地域－年代－性別 

葵区－安倍－30代－女性 ・若い世代（10代～30代）が気軽に参加できる雰囲気を作ってほしい。 

葵区－城東－30代－女性 ・生活をしていく中で、いろいろ考えることや思うことは人それぞれあると思います。それ

ぞれの年代・職業の方からの意見はうるさいかもしれませんが、良い市をつくっていくには

必要だと思います。時間をとって会に参加するのは仕事や家庭をもつ者には大変なので、メ

－ルなど手軽な手段で参加できるなら私もやりたいです。 

葵区－城東－50代－男性 ・意見箱のような物を庁舎内に設置して、その内容に対してどのように対応したかの発信を

する。 

葵区－城内－20代－女性 ・現状では、市政に対し相当関心の高い方や問題意識を強く持っている方の自発的な発言し

か汲み取れていないようにも思う。あるテ－マについて意見を集約していくためには、市の

側から実際にそのテ－マと暮らしの上で深く関わっている方たちのもとや場面に出向き、個

別に生の声を聞く必要がある。 
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葵区－城内－60代－女性 ・地域→市が計画、立案するよりも先に地域の要望を聞き、それを市がまとめ、意見を求め

る形が望ましい。 

葵区－城北－20代－女性 ・“参加したところで特に何も変わらない”というイメ－ジが今の政治や社会に根付いてし

まっているように思います。集めた意見を有益に利用することや実現することは大変難し

く、苦労の多いこととは思いますが、形だけでなく中身の伴った市民参画を企画していただ

けたらと思います。 

葵区－城北－30代－女性 ・市政に意見があったとしてもどこに言えば良いのかも分からない。もう少し意見を言える

場所が分かりやすくあれば良いと思う。 

葵区－城北－50代－男性 ・目安箱の設置。 

葵区－城北－50代－男性 ・様々な問題をテ－マ別に市民に呼びかけ、良い意見を出した人を積極的に役員や特別職員

として市の行政に登用していく。年齢・性別を問わない。 

葵区－城北－50代－女性 ・市民が参加して、意見交換できるということはとても良いことだと思います。 

葵区－城北－70上－男性 ・市政への市民参加を積極的に呼びかけ、種々の機会をつくってくださる静岡市に感謝して

います。ありがとう！！ 

葵区－藁科－30代－女性 ・静岡市の市政に全く興味がないわけではありませんが、子育てにおわれ、新聞や広報紙を

読む時間がありません。市政に参加する場がいつ設けられているかも知りません。もっと気

軽に簡単に参加する方法があるなら、自分の住んでいるまちのことなので参加したいと思い

ます。 

葵区－藁科－50代－女性 ・ワ－クショップ・タウンミ－ティングなどの参加は無理なので、携帯電話からでも気軽に

テ－マ・意見など参加できるようにしてほしい。 

葵区－不明－50代－女性 ・本来あるべき姿であるし、当然のことと考えています。小さなことでも、意見が自由に言

うことのできる状況にしてほしい。メ－ルなどでの活用を活発にしてほしい。それに対し

て、公表、返答の明確化も推進してほしい。 

駿河区－大里－20代－男性 ・若い世代が参加できる仕組作りが重要であると考えている。そのためにもモバイルを有効

に活用できれば良いのではないか。 

駿河区－大里－30代－男性 ・どこの自治体も同じだろうが、市民参加の自治と言いながら、ごく一部の方達だけで物事

が進んでしまう傾向が強く、一般の方の意見が反映されにくい気がする。もう少し簡単に気

軽に参加できる手段や広く参加を促す方法を考えていただきたい。 

駿河区－大里－30代－男性 ・市民が参加、運営するイベントをもっと企画してほしい。 

駿河区－大里－30代－女性 ・市民が意見を出せる機会がいつ、どこであるか良く分かりません。 

駿河区－大里－50代－男性 ・保守的で黙って出たがらない静岡人気質だと思います。イベント（祭りなど）を利用して

アンケ－トなどを増やしたらどうでしょうか？ 

駿河区－大里－60代－男性 ・庶民の意見が市長に伝わらない！ 

駿河区－長田－20代－男性 ・声が大きい一部の意見が反映されるだけではないかと思う。もっと統計的な手法で市政運

営してもらった方が平等だと思う。 

駿河区－長田－40代－女性 ・若者の参加が少ないように感じる。他県からの参加者（転勤・結婚などの移住者）の意見

を聞くべき。 

駿河区－長田－60代－女性 ・タウンミ－ティングの機会を増やしてほしい。 

駿河区－城南－20代－男性 ・知らないうちに計画が進んで工事が始まり、その後で是非を議論するような（静岡空港み

たいな状態）にならないようにしてほしい。 

駿河区－城南－30代－女性 ・市政に参加してみたいという気持ちはありますが、なかなか参加する機会がなく、どのよ

うにしたら良いのか分からない。参加できるきっかけ作りが必要だと思います。 

駿河区－城南－40代－男性 ・市民の声、評価など全てを公開する。 

駿河区－城南－40代－女性 ・今回のような意見書での形の方が私の考え方、意見がまとまりやすく良い方法だと思いま

す。 (人を集めると不参加がほとんどだと思います) 。 

駿河区－城南－40代－女性 ・日常生活で良く利用する場所（ス－パ－・公民館）などに、地域の人がいつでも意見を書

いて投稿できる箱などがたくさんあると、身近に感じて良いと思います。 
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駿河区－城南－50代－女性 ・政令市になったのに区が３つできたこと以外、どのように変わったのか分かりません。市

独自でいろいろなことが決められるのですか？この市民意識調査で動物園のことや基本条令

のことを知ることができました。この調査は今後も続けた方が良いと思う。 

駿河区－城南－70上－男性 ・行政が公民館などに出むいて地域との連携を図る。 

駿河区－豊田－30代－男性 ・駅などの人が多く集まる場所に、目安箱みたいなものを置いて、その回答をしていくよう

にすれば良いと思う。 

駿河区－豊田－30代－女性 ・まずは町内会や組の会合などから意見を出してもらうこと。学校の子どもたちにもいろん

な意見を自由に言ってもらう。（学校の授業などで行ってもらう？）。大人より、子どもた

ちの方がたくさん意見、考えが出て来ると思う。 

駿河区－豊田－40代－女性 ・現在自宅のインタ－ネット環境が 悪であまりインタ－ネットを使っていません。中年以

上、ご年配の方の（高齢者）ご家族では、「ホ－ムペ－ジを見て、インタ－ネットを使っ

て」と言われても、実際無理な方がいらっしゃるのではないでしょうか。インタ－ネットに

頼りすぎない意見収集を望みます。 

清水区－有度－20代－女性 ・いろんな所に目安箱みたいのを置いてほしいです。フッと思った時にすぐに意見できたら

もっともっと市民の声が聞けると思います。 

清水区－有度－50代－女性 ・大きな物を作るときは（例えば空港、建物など）市民の賛否を取ってほしい。知らないう

ちは進めないでほしい。 

清水区－有度－60代－男性 ・直接参加型ではなくても、今回のような意識調査、各種アンケ－ト調査を広く市民へ数多

く行うことにより、市のまちづくりに参加できるし、市民の本当の意見を聞くことができる

のでは。 

清水区－蒲原－20代－男性 ・日曜日に開かれたタウンミ－ティングはやはり多くの人が参加していた。平日の昼間に審

議会などが行われているが、本当に市民の声を聞く気があるのか、疑問に思ってしまう。一

般の会社員は平日では参加できない。 

清水区－清水山村－60代－女性 ・タウンミ－ティングの場を多く開催してほしい。 

清水区－不明－70上－男性 ・サラリ－マンが平日、市政に参加するのは無理です。 

不明－不明－20代－男性 ・学校などに出向き、学生の頃から機会をつくる。 

 

 

◆広報の改善について 

 

行政区－地域－年代－性別 

葵区－安倍－20代－男性 ・もっと、広く呼びかけなどして、認知度を高めるべき。（テレビや新聞などのマスコミを

使って）。 

葵区－安倍－70上－男性 ・有料老人ホームに入居中、市広報紙に接する機会が少ない。 

葵区－城東－30代－女性 ・「市民が主役のまちづくり」を進めてることすら知りませんでした。こういう市民がいま

す。もっと分かりやすく広めてみてはいかがですか？ 

葵区－城内－40代－女性 ・すみません。どういうものか知らないので意見を言えません。そういう活動をしているこ

と、活動内容をテレビや新聞で広報していただければ助かります。 

葵区－城内－70上－女性 ・情報を分かりやすく発信してほしい。 

葵区－城内－70上－女性 ・市政、イベントなどの情報がもっと簡単に知ることができれば良いと思う。 

葵区－城北－20代－男性 ・情報公開をもっと徹底してオ－プンにするべき。静岡市の顔である市長に静岡市のことを

もっと学んで、それを市政に反映してほしい。 

葵区－城北－60代－男性 ・市政への市民参加についてのＰＲをもっと増やしてほしい。 

葵区－城北－60代－女性 ・広報紙やテレビで何度も知らせないと「自治基本条例」そのものの存在を知らない。同時

に「市民が主役のまちづくり」を推進していることもほとんど知らない。宣伝不足ではない

か。 
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駿河区－大里－20代－男性 ・どんどん市民が知ることができるように情報を流してほしい。それでなければ市民が主役

もうまくいかない。 

駿河区－大里－40代－男性 ・多くの方に取り組みが伝わるよう広く継続的に広報活動してほしいです。 

駿河区－大里－50代－女性 ・内容などをもっと周知してほしい。全く知りませんでした。テレビ、広報などで報道する

などすれば良いのでは。 

駿河区－大里－60代－女性 ・一部の人達は知っているかもしれませんが、私は今まで興味もなく、知りません。もっと

もっと市民に分かるようアピールすべきです。今までの質問は知って当たりまえの市側の発

想です。 

駿河区－大里－70上－男性 ・広報紙は、いつもはっきり月に１回にして、ひと月の行事とぜひ見てほしい知ってほしい

知るべきことの何かを区別して色分けしてほしい。 

駿河区－大里－70上－女性 ・年２回位広報紙に受取人払いのハガキをつけ意見を広く求める。 

駿河区－長田－30代－男性 ・ツイッターとフェイスブックの実行。 

駿河区－長田－30代－女性 ・どのようなものなのかもっと積極的にＰＲしていったら良いと思います。 

駿河区－長田－70上－男性 ・広報静岡の放送設備が、市民の皆さんへの内容が伝わらない。（声が伝わらない、場所、

設備の関係か）。 

駿河区－城南－30代－男性 ・どうやって意見を言えるのか、まったく知らないし、分からない。告知や情報提供をもっ

としっかりやってほしい。 

駿河区－城南－30代－男性 ・情報提供の工夫をしてほしい。 

駿河区－城南－40代－男性 ・市政に興味がない者でも分かりやすい身近なテ－マでの情報提供。 

駿河区－城南－70上－女性 ・知事、市長は選挙の時だけではなく、年寄りにも分かるよう、テレビなどで年に２回くら

いは市政の理念、条例、規則などを話をしてください。 

駿河区－豊田－30代－女性 ・広報や情報提供の手段をもう少し工夫できたら良いと思います。興味のある人、無い人で

は、まずいろんな情報を知ろうという段階で差が出てくると思うので。 

清水区－庵原－30代－男性 ・もっと分かりやすく！ 

清水区－庵原－30代－男性 ・選挙の時に、誰がどのような人か良く分からないため、なんとなくで投票している。もう

少し伝えてほしい。 

清水区－庵原－30代－女性 ・分かりやすいようにしてほしい。 

清水区－庵原－50代－女性 ・テレビなどで静岡市のコマーシャルをする。 

清水区－庵原－50代－女性 ・合併前の広報紙（「広報しみず」）は必ず目を通していたが、今はほとんど目を通さなく

なってしまった。範囲が広くなりすぎてしまったように思う。広報紙を区ごと３部に分けた

ら見やすく、自分の得たい情報が分かりやすくなるような気がするが…。 

清水区－有度－30代－女性 ・情報提供をもっとしてほしい。 

清水区－有度－30代－女性 ・もっと広報したらどうかと思います。そして簡単に意見の言いやすい環境にしてほしいで

す。くだらない意見も多くなるかもしれませんが、その中にも良くなるアイディアが埋もれ

ているかもしれません。 

清水区－有度－30代－女性 ・ もな意見だと思います。ホームページで「市民自治推進審議会の開催状況」を見まし

た。沢山のことについて話し合いがされているんだなと分かりました。このアンケートで

「自治基本条例」を知りました。知らない人も多々いると思います。伝える（教える）こと

も必要だと思います。 

清水区－有度－40代－女性 ・私も含め、市政に興味のない市民に、少しでも興味のきっかけを持っていただくために、

身近な所（施設）にポスターや垂れ幕、のぼりなどと設置する。若い世代を中心に幅広い年

代の方が集まる所に。例えば、公共施設以外のデパートや青葉公園など。 

清水区－有度－50代－女性 ・全く知らない。もっと呼びかけても良いのではないでしょうか。 

清水区－有度－60代－男性 ・初めて条例が制定されたことを知りました。広報紙にしっかり目を通せば良かったと反省

しています。タウンミーティングがあれば、市長や職員から方針が聞かれるし、意見も言え

ると思います。忙しいとは思いますが、お願いいたします。できれば○月○日○時にどこの

会場で行うか、広報でお知らせください。 
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行政区－地域－年代－性別 

清水区－蒲原－60代－女性 ・地域防災訓練の結果としてテレビ・ニュースなどで県内の対策を報道していましたが、今

回は東日本の地震があったため、避難場所も変更になっている区域がたくさんあると思いま

すが、市としてその場所が本当に良かったのか？また、その場所を整備するのか自治会の方

に連絡しているのか、結果を知らせてほしい。 

清水区－羽衣－30代－女性 ・なかなか普段生活していて、静岡市が発信する情報が入ってこない。 

清水区－羽衣－40代－男性 ・これらによるメリットないしデメリットがあったら正直に実状を知らしてほしい。 

清水区－羽衣－60代－男性 ・都合の良い（行政にとって）広報ではなく、全て情報を伝えることに徹底して、広報をし

てほしい。 

清水区－羽衣－70上－男性 ・私は、市広報紙は一年分保留していますが、たまたま「静岡市自治基本条例」について不

知であったため「広報しずおか」を調べ№190に記載されていたことが分かりました。これ

からのまちづくりについては、若い人たちの意見を積極的に取上げてもらいたいと思いま

す。 

清水区－由比－60代－男性 ・広報がへたくそ（一方的過ぎる）…。静岡市と合併しても何もメリットがなかった。

例．：水道料金は1.3～1.4倍。 

清水区－不明－30代－女性 ・静岡市の市政がどんなことをして、どんなことを進めているのか、若い人にも分かるよう

伝えていく努力をしなければ、理解も協力も得られるのは、一部だと思います。 

清水区－不明－60代－男性 ・アンケート及び会議で出た市民の意見の公表：それに対しての市の回答を広報紙などを利

用して掲載していただきたい。 

清水区－不明－60代－女性 ・基本条例のパンフレットをほしい。 

 

 

◆その他 

①まちづくり（ハード面）について 

行政区－地区－年代－性別 

葵区－安倍－40代－男性 ・七間町をショッピングモ－ルにしないでほしい。全国的にも価値のある映画街です。 

葵区－安倍－40代－男性 ・東京などに比べ、街中の緑が少ない。夏場に木陰で休めない。山が多いからと自然に頼っ

てばかりでは、街中に潤いがなくなる。 

葵区－安倍－60代－女性 ・葵区の方（北の方）にも、のんびりと子どもを遊ばせたり、休んだりする公園がほしいで

す。駅南にあるような、すべり台や遊具があると良いです。 

葵区－安倍－70上－男性 ・町中をコンクリートやアスファルトで埋めつくさないこと、温度が上がり暑くて歩いてい

られない。植樹をして温度が上がらないようにする。歩く人が減りシャッター通りとなる。

夜は蓄熱して熱帯夜となる。 

葵区－城東－60代－男性 ・看板の少ないスッキリとした町並。 

葵区－城東－60代－女性 ・城北公園や駿府公園に、無料駐車場がほしい。 

葵区－城東－70上－女性 ・静岡駅へ行くルートが広すぎ階段が長く、松葉杖を使用しなければなりませんので、子ど

もの所へ行きたいのですが考えてしまいます。昔の駅の方がどんなに使いやすかったか。 

葵区－城内－30代－男性 ・東静岡駅周辺の充実。前小嶋市長の意思の引き継ぎ。 

葵区－城内－30代－女性 ・育休明けの保育園入所（年度途中入園）が難しいことや、学童も学校内に全員入れないな

ど、意見を言っても何も変わらないと思う。財源を何に使うか、人によって意見も違うし、

権力のある人が勝手に決めているように感じます。静岡市の公立保育園は、民間園よりも人

員も多く、サ－ビスも充実していると思うが、お金のことで民間園を増やしていこうとして

いる。満足度は低下していくと思います。 

葵区－城内－50代－男性 ・車イスが使いやすいように横断歩道と歩道の段差をなくしてほしい。 

葵区－城内－70上－女性 ・街路樹のある道がほしい。自転車の走りやすい道がほしい。久能山の駐車場がほしい。清

水港を生かしてほしい。 

葵区－城北－50代－不明 ・静岡センター近くの駐輪場を整備してほしい。雨もりがあり暗い。 

葵区－城北－60代－女性 ・車で走っていて一方通行には何度もまいりました。 
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行政区－地域－年代－性別 

葵区－城北－70上－男性 ・今年の10月、静岡中心市街地、商業施設完成。市のシンボル駿府城天守閣の復元を含め

て、未来の静岡市のイメージ図を描くのも「まちづくりについて」市民に関心を深める契機

になると思う。 

葵区－城北－70上－男性 ・インフラ事業の推進は勿論大切であるが、県のグランシップのような演劇・能などのため

施設がほしい。 

葵区－城北－70上－女性 ・少しでも減らして早く道路などを良くしてください。私一人の意見ではありません。皆さ

ん不満に思って良く話に出ます。 

葵区－藁科－60代－男性 ・浜名湖にあるガーデンパークのような、のんびりといられる無料施設がない。 

葵区－不明－50代－男性 ・駿府公園が以前より夜暗くなり、市民のための公園ではなくなった感じ。 

葵区－不明－50代－女性 ・箱ものばかりを作らず、今あるものの必要、不必要の選別が必要なのでは？ 

駿河区－大里－40代－男性 ・放置自転車の撤去・原付・二輪車への駐車違反の取締りを強化する前に、利用できる駐輪

場の整備。 

駿河区－大里－50代－男性 ・防犯灯が暗く、夜間歩き難い。 

駿河区－長田－30代－男性 ・原発廃止するなら、代替案を出すべきだと思う。現状火力発電以外デメリットが多いの

で。水力⇒大規模の物だとダムが必要。（地震で山津波のリスク）。風力⇒設置数の制限。

（低周波公害も）。太陽光⇒不安定。（停電時1,500ワット制限もあるので）。地熱⇒温泉

の水量低下のおそれ。（資源再利用すれば○）。 

駿河区－長田－30代－女性 ・静岡で生まれ育ち県外へ転出してみて、子育て環境が充実していない。特に公園。大型の

公園も少なく車では行けない。不法駐車のためというがシルバー人材を雇ったり方法はいく

らでもある。２時間まで駐車無料など…公園と遊具を増やしてほしい。 

駿河区－長田－40代－女性 ・静岡駅周辺のみが主役なのか？まず、交通アクセスが悪い。 

駿河区－長田－40代－女性 ・良く渋滞する交差点などの整備をお願いしたいです。例えば、手越原の交差点などは、一

方だけやたら短いように思います。 

駿河区－長田－60代－女性 ・ただこれは市への要望と筋が違いますが、道路のあまりに一方通行が多過ぎて逆走する車

が多くかえってとても危険です。何とかならないものでしょうか？ 

駿河区－長田－60代－女性 ・新幹線の乗客が多いのにもかかわらず「ひかり」が１時間に１本とは大変不便です。ひか

りを30分に１本か、ひかり１本のぞみ１本を止めるようにしたらもっと静岡に他県から足を

運んでくださる方が多くなると思いませんか？ 

駿河区－長田－70上－男性 ・丸子芹ヶ谷町から西小の交差点間の道路拡張を念願。（橋の拡幅）。丸子川に沿っている

遊歩道の整備。（外灯、雑草の刈取り）。芹ヶ谷町の公会堂＋老人ホーム兼用の実現に大切

な財政援助を希望。 

駿河区－長田－70上－男性 ・駿河湾沿いの者として津波対策として東名高速道路を一時避難場所にできると有り難い。 

駿河区－城南－30代－男性 ・静岡市を一周するモノレールがあると良い。道路が少しは空くのでは？ 

駿河区－不明－50代－女性 ・日本平サービスエリアからＥＴＣの出入口、インターチェンジができて日本平動物園や草

薙運動場、球場に行ける交通の便が良くなって、他県（遠方）からも東名を使っての観光客

が増え、静岡市がより良い市になってくれることを望みます。 

駿河区－不明－60代－男性 ・農業振興地区の整備について、農地の荒廃が進んでいます。土地の利用向上させるため、

小規模な耕地整理など、市単独でできる整備手法を検討してください。 

駿河区－不明－60代－女性 ・市の出張所が多くありすぎる。（町内の公民館でも良いと思う）。 

清水区－庵原－20代－男性 ・公共事業内容を見直すこと。 

清水区－庵原－40代－男性 ・静岡市中心部も整備が整い、交通、通路がとても便利になりうれしく思います。他県と比

べ、何かいまひとつ、魅力がないように思えます。静岡のシンボル駿府城の復活を期待しま

す。 

清水区－庵原－60代－女性 ・前には袖師の舟付き場は夜明かりがついて、釣りの人が大勢いて、子どもと散歩（夏場）

するのに良かったが、今は真っ暗でつまらないです。 
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行政区－地域－年代－性別 

清水区－有度－30代－男性 ・高齢者が外に出られる環境づくり（バリアフリ－）や、自動車の運転ができなくなっても

町へ行ける環境づくり（乗り合いバス、タクシ－）などを地元の雇用につなげていってほし

いと思います。 

清水区－有度－30代－女性 ・地区ごとに公園がかたよっていて、自分のいる所には公園がなく、子どもを遊ばす場所

や、親同士のコミュニケ－ションの場がないから困る。 

清水区－有度－40代－男性 ・市民が、ゆっくりできるスペ－スをたくさん作る（休日に過ごせる所）！（例．公園、温

泉、ショッピングモ－ル、飲食店など）。渋滞緩和、分散化は大事！ 

清水区－有度－50代－女性 ・私は以前から市内交通が政令都市なのにバス会社が１つというのはおかしいと思っていま

す。市営業バス（小型エコ）を走らせてほしい。 

清水区－有度－60代－男性 ・清水港を含め海岸の開放。立入禁止が多すぎる。 

清水区－羽衣－30代－女性 ・道を広く、渋滞緩和。 

清水区－羽衣－30代－女性 ・東京のような、無料開放の避暑地を造ってほしい。 

清水区－羽衣－50代－女性 ・自転車と歩行者の通路を別々にしていただきたい。 

清水区－羽衣－60代－女性 ・旧静岡市には、児童館があるが、旧清水（清水区）にはないので作ってほしい。 

清水区－由比－60代－女性 ・私の気になったことですが、合併した当初、道路工事がありましたが工事の土建屋さんは

皆静岡市の土建屋さんばかりで、私の近所の土建屋さんは仕事を廻してもらえなくてかわい

そうだと思いました。今は静岡とか清水の方にも行って仕事をしていると聞き安心しまし

た。 

清水区－不明－不明－女性 ・清水区は道路が悪い。 

不明－不明－不明－不明 ・浜松などは小さい子連れでも充分楽しめる所がたくさんあるのに…。（アスレチックな

ど）。しかも、無料で。静岡は何もない。市民税、住民税たくさん支払っているのだから、

もっと作ってほしい。あと、小学生の医療費がただ（無料）じゃないのは静岡だけ！と聞き

ました。そういうのも広報紙などにとりあげたら良いのでは？ 

 

 

◆その他 

②まちづくり（ソフト面）について 

行政区－地域－年代－性別 

葵区－安倍－50代－男性 ・市の合併で大きくなり地元意識が薄くなる。 

葵区－静岡山村－20代－女性 ・「不寛容」が社会全体に感じられる昨今です。マイノリティも認められるような。一面

的、一義的な善悪に縛られない、「寛容」の中から選択をできるようなまちであってほしい

と思っています。 

葵区－城東－20代－男性 ・表紙のような方針は良いと思うが、それほど市民には伝わってないと思う。当方は他県出

身の人間だが、街を見るとポイ捨てや交通違反などを良く見かけて残念な気持ちになる。そ

ういうことを平気で行なえる人間が主役になれるまちで良いのか？絶対に守れとは言わない

が 低限のル－ルさえ守れないような人間が市政に参加しだしたら自分の利益になることは

積極的になり、不利益なことには徹底的に糾弾しかしないと思う。 

葵区－城東－60代－男性 ・安心・安全。 

葵区－城東－60代－女性 ・介護する者の集いに出たのですが、広報などで知っても、なかなかデイサ－ビスの日と合

わなくて参加できないでいます。常時そのような事業をやっている場はないものでしょう

か。 

葵区－城東－60代－女性 ・メタボ健診は各自病院で行っているので市からのはいらないと思う。 

葵区－城東－70上－男性 ・市廃棄物など減量推進委員を２年間務めたが、ほとんどの自治会で自治会役員の兼務が多

かったように感じた。ゴミの減量というテ－マは無限にあることから、住民一人一人が意識

を持つためには多くの方が推進員になって活動することも必要ではないだろうか。そのため

には役員の兼務をなくして、多くの市民にその使いに当ってもらうようにすれば多少なりと

も意識が芽生えるのでないだろうか？ 
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行政区－地域－年代－性別 

葵区－城内－40代－女性 ・市長さんと市民が交流する機会がないと思うので、もっと、市長さんと市民が気軽に会話

するイベントがあれば良いと思う。 

葵区－城内－60代－女性 ・ 近近所で余り親しくない方からも挨拶されるようになり、こういうことは気持のやわら

ぐものだと感じている。何かをつくるのではなく、心がつながるまちづくりを目指したい。 

葵区－城内－70上－女性 ・駿府公園にある紅葉山庭園には行きますが、閉めるのが早すぎるように思います。冬は良

いでしょうが、陽が長くなったら午後６時位まで延ばしていただけたら、もっと利用する方

も多いと思います。 

葵区－城北－60代－女性 ・市民が積極的に参加できるボランティア事業の推進、小中高校との共同授業体験など。 

葵区－城北－60代－女性 ・私は、日本中旅行したりすることができ、四国以外はほとんど行ったと思うのですが、静

岡市は日本の中心に位置し、家康公が駿府城を造られただけのことはある、素晴らしい所に

あると思います。しかし残念ながら、文化を残すというか、市民が文化を大切にするような

気風が薄れていると思います。私たちのような50代、60代の女性は、呉服町通りのお店の変

化をとてもとても淋しく思っています。薬局やらコ－ヒ－店がとても増え、それはそれで新

しいまちづくりにはなると思いますが、人々の知恵や努力で育んできた文化が失われている

ことをとても残念。 

葵区－不明－30代－男性 ・雇用が活性化するようなサポ－トをしてほしい。県なんかはセ－ルスなんかをしている感

じがするけど市ではあまりやっていないように思う。良く働ける場所があればもっと市民は

社会に参加できると思う。 

葵区－不明－50代－男性 ・「市長と語る会」など直接市長と話せる機会を増やしてほしい。市職員は「市民の申請行

為」であるという言葉を発言するが、市民の多くは制度そのものを理解できていないことが

あるため、福祉税など相談員の充実を図ってほしい。 

駿河区－大里－50代－女性 ・“市民が主役”という意識を全市民に持ってほしい。子どもの頃から町内の自治行事に参

加し、“ご近所付き合い”の大切さを育みたい。町内のル－ル、防犯などが高まれば住み良

い町になるはず。 

駿河区－大里－60代－男性 ・地震防災の社会的インフラの確立、 先端・ 強の防災都市を目指してほしい。 

駿河区－大里－60代－女性 ・安心して暮らせるまちづくりをお願いします。 

駿河区－長田－30代－女性 ・個人事業者ががんばれるようにもっと支援してもらいたい。 

駿河区－長田－30代－女性 ・子育てのしやすいまちづくりをしてほしい。環境、金銭的に。 

駿河区－長田－50代－男性 ・４月の静岡まつり、あのぐでぐでしたもの何とかならないの。あんなのまつりでもなんで

もない。大道芸の方がよっぽどおもしろい。静岡という柵にしばられない独自な物を企画し

てほしい。徳川家康の“お茶壷道中”。歴史的にありえない。(三代将軍から)。京都からは

あったけどね。 

駿河区－長田－60代－女性 ・私達の住む地域はクリ－ン作戦などあり、かなりの住民が参加して町内はとてもきれいで

す。 

駿河区－長田－60代－女性 ・私達個人のまず始めの会合場所となるのは町内会です。半期に１回位の間で各町内からま

ちづくりの意見を集計してみれば個々に考える機会が起きるのではないか。 

駿河区－長田－70上－男性 ・“まちづくり”の一つの方法として市内各町内会の隣組長会議などの機会を活用し市政策

により“まちづくり”の教育指導を実施していただきたい。 

駿河区－長田－70上－女性 ・自治体の市民が役員になった場合、ほとんど高齢者が多く定年過ぎの人ばかり。もっと若

い人の考えや行動が出されないですか。 

駿河区－城南－40代－女性 ・暮らしやすい静岡市。子育てしやすい静岡市。（もっと子どもを育てるために保育料・医

療などの補助に力を入れてほしい）。 

駿河区－城南－50代－女性 ・主旨とずれているかもしれませんが、わたしは主人と週２回ゴミ収集日に海岸清掃に出か

けています。もっと多くの人々が周りの街のゴミ拾いとか、草とり、花植などの参加して、

ゴミひとつない街にしたいと思っています。そういった呼び掛けがあったり、上手に参加で

きるような雰囲気があったら良いのにと思います。 
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駿河区－豊田－20代－女性 ・去年の５月から、静岡市民になりました。私は富士市民でした。静岡の方が都会というこ

ともあるためか、車を運転している時など、交通のマナ－の悪いドライバ－が多くて、とて

も怖いです。富士市に住んでいる時の方が良かったと思う時があります。自転車に乗ってい

る高校生もイヤホンをしていたり、クラクションが聞こえていなくて、とてもあぶないで

す。富士市では、自転車の交通ル－ルが、もっと厳しかったです。静岡市は、いろんなとこ

ろで、少し曖昧な部分があると思うので、何とかしてほしいです。 

駿河区－豊田－50代－女性 ・市民というより、「町民が暮らしやすい」という町が希望です。町の公民館が充実してい

たり、全く忘れ去られていたり、同じ静岡市民で同じ税金を納めているのに、不公平だし。

「町⇒市」へ感謝や意識は向かうと思います。ただの集会所程度の公民館を高齢者や幼、保

育園未満の子どもをもつ母親たちのいきいきした毎日の集いと学び、遊び場にしていきたい

です。 

清水区－庵原－20代－女性 ・地震や津波などの災害対策。確実に安全だと思われる避難場所を造っていただきたいで

す。高いビルが無いですし、高層マンションなども自由に入れないですし、近い場所での避

難が難しいと思います。失業者を少なくし、学生が就職できて景気が回復するような、安心

して暮らせるまちづくり対策。 

清水区－庵原－30代－女性 ・思っていることがあるのに言えない、なかなか伝えられないと思う人がいるので、若い人

も積極的に意見を言えて住みやすいまちづくりができたら良いと思う。 

清水区－庵原－40代－女性 ・一般の市民は良く分からないです。自分の意見はどうやって市に届くか手段がないです。

地区の会話の場がほしいです。時間は夜にしてほしいです。 

清水区－庵原－50代－女性 ・災害に強いまちづくり。 

清水区－庵原－50代－女性 ・清水駅前銀座ア－ケ－ドの活性化について良い方策を考えるべきだと思う。駅周辺の開発

ばかりに気を取られているが、シャッタ－通りを何とかするべきです。 

清水区－庵原－60代－女性 ・清水区が、駅前商店街が活気ある町にしていただきたい。 

清水区－庵原－70上－男性 ・市政が広域過ぎて、居住地関連の記事は抽象的で少量。実生活の糧として、生きて働かな

い感じが強い。 

清水区－庵原－70上－女性 ・清水区になった頃から、保健センタ－、ＮＰＯセンタ－、特にハ－トピア保健センタ－の

サ－ビスが悪くなった。経費削減のためか、毎年の検査も受けにくい制度になった。以前の

方が良い。地域で決まった日に受ける方が忘れなくて良い。都合の悪い人は後日まとめてし

てほしい。 

清水区－有度－40代－男性 ・子どもが安心して暮らせるまちが一番住みやすい町だと思う。交番もしくはそれに見合う

ものを増やす！ 

清水区－有度－40代－女性 ・もっと中小企業を大切にし育成すべきである。公務員の人数が多すぎるのではないか？ 

清水区－蒲原－30代－女性 ・私はまだ結婚も出産もしていませんが、今の不安定な社会で生きていくには正直不安が多

く、結婚、出産、子育てなど、考えたくないというのが本音です。子育てしながら働く女性

や、シングルマザ－をもっと支援していただけるようなまちにしていただきたいです。 

清水区－清水山村－50代－男性 ・清水区にも講座やイベントをしてほしいです。 

清水区－清水山村－50代－女性 ・政令指定都市になり、市が広くなりすぎて旧地区ごとの意見や生活が差があり、お互いの

ことを理解できず一つのまとまりのある市になっていないと思う。交流会のようなイベント

があったら良いのでは？ 

清水区－清水山村－60代－女性 ・この地区では今でも、ビン・缶の整理当番が存在しています。共働き老人家庭の多くなる

中で重荷となりますので、その方面の指導をお願いしたい。 

清水区－羽衣－30代－女性 ・海岸近くに住んでいる人も安心できるまちづくり。 

清水区－羽衣－50代－女性 ・私の地区（清水区村松妙音寺）では、子ども会も老人会もなくなってしまいました。それ

に替わるきめ細かなイベントの開催や、各世代間の交流会型サ－ビスなども毎週開いてほし

い。それらはボランティアに頼るのではなく、専門の職員をおいてほしい。 

清水区－羽衣－50代－女性 ・子どもが安心して住めるまちづくりにしてください。児童虐待に町ぐるみで関心を持つ。

警察などの巡回の回数を増やしてほしい。（倍）。 
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清水区－羽衣－60代－女性 ・静岡市はほぼ日本の中心となる地形でもあり、歴史も深い土地なので、他県の観光客に来

ていただき、街全体の財政を豊かにする。特にお城を中心としてのまちづくりをする。 

清水区－羽衣－70上－男性 ・市民が参加しやすいように、市民が利用する施設の利用方法（図書館。生涯学習センタ

－、体育館）を区毎に意思交換の場を作り、その経過や内容を知らせる。（場合によって

は、特定の問題に絞って諮問する）。区毎の活動があった方が良いのでは？（全市画一では

なくても良い問題もある）。 

清水区－不明－60代－女性 ・災害のことを考えたら、市にばかり頼られない。自分たちでできることは常日頃から隣近

所のネットワ－クをしっかりつくっておかねばと強く考えます。しかし若者をいかに繋げる

かが大切かとも思います。 

不明－不明－60代－男性 ・多くの市民が参加できるまちづくり活動にしてほしい。 

不明－不明－60代－女性 ・地区社会福祉協議会でやっているＳ型デイサ－ビスに年20万円のお金は多すぎると思いま

す。初めは物を揃えるために必要だったかも知れませんが、３年、４年とやっているところ

にまだ必要でしょうか？ 

 

 

◆その他 

③要望等 
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葵区－安倍－60代－男性 ・各町内集まり話し合う。 

葵区－城東－30代－男性 ・恐縮でございますが、私は、勉強不足で、とても意見できる知識ではありません。ただ、

現在静岡県に住めることの有り難さ、生活環境に、とても感謝しております。他力本願です

が、良識を持った方の 良の意見を取り入れ、充実した街になることを願います。 

葵区－城東－40代－男性 ・県都静岡として今までどおり中核都市として発展してほしい。仕事で他県の都市に住んで

いたことがあるが、静岡市が一番住みやすいと感じた。 

葵区－城東－70上－男性 ・議員は市民の一人ですが、市のまちづくりについて考えを提言したり、実行できる人を基

準にして選挙すべきです。市議員は自ら得意分野、専門分野のスペシャリストになって市議

会を盛り上げ市民のために貢献してほしいです。 

葵区－城東－70上－女性 ・もうできてしまった以上どうすることもできませんが、２～３人の駅員なり市の職員なり

助けてくださる方をお願いします。 

葵区－城内－20代－女性 ・意味のないことだけはやらないでください。 

葵区－城内－50代－男性 ・お題目に終わらず、二期、三期と続く市長として頑張ってください。 

葵区－城内－60代－男性 ・名古屋市の取り組みを参考にしてほしい。 

葵区－城内－70上－男性 ・減税、公務員・議員給与削減。 

葵区－城北－20代－女性 ・今の市長（田辺さん）なら今までのたるい市役所（決してすべてが悪いわけではありませ

んが）を変えてくださるのではと期待しています。よろしくお願いします。頑張ってくださ

い。 

葵区－城北－30代－男性 ・どの自治体も同じようなことを「テ－マ」にしているが、静岡市は良い街と思う。 

葵区－城北－50代－男性 ・市民が主役というが、市長と市民の中間に居る市議会議員などは何をしているのか。選挙

で選出された後の市政に関する行動や結果がほとんど見えてこない。民意は重要だが、直接

の窓口となる議員の活用がもっと必要ではないでしょうか。 

葵区－城北－50代－不明 ・駐輪場禁止区域での管理人は、就職難の若い人にゆずるべきだと思います。意見を言いや

すい情報を作ってほしい。 

葵区－城北－70上－女性 ・市職員の給料が全国で３位。それには驚きです。道路整備をしてほしいと思ってもお金が

ないと言いますが、職員の給料・ボ－ナスは市民の税金です。 

葵区－藁科－50代－女性 ・地震など天災についての具体的対策について詳細に。 
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葵区－不明－60代－男性 ・原発を作るには地元の町ではなく、広く県民の意見を聞き、総意の元で建設されなければ

ならない。安心、安全は100％ありえない。そもそも１、２号だけでなく６号、７号と進め

ていく電力会社に任せられない。行政は静岡市だけでなく、広く世界と関わりがあることを

忘れずに。ホ－ムペ－ジは万能ではない。 

葵区－不明－60代－女性 ・静岡市民となり35年程になります。政治のことを気軽に話せる雰囲気があまりなく、とて

も保守的なところだと思いました。行動をおこす、意見を言わないことは当たり前とし、政

治家（政治屋）に任せておくだけではダメだと原発のことで分かりました。原発の事故、安

全神話は私達一人一人に責任があると思います。任せて大丈夫、と思っていたとは、逃げだ

と思います。（自分も含め）。 

駿河区－大里－40代－女性 ・全く分かりません。横浜から引っ越してきて約２年です。 

駿河区－大里－70上－男性 ・70代で関心はあるのですが、町内でも市にも学校でも失望が多くありました。市の立場の

み主張するのではなく、おだやかに中立に話してください。 

駿河区－大里－70上－女性 ・以前民生委員をしていた時、市から係の人が来て（４月）質問したら、先月迄水道課にい

たからと言ったのには開いた口がふさがらない。プロはプロとして対応するのが当然と思

う。 

駿河区－長田－50代－男性 ・市役所の各部署の意識改革が必要である。（職員の）。知らない、見ない、行動しない！

が現状である。 

駿河区－長田－60代－女性 ・市長の報酬を下げるだけではなく、議員の報酬こそ半減にするべきです。議員が10期もや

るなんて馬鹿げている。午前８時の人を起用するべきで午後３時を過ぎた人は何も役に立た

ないのです。静岡の議員は午後３時を回った人ばかりで何もやっていない。市長と議員の報

酬を下げて、公務員の報酬を下げるべきです。 

駿河区－長田－70上－女性 ・誠に申し訳なく思っていますが、此のアンケ－トに対してもう10年若ければパリパリと返

答できたと思いますが、此のアンケ－トに参加するのも気がひけて、静岡市は良くして行っ

てほしいと常に思っていますが、返答する資格がないのではと思っています。無関心にお思

いになると思っています。でも、市に相応しい、穏やかな上に、商店、工業は、活発に繁栄

してほしいと思っています。せめて、気候に恵まれているのには感謝していますので、活発

に住み良い街になっていくと信じています。 

駿河区－城南－40代－男性 ・原発に対して、市民投票をしてみたらどうでしょう。御前崎市だけの問題ではない。 

駿河区－城南－50代－男性 ・ある程度のビジョンを示してもらわないと、意見がなかなか出しにくい。 

駿河区－城南－60代－女性 ・日本全体（テレビなど）同じ顔ぶれで、一辺倒の意見になりやすいし、参加者も同じよう

に思われるので人選が大切だと思う。 

駿河区－城南－70上－女性 ・静岡市民は県、市の赤字の責任はどこにゆくのですか。 

駿河区－豊田－30代－男性 ・知らないことに意見を求められることに対して、どうお考えになりますか？ 

駿河区－豊田－40代－女性 ・旧清水市との合併の時の約束（東静岡への市役所移転）を十分な説明もないまま、破棄し

たことにより、不信感を持っています。まず、信頼回復に努めてほしいです。 

清水区－庵原－60代－女性 ・清水市のころは身近なことが意外に耳に入ることが多かったです。 

清水区－有度－50代－男性 ・議会が悪い。 

清水区－有度－70上－男性 ・教会には県庁勤務の方、役所勤務の方もおられませんので、そういう方々から話を聞くこ

ともあります。日本の仏教的・神道的文化・伝統の中にあって、キリスト者は行きづらい社

会です。末端の町内会においてもそうです。小さな声を発信して行くことができればと思い

ます。 

清水区－蒲原－30代－男性 ・静岡市は、市民全員がパソコンを使用できていると思っているのでは？ 

清水区－蒲原－50代－男性 ・合併により、大きな仲間に入ったということのメリット、デメリットを感じています。し

かし、静岡市の一員ということの意識を忘れないように頭の中を整理し、地域貢献ができれ

ばと思います。 

清水区－清水山村－60代－女性 ・田舎では老人世帯が多くなり、行事への参加が困難になっていくと思います。 
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清水区－羽衣－50代－女性 ・今でも賄賂を受け取り、政治まちづくりを行ってきた委員などの方がいます。私欲で物事

を行うことのないようこれからも運営をしてください。 

清水区－羽衣－50代－女性 ・市民が主役と言えば聞こえは良いが、今の静岡市は自治会に何でも押し付け過ぎていると

思う。公共の場所の清掃など、市役所の職員が手伝いに来たことなど一度もない。自治会に

代行させるなら職員の数を減らして、税金の無駄使いをやめてほしい。 

清水区－羽衣－60代－男性 ・市民を甘やかさないように。税金を払っている市民は少ない。市に対して無責任な言動が

多い。 

清水区－羽衣－60代－不明 ・１週間に一度で良いのでテレビで１つの動物達を詳しく見たいです。 

清水区－不明－50代－女性 ・アンケ－トである程度意見を吸い上げて、参加するのにはある程度の要請が必要と思いま

す。清水区の人は「出席していただけないでしょうか。」と言われることに弱く、頼まれる

とイヤと言えない人が多いです。 

不明－不明－70上－不明 ・仕事と病との戦いの日々で想いが行きません。 

不明－不明－不明－不明 ・県も市もここ十数年、全く鳴かず飛ばずの無難な経路を印したが、現在の県、市の首長は

大いに期待できる。どしどしやってください。 

 




