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◆市民が誇りに思う静岡市の「良さ」は、「自然」が 22.2％で最も多い。以下、「歴史」16.3％、「健康」

16.1％、「まちの雰囲気」14.1％となっている。 

◆年代別にみると、20代は「まちの雰囲気」（27.2％）、60 代は「自然」（25.1％）70歳以上は「健康」（20.8％）

と「歴史」（19.6％）が他の年代に比べて多い。また、30代から 50代は、ベスト４は 10ポイント以内

の幅で分散した結果となっている。 

◆地域別にみると、清水区は「自然」が 27.1％で、葵区（21.7％）駿河区（18.6％）に比べ 5.4ポイント

以上多く、「歴史」は 12.7％で、葵区（17.3％）駿河区（18.9％）に比べ 4.6ポイント以上少なくなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

  

３ 静岡市の地域資源について 

問１ あなたにとって、特に誇りに思う静岡市の「良さ」とは何ですか。（○は１つ） 

 

 歴史：弥生時代の登呂遺跡から、今川、徳川の時代を経て現代にいたる歴史があります 

 文化：受け継がれてきた伝統工芸技術や食生活、スポーツなどの個性豊かな文化があります 

 自然：世界文化遺産「富士山」構成遺産「三保松原」やユネスコエコパークに登録された南アルプスを

はじめ、多彩な自然を有しています 

都市機能：県の中心地としての交通の利便性や、日本や世界を代表する産業、企業が立地するなど、都

市の機能が充実しています 

 健康：温暖な気候であり、健康寿命が長く、子育てしやすいまちであるなど、暮らしやすいまちとして

知られています 

 防災：地域や学校、企業で防災訓練を重ね、市民の防災意識が全国的にも高いまちです 

 まちの雰囲気：のんびりとしてあたたかく、気品があるまちです 

市民が誇りに思う静岡市の「良さ」は 

「自然」22.2％、「歴史」16.3％、「健康」16.1％、「まちの雰囲気」14.1％ 

自然

歴史

健康


まちの雰囲気

文化

防災

都市機能


その他

なし

無回答

22.2

16.3

16.1

14.1

4.3

2.3

1.2

1.1

2.7

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
合 計 (n=2,581)

22.7

17.5

14.8

12.9

4.2

2.2

1.9

1.3

4.3

18.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
男 性 (n=999)

22.3

15.4

17.0

14.9

4.6

2.4

0.9

1.1

1.6

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
女 性(n=1,508)
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自然

歴史

健康


まちの雰囲気

文化

防災

都市機能


その他

なし

無回答

自然

歴史

健康


まちの雰囲気

文化

防災

都市機能


その他

なし

無回答

自然

歴史

健康


まちの雰囲気

文化

防災

都市機能


その他

なし

無回答

16.9

8.8

14.0

27.2

4.4

3.7

3.7

2.2

5.1

14.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
２ ０ 代 (n=136)

19.9

12.7

10.5

20.3

4.2

2.3

2.0

1.6

3.3

23.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
３ ０ 代 (n=306)

21.6

15.5

14.0

15.3

5.3

3.3

0.8

1.8

4.3

18.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
４ ０ 代 (n=393)

21.7

13.7

13.5

19.0

5.8

3.6

1.1

0.5

3.0

18.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
５ ０ 代 (n=364)

25.1

17.5

16.4

11.6

4.6

1.7

0.8

1.9

2.5

17.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
６ ０ 代 (n=593)

23.4

19.6

20.8

7.9

3.3

1.5

1.2

0.1

1.0

21.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
70歳以上 (n=725)

21.7

17.3

16.0

14.6

4.1

2.9

0.9

1.3

3.0

18.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
葵 区 (n=920)

18.6

18.9

15.4

15.3

4.5

2.1

1.6

1.5

2.1

19.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
駿 河 区 (n=752)

27.1

12.7

16.7

12.7

4.9

1.8

1.3

0.7

2.6

19.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
清 水 区 (n=820)
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◆市民が「知っている（参加した＋知っていたが参加しなかった）」、「参加した」で多いイベントは、「安

倍川花火大会」（知名率 91.3％ 参加率 26.9％）「大道芸ワールドカップ」（知名率 91.1％ 参加率

31.1％）「静岡まつり」（知名率 90.4％ 参加率 28.6％）であった。一方、少なかったのは「シズオカ

×カンヌウィーク」（知名率 46.3％ 参加率 5.8％）、「駿府本山お茶壺道中行列」（知名率 50.8％ 参

加率 0.9％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２ 平成 27年（2015年）は、家康公が亡くなってから 400 年の節目の年であり、節目を記念する「駿

府天下泰平まつり」など様々なイベントが行われました。 

この「駿府天下泰平まつり」を含め、あなたは昨年、静岡市で行われた下記のイベントに参加また

は遊びに行きましたか。イベントごとに１～３のいずれかの番号をお選びください。（○はイベント

ごとに１つずつ） 

市民が「知っている」、「参加した」で多いイベントは 

「安倍川花火大会」（知名率 91.3％ 参加率 26.9％） 

「大道芸ワールドカップ」（知名率 91.1％ 参加率 31.1％） 

「静岡まつり」（知名率 90.4％ 参加率 28.6％） 

①駿府天下泰平まつり ( 65.4% )

②駿府本山お茶壺道中行列 ( 50.8% )

③清水港マグロまつり ( 62.8% )

④静岡ホビーショー ( 80.8% )

⑤由比桜えびまつり ( 81.8% )

⑥しぞ～かおでんフェア ( 74.7% )

⑦大道芸ワールドカップ ( 91.1% )

⑧静岡まつり ( 90.4% )

⑨清水みなと祭り ( 86.5% )

⑩シズオカ×カンヌウィーク ( 46.3% )

⑪安倍川花火大会 ( 91.3% )

( 87.0% )
⑫静岡マラソン
（ボランティア・応援を含む）

11.9

0.9

5.7

9.3

9.0

10.5

31.1

28.6

17.1

5.8

26.9

8.6

53.5

49.9

57.1

71.5

72.8

64.2

60.0

61.8

69.4

40.5

64.4

78.4

26.5

39.1

27.7

9.7

9.6

16.2

1.8

2.5

5.3

42.7

1.5

4.1

8.2

10.2

9.5

9.6

8.7

9.1

7.1

7.2

8.3

11.0

7.1

9.0

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

参加した （知っていたが）参加しなかった 知らなかった 無回答

()内は、参加した＋（知っていたが）参加しなかった＝知名率

(n=2,581)
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【 ①駿府天下泰平まつり 】 

◆年代別にみると、知名率は 20代（55.2％）で低いが、参加率は 20代から 40代で高い。 

◆地域別にみると、清水区は知名率（62.9％）に比べ、参加率（7.3％）が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ②駿府本山お茶壺道中行列 】 

◆年代別にみると、知名率は 20代（22.0％）・30代（29.1％）は 2割台と低く、60 代（62.7％）・70歳以

上（61.7％）は６割台と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ③清水港マグロまつり 】 

◆年代別にみると、知名率は 20代で 45.6％と低い。 

◆地域別にみると、清水区は知名率（74.8％）、参加率（11.3％）ともに高い。 

 

 

 

  

【 ①駿府天下泰平まつり 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 54.3% ) ( 53.7% ) ( 39.0% ) ( 46.4% ) ( 51.1% ) ( 53.6% ) ( 58.5% ) ( 57.5% ) ( 51.7% ) ( 54.5% ) ( 55.6% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

66.9% 65.4%

55.2%

65.4%
68.7%

64.3%
67.8% 65.6% 67.0% 67.8%

62.9%

12.6% 11.7%
16.2% 19.0% 17.6%

10.7% 9.3% 8.1%
15.3% 13.3%

7.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ②駿府本山お茶壺道中行列 】
（知っていたが）

参加しなかった ( 51.1% ) ( 49.5% ) ( 21.3% ) ( 29.1% ) ( 37.2% ) ( 52.7% ) ( 61.9% ) ( 60.3% ) ( 52.2% ) ( 51.6% ) ( 46.6% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

1.3% 0.6% 0.7% 0.0% 0.8% 0.8% 0.8% 1.4% 1.2% 0.7% 0.7%

52.4% 50.1%

22.0%
29.1%

38.0%

53.5%

62.7% 61.7%

53.4% 52.3%
47.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ③清水港マグロまつり 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 58.1% ) ( 57.2% ) ( 43.4% ) ( 57.5% ) ( 58.8% ) ( 57.4% ) ( 62.4% ) ( 55.6% ) ( 54.8% ) ( 54.8% ) ( 63.5% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

7.2% 4.9% 2.2%
6.2% 6.9% 3.8% 6.1% 6.5% 3.2% 2.9%

11.3%

65.3%
62.1%

45.6%

63.7% 65.7%
61.2%

68.5%
62.1%

58.0% 57.7%

74.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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【 ④静岡ホビーショー 】 

◆年代別にみると、知名率は 70歳以上（65.7％）で低い。 

◆地域別にみると、駿河区は知名率（88.3％）、参加率（12.0％）ともに高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ⑤由比桜えびまつり 】 

◆年代別にみると、知名率は 20代（66.9％）で低い。 

◆地域別にみると、清水区は知名率（86.2％）、参加率（12.7％）ともに高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ⑥しぞ～かおでんフェア 】 

◆年代別にみると、知名率は 20代（66.2％）で低い。参加率は各年代間に乖離はない。 

◆地域別にみると、清水区は知名率（69.7％）、参加率（5.1％）ともに低い。 

 

 

 

 

 

 

  

【 ④静岡ホビーショー 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 70.6% ) ( 73.5% ) ( 71.3% ) ( 78.8% ) ( 75.1% ) ( 82.1% ) ( 75.4% ) ( 60.6% ) ( 70.8% ) ( 76.3% ) ( 70.6% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

14.3%
6.2% 8.1%

13.7% 15.0%
7.1% 10.3%

5.1%
9.3% 12.0%

7.2%

84.9%
79.7% 79.4%

92.5% 90.1% 89.2%
85.7%

65.7%

80.1%

88.3%

77.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ⑤由比桜えびまつり 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 72.8% ) ( 73.8% ) ( 62.5% ) ( 72.2% ) ( 78.4% ) ( 78.6% ) ( 79.4% ) ( 65.5% ) ( 73.5% ) ( 73.4% ) ( 73.5% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

10.1% 8.4%
4.4%

8.2% 6.6% 8.8% 8.6%
12.1%

7.7% 6.8%
12.7%

82.9% 82.2%

66.9%

80.4%
85.0% 87.4% 88.0%

77.6%
81.2% 80.2%

86.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ⑥しぞ～かおでんフェア 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 62.5% ) ( 66.5% ) ( 54.4% ) ( 66.7% ) ( 67.7% ) ( 67.0% ) ( 68.8% ) ( 60.1% ) ( 66.3% ) ( 63.8% ) ( 64.6% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

10.6% 10.3% 11.8% 10.5% 9.2% 11.3% 9.9% 10.9% 13.2% 12.6%
5.1%

73.1%
76.8%

66.2%

77.2% 76.9% 78.3% 78.7%
71.0%

79.5% 76.4%
69.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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【 ⑦大道芸ワールドカップ 】 

◆年代別にみると、知名率は 70歳以上（84.0％）で低い。参加率は 30代（38.2％）で高い。 

◆地域別にみると、清水区は参加率（22.1％）が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ⑧静岡まつり 】 

◆年代別にみると、知名率は 70歳以上（84.0％）で低い。参加率は 30代（34.6％）で高い。 

◆地域別にみると、清水区は参加率（15.4％）が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ⑨清水みなと祭り 】 

◆年代別にみると、知名率は 70歳以上（80.4％）と 20 代（83.8％）で低い。参加率は 30代（23.2％）

で高い。 

◆地域別にみると、清水区は知名率（92.2％）、参加率（38.4％）ともに高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ⑧静岡まつり 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 62.6% ) ( 62.3% ) ( 59.6% ) ( 59.2% ) ( 68.7% ) ( 67.6% ) ( 64.2% ) ( 56.7% ) ( 55.1% ) ( 59.6% ) ( 73.4% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

29.1% 28.5% 28.7%
34.6%

27.0% 26.1%
30.2% 27.3%

37.0%
33.4%

15.4%

91.7% 90.8% 88.3%
93.8% 95.7% 93.7% 94.4%

84.0%

92.1% 93.0%
88.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ⑨清水みなと祭り 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 68.3% ) ( 71.2% ) ( 64.7% ) ( 68.6% ) ( 73.3% ) ( 76.4% ) ( 72.7% ) ( 64.3% ) ( 76.1% ) ( 80.9% ) ( 53.8% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

18.7% 16.4% 19.1%
23.2%

18.6% 15.4% 15.7% 16.1%

7.2% 6.5%

38.4%

87.0% 87.6%
83.8%

91.8% 91.9% 91.8%
88.4%

80.4% 83.3%
87.4%

92.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ⑦大道芸ワールドカップ 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 60.1% ) ( 60.9% ) ( 61.0% ) ( 57.2% ) ( 66.2% ) ( 64.0% ) ( 63.7% ) ( 54.5% ) ( 54.9% ) ( 59.7% ) ( 68.2% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

32.9% 30.2% 33.1%
38.2%

30.5% 29.9% 30.7% 29.5%
37.0% 34.3%

22.1%

93.0% 91.1% 94.1% 95.4% 96.7% 93.9% 94.4%

84.0%

91.9% 94.0%
90.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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【 ⑩シズオカ×カンヌウィーク 】 

◆年代別にみると、知名率は 30代から 50代が５割台と高い。参加率は 20代も加わり、50代以下で高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ⑪安倍川花火大会 】 

◆年代別にみると、参加率は 30代（40.5％）をピークとして、年代が高くなるほど低くなる。 

◆地域別にみると、清水区は参加率（7.8％）が低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ⑫静岡マラソン（ボランティア・応援を含む） 】 

◆年代別にみると、知名率は 70歳以上（79.3％）と 20 代（85.3％）で低い。 

 

 

 

 

 

 

  

【 ⑩シズオカ×カンヌウィーク 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 39.4% ) ( 42.0% ) ( 36.0% ) ( 50.3% ) ( 48.6% ) ( 45.9% ) ( 40.6% ) ( 31.2% ) ( 41.3% ) ( 42.0% ) ( 39.5% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

4.4% 6.8% 8.1% 9.2% 9.9% 7.7%
3.4% 3.0% 5.9% 5.9% 5.9%

43.8%
48.8%

44.1%

59.5% 58.5%
53.6%

44.0%

34.2%

47.2% 47.9% 45.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ⑪安倍川花火大会 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 64.6% ) ( 65.5% ) ( 58.1% ) ( 55.9% ) ( 64.6% ) ( 69.2% ) ( 71.3% ) ( 62.9% ) ( 56.8% ) ( 57.8% ) ( 81.0% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

28.0% 26.2%
33.8%

40.5%
32.3%

26.1% 22.9% 20.8%

35.9% 37.0%

7.8%

92.6% 91.7% 91.9%
96.4% 96.9% 95.3% 94.2%

83.7%

92.7% 94.8%
88.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【 ⑫静岡マラソン（ボランティア・応援を含む） 】

（知っていたが）

参加しなかった ( 79.4% ) ( 79.1% ) ( 81.6% ) ( 85.0% ) ( 88.3% ) ( 83.0% ) ( 81.3% ) ( 67.6% ) ( 79.6% ) ( 79.0% ) ( 79.1% )

男　　性 女　　性 ２ ０ 代 ３ ０ 代 ４ ０ 代 ５ ０ 代 ６ ０ 代 70歳以上 葵　　区 駿 河 区 清 水 区

(n=999) (n=1,508) (n=136) (n=306) (n=393) (n=364) (n=593) (n=725) (n=920) (n=752) (n=820)

▲参加した＝参加率　◆知名率＝参加した＋（知っていたが）参加しなかった

8.5% 8.8%
3.7%

7.5% 5.9% 8.0% 8.9% 11.7%
8.2% 9.8% 8.2%

87.9% 87.9% 85.3%
92.5% 94.2%

91.0% 90.2%

79.3%

87.8% 88.8% 87.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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◆シティプロモーションを推進していくうえで、どの資源を強調していくかに対して、市民が挙げたのも

で最も多いのは「大道芸ワールドカップ」で 30.3％。以下、「久能山東照宮」（28.7％）、「桜えび」（14.7％）、

「駿府城」（13.1％）、「日本平」（12.2％）、「プラスチックモデル」（11.3％）の順になっている。 

◆年代別にみると、20代と 30代は「プラスチックモデル」、「ちびまる子ちゃん」は 15％を超え多くなっ

ている。40代は「プラスチックモデル」（18.3％）、50代は「駿府城」（17.6％）と「徳川家康公」（13.2％）

が多くなっている。 

◆地域別にみると、葵区は「駿府城」（17.6％）、清水区は「清水みなとまつり」（13.3％）と「三保松原」

（12.7％）が他区に比べ多くなっている。 

 

 

 

 

 

  

問３ 平成 22年度に行った地域資源に関する調査では、全国に向けてＰＲしたい事業について「お茶」

と「富士山」に多くの票が集まりました。 

では、それ以外に、これからシティプロモーションを推進していくうえで、どの資源を強調してい

けばよいと思いますか。（１～33のうち○は３つまで） 

シティプロモーションの資源として、市民が挙げたのは 

「大道芸ワールドカップ」30.3％、「久能山東照宮」28.7％、「桜えび」14.7％ 

【歴史】

　  久能山東照宮

　  駿府城

　  徳川家康公

　  登呂遺跡

　  宿場のまちなみ

　  清水次郎長

　  今川義元

【文化】

　  サッカー

　  伝統工芸技術

　  ちびまる子ちゃん

　  海洋文化

【自然】

　  日本平

　  三保松原

　  安倍川、興津川などの清流

　  南アルプス

【産業・都市機能・施設】

　  プラスチックモデル

　  日本平動物園

　  伝統工芸品

28.7

13.1

9.7

6.3

4.0

2.8

1.9

9.5

8.2

6.0

4.1

12.2

9.5

6.4

5.5

11.3

8.1

5.3

0% 10% 20% 30% 40%

合 計

(n=2,581)

【食】

　　桜えび

　　静岡おでん

　　黒はんぺん

　　いちご

　　まぐろ

　　みかん

　　わさび

　　とろろ汁

　　安倍川もち

　　もつカレー

【イベント】

　　大道芸ワールドカップ

　　静岡まつり

　　清水みなとまつり

　　安倍川花火大会

　　

　　その他

　　無回答

14.7

9.0

5.5

3.8

2.9

2.8

2.0

2.0

1.0

0.5

30.3

6.6

4.7

4.4

1.4

15.3

0% 10% 20% 30% 40%
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【 ベスト１０の一覧 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１位  大道芸ワールドカップ 30.3  大道芸ワールドカップ 30.9  久能山東照宮 30.8

２位  久能山東照宮 28.7  久能山東照宮 26.3  大道芸ワールドカップ 30.4

３位  桜えび 14.7  駿府城 16.0  桜えび 16.4

４位  駿府城 13.1  プラスチックモデル 14.6  日本平 12.1

５位  日本平 12.2  日本平 13.0  駿府城 11.2

６位  プラスチックモデル 11.3  桜えび 12.7  徳川家康公 10.1

７位  徳川家康公 9.7  三保松原 9.8  伝統工芸技術 10.1

８位  サッカー 9.5  サッカー 9.6  日本平動物園 9.8

９位  三保松原 9.5  徳川家康公 9.2  サッカー 9.6

10位  静岡おでん 9.0  静岡おでん 8.8  三保松原 9.4

１位  大道芸ワールドカップ 31.6  大道芸ワールドカップ 28.8  大道芸ワールドカップ 34.1

２位  久能山東照宮 25.0  久能山東照宮 23.5  久能山東照宮 27.7

３位  静岡おでん 18.4  プラスチックモデル 19.0  桜えび 18.6

４位  プラスチックモデル 17.6  ちびまる子ちゃん 18.0  プラスチックモデル 18.3

５位  桜えび 16.9  日本平動物園 16.0  駿府城 14.8

６位  サッカー 16.2  桜えび 16.0  静岡おでん 12.2

７位  ちびまる子ちゃん 15.4  静岡おでん 15.0  徳川家康公 11.5

８位  日本平動物園 14.0  徳川家康公 12.7  サッカー 11.5

９位  三保松原 13.2  駿府城 10.8  日本平 10.4

10位  駿府城 11.0  三保松原 10.8  三保松原 9.9

10位  黒はんぺん 11.0

１位  大道芸ワールドカップ 37.9  久能山東照宮 32.9  久能山東照宮 28.8

２位  久能山東照宮 30.8  大道芸ワールドカップ 30.7  大道芸ワールドカップ 25.1

３位  駿府城 17.6  桜えび 15.9  日本平 15.9

４位  桜えび 15.1  日本平 14.3  駿府城 13.7

５位  プラスチックモデル 14.8  伝統工芸技術 10.6  桜えび 11.2

６位  徳川家康公 13.2  駿府城 10.5  登呂遺跡 9.4

７位  静岡おでん 12.4  サッカー 9.1  三保松原 9.0

８位  日本平 11.3  三保松原 9.1  静岡まつり 8.6

９位  サッカー 9.6  伝統工芸品 9.1  伝統工芸技術 7.9

10位  伝統工芸技術 9.6  安倍川、興津川などの清流 8.9  サッカー 7.6

１位  大道芸ワールドカップ 33.8  大道芸ワールドカップ 34.3  久能山東照宮 31.7

２位  久能山東照宮 24.9  久能山東照宮 31.8  大道芸ワールドカップ 23.5

３位  駿府城 17.6  駿府城 15.7  桜えび 19.4

４位  桜えび 12.4  桜えび 13.6  日本平 16.7

５位  プラスチックモデル 12.3  プラスチックモデル 13.0  清水みなとまつり 13.3

６位  静岡おでん 10.9  日本平 11.8  三保松原 12.7

７位  徳川家康公 10.5  徳川家康公 10.8  サッカー 12.6

８位  伝統工芸技術 9.2  静岡おでん 10.6  プラスチックモデル 8.9

９位  日本平 9.1  日本平動物園 9.8  ちびまる子ちゃん 8.3

10位  三保松原 8.6  サッカー 8.5  徳川家康公 8.2

合　　計  (n=2,581) 男　　性  (n=999) 女　　性(n=1,508)

駿 河 区  (n=752) 清 水 区  (n=820)

２ ０ 代  (n=136) ３ ０ 代  (n=306) ４ ０ 代  (n=393)

５ ０ 代  (n=364) ６ ０ 代  (n=593) 70歳以上  (n=725)

葵　　区  (n=920)
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◆静岡市を全国、世界に知ってもらうために有効な方法は、「テレビ番組や雑誌、新聞等で静岡市の話題

が取り上げられること」が 68.9％と最も多くの市民が挙げている。以下、「ドラマや映画、アニメ、小

説などのロケ地、舞台になること」（49.9％）、「旅行会社のツアー旅行のコースが組まれ、旅行パンフ

レットなどに掲載されること」（40.6％）の順となっている。 

◆性別にみると、女性は「静岡市産の商品が百貨店やスーパーなどに並ぶこと」が 25.3％と、男性（20.2％）

よりも多い。 

◆年代別にみると、70歳以上で「テレビ番組や雑誌、新聞等で静岡市の話題が取り上げられること」が

76.8％と多い。 

 

 

 

 

  

静岡市を全国、世界に知ってもらうために有効な方法は 

「テレビ番組や雑誌、新聞等で静岡市の話題が取り上げられること」を 

挙げる市民が 68.9％ 

問４ あなたは、静岡市を全国、世界に知ってもらうためには、どのようなことが有効だと思いますか。

（○は３つまで） 

 

その他

無回答

ＳＮＳやインターネットニュースで話題
になること

静岡市産の商品が百貨店やスーパーなど
に並ぶこと

友人や知人からの口コミで話題になるこ
と

ご当地キャラクター、ご当地アイドル、
観光親善大使などがＰＲすること

テレビ番組や雑誌、新聞等で静岡市の話
題が取り上げられること

ドラマや映画、アニメ、小説などのロケ
地、舞台になること

旅行会社のツアー旅行のコースが組まれ、旅行パ
ンフレットなどに掲載されること

68.9

49.9

40.6

30.8

23.2

17.7

8.7

3.4

3.2

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

合 計 (n=2,581)

66.8

50.7

38.5

32.4

20.2

20.3

8.9

5.6

2.3

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

男 性 (n=999)

70.8

50.5

42.2

29.9

25.3

16.3

8.6

1.9

3.1

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

女 性(n=1,508)
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その他

無回答

その他

無回答

その他

無回答

テレビ番組や雑誌、新聞等で静岡市の話題
が取り上げられること

ドラマや映画、アニメ、小説などのロケ
地、舞台になること

旅行会社のツアー旅行のコースが組まれ、旅行パ
ンフレットなどに掲載されること

ＳＮＳやインターネットニュースで話題に
なること

静岡市産の商品が百貨店やスーパーなどに
並ぶこと

ご当地キャラクター、ご当地アイドル、観
光親善大使などがＰＲすること

友人や知人からの口コミで話題になること

静岡市産の商品が百貨店やスーパーなどに
並ぶこと

ご当地キャラクター、ご当地アイドル、観
光親善大使などがＰＲすること

友人や知人からの口コミで話題になること

テレビ番組や雑誌、新聞等で静岡市の話題
が取り上げられること

ドラマや映画、アニメ、小説などのロケ
地、舞台になること

旅行会社のツアー旅行のコースが組まれ、旅行パ
ンフレットなどに掲載されること

ＳＮＳやインターネットニュースで話題に
なること

静岡市産の商品が百貨店やスーパーなどに
並ぶこと

ご当地キャラクター、ご当地アイドル、観
光親善大使などがＰＲすること

友人や知人からの口コミで話題になること

テレビ番組や雑誌、新聞等で静岡市の話題
が取り上げられること

ドラマや映画、アニメ、小説などのロケ
地、舞台になること

旅行会社のツアー旅行のコースが組まれ、旅行パ
ンフレットなどに掲載されること

ＳＮＳやインターネットニュースで話題に
なること

64.0

63.2

31.6

46.3

25.7

20.6

9.6

3.7

0.0

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

２ ０ 代 (n=136)

61.1

63.4

33.0

33.0

25.5

20.9

10.8

2.3

1.6

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

３ ０ 代 (n=306)

66.2

61.8

31.0

34.4

17.8

19.3

10.2

4.6

1.0

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

４ ０ 代 (n=393)

67.6

61.0

36.8

30.2

21.7

17.3

10.4

4.9

1.4

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

５ ０ 代 (n=364)

68.5

45.7

46.0

32.5

24.1

14.3

7.8

4.0

2.7

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

６ ０ 代 (n=593)

76.8

34.9

48.7

24.1

25.1

18.5

6.8

1.8

5.4

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

70歳以上 (n=725)

69.8

48.6

40.0

30.4

24.8

17.1

9.0

3.5

3.0

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

葵 区 (n=920)

69.0

50.5

41.8

31.5

21.7

17.4

10.0

3.5

2.3

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

駿 河 区 (n=752)

68.8

52.6

41.2

30.7

22.8

19.6

7.2

3.3

2.7

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

清 水 区 (n=820)
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◆静岡市に訪れた方にまた来たいと思われるために市民が挙げたのは、「市内観光地を結ぶ交通網が充実

しているなど、市内の回遊性が高いこと」23.4％、「色々なテーマの観光コースがあること」22.0％、「ご

当地の食の魅力をたくさんＰＲすること」20.6％になっている。 

◆年代別にみると、20代は「ご当地の食の魅力をたくさんＰＲすること」（26.5％）、「色々なイベントが

行われていること」（14.7％）が他の年代に比べて多い。「市内観光地を結ぶ交通網が充実しているなど、

市内の回遊性が高いこと」は、20代（25.0％）、60代（27.3％）、70歳以上（25.4％）が 30代・40代

に比べて多い。 

 

 

 

 

 

  

静岡市に訪れた方にまた来たいと思われるために市民が挙げたのは 

「市内観光地を結ぶ交通網が充実しているなど、市内の回遊性が高いこと」23.4％ 

「色々なテーマの観光コースがあること」22.0％、 

「ご当地の食の魅力をたくさんＰＲすること」20.6％ 

問５ あなたは、静岡市に訪れた方にまた来たいと思われるためには、どのようなことが必要だと思いま

すか。（○は１つ） 

その他

無回答

色々なイベントが行われていること

市内の観光地等の案内看板が充実してい
ること

ご当地の食の魅力をたくさんＰＲするこ
と

色々なテーマの観光コースがあること

市内観光地を結ぶ交通網が充実している
など、市内の回遊性が高いこと

人のおもてなし（ホスピタリティ）が充
実していること

23.4

22.0

20.6

9.4

6.7

4.8

1.9

11.2

0% 20% 40%

合 計 (n=2,581)

22.7

20.8

19.7

9.7

8.1

4.5

3.4

11.0

0% 20% 40%

男 性 (n=999)

24.5

23.1

20.8

9.2

6.1

4.6

1.0

10.7

0% 20% 40%

女 性(n=1,508)
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その他

無回答

その他

無回答

その他

無回答

人のおもてなし（ホスピタリティ）が充
実していること

色々なイベントが行われていること

市内の観光地等の案内看板が充実してい
ること

色々なイベントが行われていること

市内の観光地等の案内看板が充実してい
ること

市内観光地を結ぶ交通網が充実している
など、市内の回遊性が高いこと

色々なテーマの観光コースがあること

ご当地の食の魅力をたくさんＰＲするこ
と

市内の観光地等の案内看板が充実してい
ること

市内観光地を結ぶ交通網が充実している
など、市内の回遊性が高いこと

色々なテーマの観光コースがあること

ご当地の食の魅力をたくさんＰＲするこ
と

人のおもてなし（ホスピタリティ）が充
実していること

色々なイベントが行われていること

市内観光地を結ぶ交通網が充実している
など、市内の回遊性が高いこと

色々なテーマの観光コースがあること

ご当地の食の魅力をたくさんＰＲするこ
と

人のおもてなし（ホスピタリティ）が充
実していること

25.0

14.7

26.5

8.1

14.7

1.5

2.2

7.4

0% 20% 40%

２ ０ 代 (n=136)

18.6

22.2

21.2

10.5

10.1

2.9

2.6

11.8

0% 20% 40%

３ ０ 代 (n=306)

19.3

24.7

19.3

11.7

8.9

2.3

2.5

11.2

0% 20% 40%

４ ０ 代 (n=393)

22.8

22.8

22.8

11.0

6.3

1.9

2.7

9.6

0% 20% 40%

５ ０ 代 (n=364)

27.3

23.1

18.0

9.4

5.7

5.7

1.9

8.8

0% 20% 40%

６ ０ 代 (n=593)

25.4

21.2

20.4

7.0

4.1

7.6

1.1

13.1

0% 20% 40%

70歳以上 (n=725)

22.4

22.3

20.5

9.5

6.5

5.4

2.1

11.3

0% 20% 40%

葵 区 (n=920)

26.2

22.5

18.5

9.4

6.9

3.3

2.3

10.9

0% 20% 40%

駿 河 区 (n=752)

22.9

22.3

22.0

8.9

7.1

4.9

1.7

10.2

0% 20% 40%

清 水 区 (n=820)
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◆「まるちゃんの静岡音頭」を知っている市民は 26.2％で、

四人に一人は知っている。 

◆性別にみると、知っている人の割合は、女性が 30.1％と

男性（21.0％）より 9.1ポイント多い。 

◆年代別にみると、知っている人の割合は、30代（39.2％）

が最も多く、70歳以上（21.0％）が最も少ない。 

◆地域別にみると、知っている人の割合は、清水区が

30.2％と、葵区（25.0％）、駿河区（24.3％）に比べ多

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問６ あなたは、「まるちゃんの静岡音頭」を知っていますか。（○は１つ） 

「まるちゃんの静岡音頭」を知っている市民は 26.2％ 

男　　性 (n=999)

女　　性 (n=1,508)

２ ０ 代 (n=136)

３ ０ 代 (n=306)

４ ０ 代 (n=393)

５ ０ 代 (n=364)

６ ０ 代 (n=593)

70歳以上 (n=725)

葵　　区 (n=920)

駿 河 区 (n=752)

清 水 区 (n=820)

性
　
別

年
　
　
　
代

行
 
政
 
区

21.0

30.1

25.7

39.2

31.6

26.4

23.4

21.0

25.0

24.3

30.2

78.3

68.2

74.3

60.5

67.9

73.4

75.5

75.7

73.8

74.3

68.4

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

知っている 知らない 無回答

「無回答」の数値は表記なし

知っている

26.2%

知らない

71.9%

無回答

1.9%

合計 (n=2,581)
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◆「まるちゃんの静岡音頭」をこれから自分で踊りたい、

または家族や知人に紹介したいと思っている市民は

22.0％で、五人に一人は踊りたい・紹介したいと思って

いる。 

◆性別にみると、踊りたい・紹介したいと思っている人の

割合は、女性が 27.1％と男性（15.1％）より 12ポイン

ト多い。 

◆年代別にみると、踊りたい・紹介したいと思っている人

の割合は、30代（29.1％）が最も多く、20代（19.1％）

が最も少ない。 

◆地域別にみると、踊りたい・紹介したいと思っている人

の割合は、清水区が 25.9％と、葵区（20.5％）、駿河区

（20.2％）に比べ多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問７ あなたは、「まるちゃんの静岡音頭」をこれから自分で踊りたい、または家族や知人に紹介したい

と思いますか。（○は１つ） 

「まるちゃんの静岡音頭」を踊りたい、紹介したいと思っている市民は 22.0％ 

男　　性 (n=81)

女　　性 (n=67)

２ ０ 代 (n=81)

３ ０ 代 (n=68)

４ ０ 代 (n=74)

５ ０ 代 (n=77)

６ ０ 代 (n=74)

70歳以上 (n=70)

葵　　区 (n=75)

駿 河 区 (n=75)

清 水 区 (n=69)

年
　
　
　
代

行
 
政
 
区

性
　
別

15.1

27.1

19.1

29.1

24.4

20.3

21.6

20.4

20.5

20.2

25.9

81.4

67.4

80.9

67.6

73.5

76.6

74.4

70.2

75.1

75.1

68.7

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

思う 思わない 無回答

「無回答」の数値は表記なし

思う

22.0%

思わない

72.6%

無回答

5.3%

合計 (n=2,581)
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問８ あなたが考える静岡市のおすすめについて、ご意見を自由にご記入ください。 

地域－性別－年代 歴史

城内地域-男性-50代
静岡の街づくりを参考に江戸（東京）ができたこと、江戸初期には大阪・江戸と並ぶ大都市だったこ
と。

城内地域-男性-50代 駿府城を造って博物館も入れて見学者や観光者がもっと静岡に来るようにしたい。
城内地域-男性-60代 歴史と食。
城北地域-女性-20代 登呂遺跡。
城北地域-男性-30代 駿府城公園の整備が必要、城を復元する等。
城北地域-男性-50代 歴史文化気候に恵まれた土地に新幹線のぞみを停車させて交通が便利になること。
城北地域-女性-50代 図面のない天守閣を造るより、史実に忠実な街であってほしい。歴史のみならず他にもよい所はある。
城北地域-男性-60代 シンボルが欲しい。駿府城の再建が急務。

城北地域-男性-60代
駿府城天守閣を復元し、大道芸を年中楽しめる街として土日祝を許可し、他のイベントとコラボする
（静岡まつり等）静鉄を三保松原まで延長する。市内一周する新交通システムを作る。大学、企業を誘
致する（若者が出て行ってしまう）。

城北地域-女性-70上 歴史ある町をアピール。
城東地域-女性-50代 お城ブームなので、駿府城を早く建ててほしい。
城東地域-男性-70上 駿府城を作り名所になればいい。大学病院を作り有能な医師に来てもらい、静岡の名を売ってもらう。
城東地域-男性-70上 駿府城本丸再建。
城東地域-男性-70上 歴史施策。
城東地域-女性-70上 駿府公園。
城東地域-不明-不明 徳川家康公に関するテーマに掘り下げていく。
安倍地域-男性-30代 駿府城の天守閣が復元されたらお勧めになる。
安倍地域-男性-40代 徳川家康公をアピール。歴史好きが興味を持つ博物館を設置して欲しい。
安倍地域-女性-50代 次郎長の功績。
安倍地域-女性-50代 家康公の名前と業績をおおいに誇りに思う。
安倍地域-男性-70上 平成の駿府城天守閣。
藁科地域-女性-50代 駿府城跡。天守閣があると魅力的だと思う。
藁科地域-女性-60代 駿府城公園を充実し、巽櫓などのＰＲ。
藁科地域-女性-70上 駿府城の再建が市を盛り上げると思う。
葵 不 明-男性-70上 駿府城を作る予算を作って。

城南地域-男性-30代

家康が晩年を過ごしたのにもかかわらず、その象徴である駿府城がないのは残念だし、お勧めできる観
光スポットがなさすぎる。年寄ばかりの政策ではなく、働き盛りの世代の為の保障を充実させなけれ
ば、ますます人口減少が進むと思う。もっと子育てに対しても全国モデルになれるような革新的な政策
を作ってほしい。

城南地域-女性-30代 登呂遺跡をもっと整備してほしい。
城南地域-男性-50代 駿府城の2つの櫓ができて、その周囲を整備すればお勧めの観光スポットになる。
城南地域-女性-50代 歴史の町として。
城南地域-男性-70上 駿府城の再現、全市民献金運動の展開。
城南地域-男性-70上 天守閣の復元。
城南地域-男性-70上 徳川の歴史。街中に時代物の建物や衣装を氾濫させ、ムードを作る。
城南地域-女性-70上 今川義元についてもＰＲして欲しい。
城南地域-女性-70上 今川義元をもっと前面にＰＲする。
大里地域-女性-30代 駿府城中心に観光城下町の設置。
大里地域-女性-40代 久能山東照宮。

大里地域-女性-50代
静岡はあまりにも地理的、気候的に恵まれすぎているため、観光に満足している感じ。こんなに歴史遺
産がある街のなので、駿府城の天守閣を再建すれば確実にシンボルとなり、経済効果は計り知れないと
思う。

大里地域-女性-60代 駿府城。
長田地域-女性-60代 駿府城を早期に建設する事。
長田地域-男性-70上 駿府城は市民が希望しているので必要。市独自の考えで進むべし。県に負けるな。
駿河不明-男性-70上 歴史と自然。温暖な気候。
庵原地域-男性-60代 次郎長をテーマに観光コースを作る。東京の下町観光のように雰囲気を楽しめるように。
庵原地域-女性-70上 駿府城の石垣が素晴らしい。城の再建。

有度地域-女性-30代
静岡市は歴史的なものがたくさんあるのに博物館がない、これは致命的。体系的に静岡市の歴史文化に
ついて知る事ができるところがあればお勧めになると思う。

有度地域-男性-70上 観光誘致のために駿府城の再建が重要。
有度地域-男性-70上 駿府城再建。
羽衣地域-女性-30代 登呂遺跡や久能山東照宮などの歴史的な名所はあるけれど、再び訪れようとは思わない。

羽衣地域-女性-30代
登呂遺跡は教科書にも出てくるので名前の知名度はかなり高い。もっとアピールしていい。静岡おでん
は人気ドラマ「孤独のグルメ」でも登場し、全国的な注目度は高いと思う。

羽衣地域-女性-40代 久能山東照宮、イチゴ狩りがお勧めだが、周辺の店舗や設備に工夫が見られない。

由比地域-男性-50代
歴史的に素晴らしいものがあるのに静岡市はそれらに対する歴史的、文化的取り組みをなおざりにして
こなかったか。もっと文化活動をしてほしい。

清水不明-男性-30代
歴史ブームの今、静岡には様々なテーマがあり観光のチャンスなのにアピールが足りてないと思う。若
い人たちを取り込むためにも様々な方向から取り組むことが必要。
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地域－性別－年代 文化

城内地域-男性-50代 まるこは嫌い。
城北地域-女性-60代 芹沢銈介美術館をもっと知らせたい。
城東地域-男性-60代 ちびまる子ちゃんのことがあまりに安易なのでは。
安倍地域-女性-30代 方言がもっと広まったらいいと思う。
安倍地域-男性-50代 エスパルスをもっと応援し、清水の名を全国に広める。
城南地域-女性-20代 ちびまるこちゃん。
城南地域-女性-50代 芹沢銈介美術館。
大里地域-男性-40代 県外に人に静岡県を尋ねるとちびまる子ちゃんがあげられるため、知名度が高いと思う。
大里地域-女性-60代 文化を育てる環境。
大里地域-女性-70上 まるちゃんは静岡の誇れるものだから、静岡市のあちこちにまるちゃんの絵を飾った方がよい。
豊田地域-女性-30代 美術館のＰＲをもっと推進する。
豊田地域-男性-40代 静岡市文化財資料館はあまりにもお粗末なので駿府城公園内に設置して欲しい。
豊田地域-女性-40代 地域がら、サッカーが誇りだったが、弱くなってしまったのだがあきらめきれない。
豊田地域-男性-70上 まるちゃん静岡音頭は静岡のものではない。
長田地域-女性-70上 文化会館を立て直して浜松のように有名な音楽や演劇が来るといい。
庵原地域-女性-40代 宇崎竜童作｢かっぽれ｣。
庵原地域-男性-50代 エスパルスとまるちゃんのコラボ。
有度地域-女性-30代 もっとまるこをプッシュした方がいい、駅とか。
羽衣地域-女性-30代 まるちゃんとのコラボを考える。
羽衣地域-男性-40代 サッカー王国。

羽衣地域-男性-60代
特に清水はサッカーの街。もっとＰＲ支援して他チームに負けない球団になれば静岡市のＰＲにもな
る。

蒲原地域-男性-70上 文化、観光、産業とおもてなしの心。
清水不明-男性-70上 まるちゃん静岡音頭は非常によい。

地域－性別－年代 自然

城内地域-女性-30代 オクシズ、アピールしてほしい。
城内地域-男性-60代 道路が整備された奥静地区。
城北地域-男性-30代 海・山・川、やはり自然が1番のおすすめだと思う。
城北地域-男性-40代 近場に温泉がない。
城北地域-男性-40代 海山。
城北地域-女性-40代 自然の豊かさ。
城北地域-女性-40代 一本松公園等、観光名所と言わないまでも静岡にはいいところがたくさんあると思う。
城北地域-女性-50代 海、食、歴史良いものが多いがバラバラなので、もっと公の力を使ってつなげてほしい。
城北地域-男性-60代 日本平、久能山東照宮。
城北地域-女性-60代 豊かな自然と美味しい食べ物。

城北地域-男性-70上
日本平、久能山、石垣イチゴ、三保の松原、しらす桜えび等、セットにしたツアーを全国世界に売り込
む。

城北地域-女性-70上 近くで自然が楽しめる。季節の植物。景色。食材の良さ。歴史的建築物。
城東地域-女性-50代 美味しい水と奥静の景観。梅ヶ島や水見色、栃沢などの歴史。優れた町並み。

城東地域-男性-60代
静岡市が世界に誇れるものは、日本平からの昼と夜の景観。今後建設される展望施設には大いに期待す
る。

安倍地域-男性-60代 日本平と久能山東照宮の観光を前面に出していく。
安倍地域-男性-60代 海の活用。伊豆半島とのコラボ。
安倍地域-女性-60代 海から山が近い。駿河湾から南アルプスをつなぐルートを生かしてほしい。
安倍地域-男性-70上 新東名高速に富士山鑑賞スペースを作る。
藁科地域-男性-40代 日本平。富士山、伊豆、清水を一体化してはどうか。
藁科地域-女性-40代 海あり、山あり、町も楽しめる。
藁科地域-男性-60代 市街地と山間地の交流。
城南地域-女性-40代 宇津ノ谷は美しい。
城南地域-女性-40代 自然も歴史も豊かな土地なのが自慢。もっと歴史に触れられる施設やイベントが増えるとうれしい。
城南地域-男性-50代 山間地の有効利用、梅ケ島温泉に湯治宿を復活させる（意外と人気がある）。
城南地域-女性-50代 日本平からの景観。（娯楽設備があればもっとよい。）。
城南地域-男性-60代 久能海岸から梅ケ島、井川までの景観と中心部の街並みをＰＲ,整備を充実させる。

城南地域-男性-70上
安倍川は他県を通らず静岡市だけを流れている川で、市だけで管轄しているおいしい水。川沿いにはワ
サビの発祥地がある。安倍川を全国的にもっと宣伝すべきではないか。

城南地域-男性-70上 井川の紅葉。日本平。
大里地域-女性-40代 身近な自然。
大里地域-男性-50代 南アルプス、富士山、駿河湾が同時に臨める場所は多々ある。家康が選んだ地として納得できる。
大里地域-男性-50代 自然と気候。
大里地域-男性-60代 安倍奥の自然をＰＲする。
大里地域-女性-60代 山川谷海すべてがそろっている美しい所。
豊田地域-女性-30代 都会的で、のんびりした自然も兼ね備えていて、住み心地が良い。一方で保守的で、柔軟性がない。
豊田地域-女性-30代 日本平からの富士山の景観の素晴らしさ。
豊田地域-女性-50代 日本平から見る冬の富士山はお勧め。冬に見える確率高い。
豊田地域-女性-60代 豊かな自然と都市機能が共生している事だと思う。この自然を保全し、活かしていきたいと思う。
長田地域-男性-40代 自然を大切に。
長田地域-男性-60代 程よい都会と本格的な大自然。
長田地域-男性-60代 日本平からの景観の素晴らしさ。
長田地域-女性-70上 自然豊かで、気候温暖、食材が豊富。
駿河不明-男性-30代 富士山をはじめ、自然が身近にある。お茶や駿府城だけでなく自然もＰＲしてほしい。
駿河不明-女性-40代 久能海岸。富士山の眺望。自然豊かな里山。
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地域－性別－年代 自然

庵原地域-女性-40代
富士山がきれいに見える場所がたくさんあるので、そこを利用した観光ができる温暖な気候なので1年中
観光しやすい。

庵原地域-女性-40代
豊かな自然と温暖な気候、おいしい農作物や魚介類、富士山の見える風景としての景観を大切にした街
づくりをしてほしい。

庵原地域-女性-40代 風光明媚な環境。
庵原地域-女性-50代 海、山、文化。
庵原地域-女性-50代 南アルプスへのアクセス改善し、自然環境と気候の良さをアピール。
庵原地域-女性-50代 日本平が何もなくもったいない。
庵原地域-男性-60代 静岡ならではの景観、食文化のＰＲ。
庵原地域-男性-60代 久能の海岸、砂浜。
庵原地域-女性-60代 自然と食。
庵原地域-女性-60代 山川海があるので、そのあたりをＰＲできればといいと思う。

有度地域-女性-30代
海と山、温暖な気候、たくさんのおいしいもの、静岡にはいろいろないいものがたくさんあるので、そ
れを守ってもらいたい。市民が楽しめるものも数多くある。どうか市政は市民目線で静岡市を守ってく
ださい。目先の利益に囚われないで。

有度地域-女性-40代 自然や食材の豊かさ。温暖な気候。
有度地域-女性-50代 富士川河口河岸敷谷日本平山頂、船越公園山頂からの富士山の眺望。
有度地域-女性-50代 富士山、お茶で固定化している。まだ、個人商店などいろいろとあるはず。
有度地域-女性-60代 袖師浜の海。
羽衣地域-女性-30代 美しい景色や史跡、歴史や文化、アピールできるものがたくさんある。
羽衣地域-女性-40代 山と海が近い（車で30分走るだけで両方満喫できる）。

羽衣地域-男性-50代
日本平から見た富士山、羽衣の松から見た富士山、特に日本平から見える港や町はとても美しいのでよ
いスポットかと。

羽衣地域-女性-50代 日常生活の中で、富士山が見られること。神秘的な深海を持つ駿河湾。心豊かに暮らせる幸せ。
羽衣地域-女性-60代 海、山の自然。花が多ければもっと良いと思う。
羽衣地域-女性-70上 美しい自然と穏やかな気候。温かな人情を失わないで欲しい。
羽衣地域-女性-70上 日本平スタジアム。
羽衣地域-女性-70上 日本平もすばらしい。
清水山村-女性-60代 自然。
清水不明-女性-40代 静岡市内に残っている豊かな自然を大切にし、体験型イベントが欲しい。
清水不明-女性-40代 清水駅港口のジカカランタの木、大きく成長したら見に来る人が増えると思う。
地域不明-不明-不明 海、山、食を主にアピールしたら良いと思う。

地域－性別－年代 産業・都市機能・施設

城内地域-女性-20代 プラモ等ホビーの魅力は世界的にも認められるものがあるので、もっと力を入れたらいい。

城内地域-男性-30代
コンパクトシティを掲げているのに自転車専用道が整っていないのが残念。子どもが生まれた際の書類
の複雑さ、「子育て」というくくりでワンストップで手続きができるとよい。「防災キャンプ」やって
みてほしい。

城内地域-男性-40代 テーマパーク。
城内地域-男性-50代 東静岡にコンサートにも利用できる多目的スタジアムを造り、文化的にも意識を高めたい。
城内地域-女性-60代 住みやすい街。
城内地域-男性-70上 ワールドカップが呼べるようなサッカー場。
城内地域-女性-70上 新幹線のぞみの静岡駅停車が大切。
城内地域-女性-70上 フラワーパークのような植物園があるといい。
城北地域-女性-20代 買い物がほとんど中心部で済み、移動が楽。
城北地域-女性-30代 竹細工の細かさがすごい。黒はんぺんがおいしい（県外の友人には不評なのが疑問）。
城北地域-女性-30代 綺麗な公園が増えてきた。東静岡が賑わってきた。
城北地域-女性-40代 都市景観にも注意を払って町並みをアピール。
城北地域-男性-60代 交通アクセスが悪いので、整備し、交通手段別のモデルコースを作る。
城北地域-男性-60代 都市機能と都市計画。
城北地域-女性-70上 動物園が充実している。足を運ぶことが大事。
城東地域-女性-20代 中心に商業施設が集まっており、買い物などしやすい。
城東地域-女性-30代 地元おすすめの飲食店サイトを開設してほしい。
城東地域-女性-30代 子どもから年配まで集える場所場あればいいと思う。徳島にある明日多夢ランドのような施設。
城東地域-男性-40代 長沼にあるバンダイのガンダムプラモデル工場。
城東地域-不明-不明 きれいでおしゃれな町並み。
安倍地域-男性-20代 漁港をもっとアピールする。
安倍地域-女性-20代 大都市圏からのアクセスの良さ。

安倍地域-男性-40代
等身大のモビルスーツが静岡市のいろいろなところにあれば全国、世界から人が集まる。おもちゃのま
ちとしてはすでに有名。

安倍地域-女性-40代 芸術に関する行事が多い。浅間神社がパワースポット。
藁科地域-女性-20代 街がコンパクトにまとまっているので便利。
藁科地域-女性-30代 若い人の集まる商業施設をほしい。呉服町商店街や七間町の再生（さびれすぎ）。
藁科地域-男性-40代 子どもと大人が一緒に楽しめるところが少ない。
藁科地域-女性-40代 静岡駅前の商業施設と豊かな自然。
藁科地域-男性-60代 地場産業の活性化。
葵 不 明-男性-30代 客船が入港する清水港が素晴らしいと思う。
葵 不 明-女性-30代 伝統技術のアピール、県外や海外へのもっと進出。
葵 不 明-女性-30代 静岡の街中が楽しい。

葵 不 明-女性-40代
日本平動物園や三保松原、ドリームプラザ、久能山など交通アクセスを整備し、一体化すれば世界に誇
れると思う。

葵 不 明-女性-50代
駅周辺で名物を食べれるところがほとんどない。本気で何かをお勧めしたい、外の人を迎え入れたいと
いう気持ちが感じられない。

城南地域-男性-30代 日本平動物園、青葉横町おでん街。
城南地域-女性-60代 海や山のそれぞれの特産品、静岡駅北口から広がる街並みが美しい。
城南地域-男性-70上 道路の整備、電線の地中化、街並み整備、葵区と駿河区との差。
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地域－性別－年代 産業・都市機能・施設

大里地域-女性-20代 駿河湾の景観と桜エビのかき揚げ。
大里地域-女性-40代 静岡市本通の飲食店、浅間神社の歴史など。地元の学校や民生委員の方にマップを作ってもらう。
大里地域-女性-70上 世界遺産にふさわしい整備と施設がほしい。現状では楽しめない。
豊田地域-女性-20代 東静岡エリアの充実。
豊田地域-男性-40代 駐車場が少なすぎる。
豊田地域-男性-50代 呉服町通りをアピール。
豊田地域-男性-50代 体力作りの施設を増やして欲しい。
豊田地域-女性-70上 交通網が充実していたら良いのにと思う。
長田地域-女性-20代 交通網が充実していて、車を持っていない人でも比較的生活がしやすい街。

長田地域-女性-30代
静岡駅北側に書店がいっぱいあって便利だと思う。アニメや漫画専門のお店や新刊書店、古書店が近く
にあって本好きにおすすめの街だと思う。

長田地域-男性-40代
都市圏から交通アクセルが大変良い中で、自然、食文化などの魅力がたくさんある。またのんびりとし
た人柄は全国でも独特。

長田地域-女性-40代
交通の便がいい（新幹線が停車する）。街もコンパクト。観光客に静岡の食をＰＲする飲食店があると
いい。

長田地域-男性-70上 セノバから静岡駅までエスカレーターを結ぶ。駿府城天守閣を造る。
駿河不明-男性-40代 徹底的に「ホビーの街」をアピールする事、まだまだゆるい、大道芸レベルまでにする。

駿河不明-女性-50代
静岡市は、交通の便がいいとか、観光しやすいとか、看板に特徴がある等いろいろおすすめできること
があると思う。

庵原地域-男性-20代 郷土史関連事項。
庵原地域-女性-20代 夜景がきれいな場所が多々ある所。魚介類がおいしい所。
庵原地域-男性-50代 静岡の持つ観光資源の中で、もしかしたらプラモデル関係が今後1番余力があるかもしれない。
庵原地域-男性-50代 プラモデルと静岡ホビーショーを世界にＰＲ。
庵原地域-女性-50代 プラモデルをもっと大々的にアピールする。
庵原地域-男性-60代 掛川市の道の駅みたいに清水区駅裏や国一に野菜を扱う場所、道の駅がほしい。
庵原地域-女性-60代 三保の観光よりも清水全体の活性化。
庵原地域-男性-70上 清水地区に大きな公園や娯楽施設があればお勧めにしたい。
庵原地域-男性-70上 日本一のウォーターフロントを活用した観光都市。
庵原地域-女性-70上 清水の街。
庵原地域-女性-70上 公共設備の整備が遅れている。
有度地域-男性-30代 地域交流館は気軽に人々がふれあえる場所としておすすめ。｢ゆるキャラ｣にもっと工夫を。

有度地域-男性-30代

継続して観光客を呼ぶ為にはテーマパーク、宿泊施設が必要。三保はかなり活用できる（財源になる）
世界遺産をアピールするだけでは人は来ない、松原だけでは弱い。付加価値をつけることで若者から老
人までが楽しめる観光地となる。その他には誘致活動は必要。中途半端なものではなく、日本一を目指
して物を作ってほしい。

有度地域-男性-40代
まるちゃんの銅像をつくったり、目で見て楽しい街づくりが必要。鬼太郎の街を真似するのもいいので
は。

有度地域-男性-60代 清水駅前の活性化を望む。
有度地域-女性-60代 市街地の商店などが充実している。
有度地域-男性-70上 公園やスポーツ広場に集う住民の笑顔。
羽衣地域-女性-20代 日本平動物園。
羽衣地域-女性-30代 周辺地域も含めて楽しめるエリアにする。

羽衣地域-女性-30代
公園が多く、海も山もすぐに行けるとても良い環境なのに花の整備が全くできていない。四季を感じら
れる公園にすればよいのに。

羽衣地域-女性-50代
回遊性が貧弱。ＪＲと静岡鉄道を二本柱に民間のパワーが参入できるよう、行政が積極的に関与してほ
しい。市内各大学のヤングパワーと知恵があるので、共同参画してもらうよう積極的に声掛けしてほし
い。

羽衣地域-女性-60代 住みやすくて食のおいしいものがあるという事。

羽衣地域-女性-70上
大きな会社が牛耳っているので、他の企業が入ってこない事。大きな商業施設を造ってテナントが入れ
るけどすぐになくなるのはなぜ。

羽衣地域-女性-70上 公共交通機関の充実が望まれる。
清水不明-女性-50代 ウォーターフロントの活性化。
清水不明-女性-50代 動物園。
清水不明-男性-60代 観光施設でないきちんとした歴史博物館をほしい。
地域不明-不明-不明 街はコンパクトで自然が近い。

地域－性別－年代 食

城内地域-女性-30代 山海の味。
城内地域-男性-50代 豊かな食材。それらをＰＲするための大型施設が必要。
城内地域-男性-50代 豊かな食材と料理。
城内地域-女性-50代 水や地酒がおいしい、市民がのんびりしていて厳しくない。
城内地域-男性-60代 さすが静岡と思わせるようなお茶を提供したら必ずお土産にと思われる。
城内地域-男性-70上 桜エビ、ミカン、工芸品などをＰＲする。
城北地域-男性-30代 イチゴ、桜エビ、大道芸ワールドカップ。
城北地域-女性-30代 もつカレーはおいしいので自信を持っておすすめしていいと思う。
城北地域-女性-50代 黒はんぺん、しらす、桜エビ、ミカンなどの特徴あるおいしい食物。
城北地域-女性-50代 お茶、家康、桜えび、しらす。

城東地域-女性-20代
義母に新茶を送ったらとても喜んだので、これを機にお茶の入れ方等知って、さらにお茶を勧められる
ようになればと思った。家の近くから富士山が見えることを言うと羨ましいとの声が多い。今後引っ越
してみれなくなると思うと淋しい。

城東地域-女性-20代 食べ物。
城東地域-女性-50代 生魚が美味。
城東地域-女性-60代 有東木のわさび。
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地域－性別－年代 食

安倍地域-男性-30代 海産物、グルメ。
安倍地域-男性-40代 おでん。
安倍地域-女性-40代 石垣イチゴ。

安倍地域-女性-40代
新鮮な海の幸が豊富で｢わさび｣もあるので、｢寿司｣に力を入れる。大都市圏へのアクセスもよいので、
観光拠点としてアピールする。

安倍地域-男性-60代 食文化。ミカン。
安倍地域-女性-60代 安心安全な食べ物がたくさんある。
藁科地域-男性-30代 しぞ～かおでん、桜エビなど食に関して、幅広い。
城南地域-男性-20代 食事がおいしい点は日本のみならず、国外にもおすすめできると思う。
城南地域-男性-30代 清水港の海鮮料理と穏やかな気候。

城南地域-女性-30代
食や景色については海山にも恵まれ、東京都心にもアクセスがよく気候や人は柔らかく雪も降らず暮ら
しやすい。

城南地域-女性-40代 食文化と、豊かな自然。観光客向けでないのが残念。

城南地域-女性-40代
他県から来た人が静岡は食べ物が本当のおいしいというので、それをもっとＰＲしていけばいいと思
う。

城南地域-男性-50代 魚介類が美味しいので、食文化を中心にアピール。
城南地域-女性-60代 かんきつ類の新しい品種には、地域を強調したネーミングがよいと思う。
城南地域-女性-60代 お茶摘み体験。
城南地域-女性-70上 お茶やミカンのＰＲ。
大里地域-男性-30代 茶にも色々あること。

大里地域-女性-30代
食べ物、人柄。ただし静岡市民はアピールがうまくなく、どうしても控えめになってしまうので、静岡
市民なんだと自慢できる大きなものがほしい。静岡は子育てしやすいというが、それを感じることがな
いのでよくわからない。本当にそうならば人口は減らないはず。

大里地域-男性-40代 駿河湾の海の幸。
大里地域-女性-40代 食や観光地のおすすめはあるが、車中心の交通網では行けない。
大里地域-女性-40代 静岡にしかない食をＰＲ。地元の人も知らないことが多すぎる。
大里地域-男性-50代 食。
大里地域-女性-50代 海の幸や山の幸がそろい魅力。
大里地域-男性-60代 豊かな食材。
豊田地域-女性-40代 やはりお茶。
長田地域-女性-20代 しらすがおいしい。
長田地域-女性-30代 グルメ。
長田地域-女性-40代 生桜エビなど、静岡でしか食べられない食材をおおいにＰＲ。
長田地域-男性-60代 食のＰＲが足りない。
長田地域-男性-60代 食に関するＰＲ活動が必要かも。
長田地域-男性-60代 観光資源の充実とお茶、みかんの見直し。
長田地域-女性-70上 お茶をもっと進めてほしい。
庵原地域-男性-20代 食、特にマグロや桜えびは他県に大変人気があると思う。
庵原地域-女性-40代 新鮮な魚、野菜、果物などたくさんあること。
庵原地域-女性-40代 食とプラモ。
庵原地域-女性-60代 季節ごとの食をお勧め。
庵原地域-女性-60代 海産物とミカンがおすすめ。
有度地域-女性-20代 美味しい食べ物が多いので、それをアピールして集客すればよいと思う。
有度地域-女性-40代 マグロやカツオが安くておいしい事。
有度地域-女性-60代 新鮮な野菜が食べられる。農業や漁業をアピールしたい。
有度地域-女性-60代 山海の幸。

羽衣地域-男性-40代
食も観光も魅力の多い市だと思うので、日本だけでなく海外もターゲットに京都や浅草をまねて誘致し
てほしい。外人にはネットでアピール。

羽衣地域-女性-60代 食とスポーツ。
羽衣地域-女性-70上 静岡おでん、桜エビ、苺がり、鮪、日本平、追分ようかん、ちびまるこちゃん生誕地。
羽衣地域-女性-70上 豊富な｢食｣。富士山、三保松原、日本平。

清水山村-女性-30代
食べ物がおいしいのだから、食の施設とかを出してほしい。お土産的な要素よりも、実際に食して感じ
ることのできる施設。

由比地域-女性-60代 ミカンをアピール。
蒲原地域-女性-30代 海のものでも山のものでもごはんがおいしい事。食べ物が新鮮でおいしいことはお勧めだと思う。
清水不明-男性-20代 食材が豊富なこと。
清水不明-男性-30代 黒はんぺんが静岡しかないので、もっと黒はんぺんをＰＲする。海鮮も新鮮だとＰＲする。

清水不明-女性-30代
引っ越して1年ちょっとだが、取れたのしらすを売っている直売所が多くあることに感動した。まだ食べ
たことないが、実家の両親にお勧めしたい。ミカン畑とミカンの無人販売が多く、今年はたくさん買っ
た。
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地域－性別－年代 イベント

城内地域-女性-30代 街中では様々なイベントを楽しめ、三保や日本平など自然も楽しむことができる、海の幸がおいしい。
城内地域-女性-50代 体が丈夫でない人たちが参加できるイベントがもう少しほしい。
城内地域-男性-70上 年齢幅のある芸能文化祭等を催して欲しい。
城内地域-女性-70上 沼津や浜松に比べてコンサートや演劇の上演が少ないと思う。

城内地域-女性-70上
静岡まつりの夜桜乱舞にまるちゃん静岡音頭を取り入れて、竹千代ドンドンとともにちびっ子たちのコ
ンテストをやったら。

城北地域-女性-20代 大道芸ワールドカップは世界に誇れるイベントだと思う。
城北地域-女性-70上 大道芸のようなビックイベントを増やしたら人が集まるのでは。
城北地域-女性-70上 中心地に若者たちが魅力を感じ集まってくるイベントや建物。
城東地域-女性-40代 由比桜エビ祭り。

安倍地域-女性-40代
静岡は昔から保守的であり、もう少し新しいものを積極的に取り入れていった方がいいと思う。イベン
トも飽きてきた。

安倍地域-女性-40代
お茶のイベント（気軽に参加できるお茶会やマルシェみたいなもの）駐車場＋子どもが遊べる公園を
西ヶ谷周辺にも1つ作ってほしい。藤枝の蓮花寺池公園のような公園だとイベントもできるし人も集まり
やすい。

安倍地域-女性-60代 昔からある音頭をＰＲする（次郎長音頭、日本平音頭等）。
藁科地域-男性-60代 大道芸、静岡祭り。
葵 不 明-女性-50代 街中どこに行ってもまるちゃんの静岡音頭が耳に入ってくるように、まずは覚える事。
城南地域-女性-70上 大道芸ワールドカップ。

大里地域-女性-40代
大道芸はかなり売り込めそう。宝の持ち腐れのものがたくさんあると思う。プラモデルや食材、特に桜
えび。

大里地域-男性-60代 地元の祭りを出張講座を開き、知ってもらう。

大里地域-男性-70上
グランドデザインを作る市内観光施設は中途半端だと思う。全国一、世界一のイベント施設をつくる、
初物を考える。

大里地域-女性-70上 まるちゃんの静岡音頭が披露される機会を多く作ってほしい。
豊田地域-女性-60代 静岡まつりや大道芸など。
長田地域-男性-70上 大道芸をもっとＰＲ。
庵原地域-男性-60代 大道芸ワールドカップの開催。
庵原地域-女性-60代 まるちゃん静岡音頭を清水みなと祭りで踊りたい。
有度地域-男性-30代 大道芸ワ-ルドカップ、ホビーショーなどの世界的イベント。

有度地域-女性-30代
大道芸は世界から参加する芸人さんが来て全国から観客が集まるので、もっともっと盛り上げたい。普
段の休日の大道芸も。

有度地域-女性-40代 まるちゃん静岡音頭を静岡のいろいろなイベントで披露すべき。川勝さんと仲良くしてほしい。
羽衣地域-女性-30代 周知されている大道芸に来る方が「また来る、来たい」と思える活動をこの時にする。

羽衣地域-女性-30代
お茶、家康、富士山など比較的年配向けのおすすめが多い県というイメージがあるが、最近は子どもも
親子で楽しめるおすすめがたくさんあると思う。ガンダムや動物園大道芸、その辺をもっとＰＲしてほ
しい。

羽衣地域-男性-60代 全国どこにでもあるような踊り（まるちゃん静岡音頭）なので、単なる自己満足なのでは。
羽衣地域-女性-60代 市内の「富士山ビュースポット」を募り、街中ウォーキングを企画する。
羽衣地域-男性-70上 まるちゃんの静岡音頭を小中高の行事（運動会）で取り入れたら子どもから父兄に伝えられると思う。
清水山村-女性-30代 ちびまる子ちゃんの漫画のエンディングで、まるちゃん静岡音頭を流したらどうか。
清水山村-女性-60代 お祭りやイベントの時、一部の人だけでなく、いろいろな人が参加できるようにした方がいい。
由比地域-男性-70上 静岡市全体に関わるイベントがほしい。
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地域－性別－年代 アピール

城内地域-女性-30代
海外に友人がいるが、お茶や伝統工芸品が人気。海外で認められることが国内での注目につながること
もあると思う。外国人が旅行しやすく魅力ある街にしていく事、海外へＰＲしていく事が大切だと思
う。

城内地域-男性-40代 県内在住の外国人に静岡の良さを知ってもらい、ＰＲしてもらえるようにする。

城内地域-男性-40代
一時は政治の中心だったこともある駿府の観光資源は豊富だと思うが、それを生かせていない印象有。
都市景観を含め、静岡ならではの魅力を最大限に引き出すことが重要ではないか、他の都市（東京含
め）のまねをしてもダメでしょう。

城内地域-女性-50代 いまひとつＰＲするものが多くない、主婦を味方につけないと難しいと思う。
城内地域-女性-50代 ゆるキャラの存在にしても、曖昧な状態。｢のんびりぬくぬくの静岡市｣を表しているようで淋しい。
城内地域-男性-60代 ちゃきり節を全国にＰＲする。
城北地域-男性-40代 アピールのメインが決まっていない。
城北地域-男性-40代 ＰＲが足りない。
城北地域-女性-50代 「静鉄」のちびまる子ちゃんキャンペーンはいいアイデアだと思う。
城北地域-女性-60代 アピールの仕方が悪い。
城北地域-男性-70上 お茶、みかんは名ばかり、他県他国へのＰＲにもっと力を入れてほしい。
城東地域-女性-20代 いろいろなイベントをやっているのに知られていない。情報の拡散に努力すべき。
城東地域-男性-50代 県外へのアンテナショップの進出。静岡市出身芸能人を起用したＰＲビデオの県外放送。
城東地域-女性-50代 幅広い年代層が参加できるイベント。
城東地域-男性-60代 ＰＲ度が少なすぎる。
安倍地域-女性-70上 まるちゃん音頭を知らなかったのはうかつだったが、ＰＲの仕方に問題がなかったか。
藁科地域-女性-40代 取り組み方が中途半端。ＰＲ方法の再考が必要。
藁科地域-女性-50代 アクセスしやすい街でおいしものがたくさんある。田舎であることが上手にＰＲできれば。

葵 不 明-女性-30代
基本的にＰＲが足りない気がする。様々なイベントが地元向けになっている。全国的、国際的にメディ
アやＳＮＳなどを使ってアピールする必要があると思う。

葵 不 明-女性-50代 まるちゃんから徳川までのアニメ。プラモ。歴史。スポーツ(野球･サッカー)静岡の全て。
葵 不 明-女性-70上 静岡はいろいろな面で恵まれすぎていてＰＲ不足。

城南地域-男性-60代
他の年に比べ、目玉となるものが少ないと思う。日帰りバスツアーでも他県に行く方が多いと思う。歴
史や農産物のＰＲもお願いしたい。

城南地域-女性-70上 まるちゃん音頭は大々的にＰＲすれば良い。
大里地域-女性-40代 テレビの力は大きいので、もっと宣伝する。

豊田地域-男性-40代
ＰＲ不足。知名度や伝統にあぐらをかいて品質を上げる努力を怠っており、品質の低い未熟なものを平
気で出荷している。もったいない。

豊田地域-男性-50代 しずおか賛歌。
豊田地域-女性-50代 テレビでイベントの様子を見てもらう。
豊田地域-男性-70上 気軽に参加できるイベントがある。
豊田地域-女性-70上 行動等の積極性がほしいと思う。イベントにも若い人が参加して元気を出してほしいと思う。
長田地域-女性-30代 良いイベントがあるのにＰＲ不足。もったいない。
長田地域-男性-40代 静岡市として自慢できる物がない。メディアを使う。

駿河不明-男性-70上
観光地や名所旧跡のガイドブックが絶対に必要。モデルルートを作り、アクセス環境を整備すれば、フ
リーの観光客も増えると思う。

庵原地域-男性-40代 県のバックアップがなければ、市だけでは何をしても無理。
庵原地域-女性-40代 農業体験をしたいという人が良く訪れる。気軽に農業体験できると特産品の事も知ってもらえる。
庵原地域-男性-50代 ご当地アイドルを強調する。

庵原地域-女性-50代

海や山の幸が豊富であること、なんといっても「世界遺産」の富士山、三保の松原、景勝地である日本
平、歴史的遺産とも入れる久能山東照宮、駿府城、登呂遺跡、伝統工芸品の数々、そして世界に誇るホ
ビーの街と数々の市の財産があるのに、今のままでは「宝の持ち腐れ」のように思われる。1年中通して
イベントも多くあり、四季を通じて楽しめる街だと思う。気候がら土地柄か人柄がのんびりしていると
いうのか「ガッツ」に欠けていると思う。日本中がインバウンド（国内外含む）が増加しているのだか
ら、静岡市も「市の宝」を生かしてアピールし、移住者も含め一人でも多くの人々に来ていただくよう
にすることが、この先の「高齢化社会」にも役立つと思う。民放4社とタッグを組みＰＲすべきだと思
う。観光地へのアクセスを分かりやすくするマップも改善、作成すべきだと思う。

庵原地域-女性-50代
体験型のイベント（茶摘み、はんぺんづくり、竹細工、サンダルづくり等）を観光客向けにＰＲして、
国内外から人が集まるようしたら良さが伝わるかも。

庵原地域-男性-70上 名所、名物を民謡調にしたご当地ソングでＰＲ。
庵原地域-女性-70上 遠来の観光客にもわかりやすい看板を立てる。

有度地域-男性-40代
テレビで静岡の名物が全国区で紹介される度、これってそんな名物だっけと思う。外だけでなく、内に
も浸透させてほしい。

有度地域-男性-70上 もっと旅行社と話し合ってＰＲしていくのはどうか。
羽衣地域-男性-50代 キャッチフレーズを決める。
羽衣地域-女性-50代 ＪＲ各駅構内にてアニメっぽくわかりやすくミニマップ（観光スポット等）を設置する。

羽衣地域-男性-60代
他県と同じことをやっていたらダメ。三保の松原と久能山、駿府城を結ぶ道路の整備、月1回イベントを
行う事。

羽衣地域-女性-60代 清水みなと祭りの総踊りは、どのグループも誰でも気楽に踊りに入れるようにしてほしい。
羽衣地域-男性-70上 静岡市の良さを全国に知ってもらいたい。
羽衣地域-女性-70上 清水地区をもっとＰＲしたい。
羽衣地域-女性-70上 まるちゃんに特産物の宣伝をしてもらう。
蒲原地域-女性-30代 体験を併った海の幸。遊漁船、観光船、市場、港のイベント。

清水不明-女性-40代
静岡はＰＲ不足と言われる。家康公の静岡にいた時の状況など、市民にもあまり知られていないことを
もっとＰＲしてほしい。

清水不明-女性-50代 ＰＲが中途半端だと思う。知事と市長が対立していてはいつまでたっても進展がない。
地域不明-不明-不明 駅周辺のインパクトが足りない。身近に手軽な観光ポイントをアピールする。



【静岡市の地域資源について】 

- 72 - 

平成 28年度 市民意識調査 

 

 

 

  

地域－性別－年代 行政へ

城内地域-男性-20代
地震対策の簡単にできることから規模の大きなものまで各地方の自治体内だけでの共有だけでなく、一
般向けの情報発信していったらいいと思う。

城内地域-男性-70上 災害についてもっと解りやすくして欲しい。
城北地域-男性-40代 観光地としての整備にしては規模が小さい。もっと広域で大規模な整備が必要。

城北地域-男性-50代
サイクリングのフィールド（さまざまなコースが組める）への知事の過剰な反応にうんざりする。ごく
一部の人の発言のみを取り上げて、市政に注文を付けるなど絶対やってはいけない事。

城北地域-女性-50代

静岡に生まれ育ち、他で生活したことが1度もないが、全国を知り尽くした家康公が隠居に選んだ地なの
で間違いなく日本一の環境だと思う。ふるさと納税の返礼に日本平動物園のオリの中に入るという企画
があると聞いたが、物品の返礼もいいと思うが、静岡を訪れてもらうという事は本当に良い企画だと思
う。

城北地域-女性-50代 税金が高いと落ち着いて生活できない。
城北地域-女性-60代 後継者不足対策が必要。
城北地域-男性-70上 新東名の開通で昔からの道路は使用せずやたらと新設道路で予算を使いすぎる。
城東地域-男性-40代 観光地としてはさびれている。市をあげての整備が必要。

城東地域-男性-50代

ホビーの街静岡とうたっている割に中身がおそまつ。行政はおいしいとこだけ使って何もしていない。
静岡市内でホビーの専門店がいくつあるか。浜松市の方がよっぽど多い。企業だけでなく小売店へのテ
コ入れとかしないとお客が離れていく事が分からないのか。タイミング良い時だけおいしい名目だけ
使っても気持ちが冷める。

安倍地域-女性-50代 老人が安心して住める社会。
藁科地域-女性-40代 税金の無駄遣い、負担増のないおすすめはないか。
城南地域-男性-60代 官民一体の取組が必要。一方的な行政の取組では前進はない。

城南地域-男性-60代
アクセスも充実しているので、もっと大胆な施策を打ち出して誘客活動に力を入れてほしい。特に外郭
団体の施設には市のＯＢが天下りしていて、誘客に力が入っていない感がある。

城南地域-女性-60代
人口減少が1番の気がかり、ここ2，3年街中のにぎやかさが全然ない。どうにかして楽しい街になっても
らいたい。

城南地域-女性-60代
静岡市はシングルマザーにとっての待遇が悪く、胸を張って堂々と生きていけない市と感じる。一生懸
命自分の力で真面目に生きて頑張っている母親がいることを忘れないでほしい。

大里地域-女性-70上 静岡市長、市の職員の的確で迅速な仕事ぶりに感謝している。
豊田地域-男性-30代 税金をもう少しうまく使ってほしい。
豊田地域-女性-40代 市長と県知事、仲悪すぎ。
豊田地域-男性-60代 あまりにも無策、市長はもっと働くこと、知恵を出すこと、あまりにも危機感がない。
長田地域-女性-50代 県知事が人の悪口批判をしない事。

長田地域-男性-70上
税金が日本一高い上、子どもの養育が難しいので若い人は他都市へ移動する。市民に税金を課すことし
か考えていないように思える。まだこの上に駿府城を作りたいと言っているようだが、どこまでも税金
を使う事しか考えないのか。市会議員の数も多すぎる。

駿河不明-女性-60代 市長と話し合う場が少ない。もっと市長は町内などに出向くべき。

庵原地域-男性-50代
もっと観光に力を入れる前に清水駅の寂れ果てた現状。静岡市は静岡駅や静岡東駅だけでなく、地方の
活性に力を入れてほしい。どこが整備されているのか、どこにお金が使われているのかよくわからな
い。

庵原地域-男性-70上 市長が毎土日の朝、静岡駅に立って来客を迎える。
有度地域-男性-60代 行政の対策や力の入れ方が不十分。

有度地域-女性-70上
多くの地名にも残る歴史ある城下町の誇りを失うことなく凛とした市であってほしい。進歩、発展と上
手に折り合いをつけ、目先の事のみに囚われず、息の長い取り組みを切望する。

羽衣地域-女性-20代 税金滞納者に対し、取り立てが厳しい。

羽衣地域-女性-30代
まるこちゃんに頼りすぎ。「まるこちゃん」は静岡でなく清水というイメージが強いが、強引に静岡に
結びつけようとしている点に無理を感じる。

羽衣地域-男性-70上 農水省関連の政府機関を誘致する。
羽衣地域-女性-70上 市のやることはギクシャクしている。
清水山村-女性-60代 子育て支援の充実。防災設備の充実。
由比地域-男性-60代 県都であるとの自覚がなく、市のことのみ固執していると、人は集まらない。
清水不明-男性-60代 市政にコンセプト・プランが見えない。何に力を入れようとしているのか。
地域不明-不明-不明 原発のない安全な生活をアピール。

地域－性別－年代 温暖な気候、人間性

城内地域-女性-30代 人の朗らかさ。

城内地域-女性-30代
気候の良さ、山海の幸、コンパクトな街などアピールするところがたくさんあると思うが、観光という
遊ぶところがないというイメージ。

城内地域-女性-30代 気候の良さ。
城内地域-女性-40代 人に勧められる目玉となる観光地がない。
城内地域-男性-60代 温暖な気候。
城内地域-女性-60代 思いやりの心を大切にし、心豊かに明るい街。
城内地域-男性-70上 市民の暖かなサービス精神。
城北地域-女性-20代 気候も人もあたたかく穏やか。歴史文化の資源もたくさんあり、複合的に魅力ある街だと思う。
城北地域-男性-60代 気候と人間性。
城北地域-女性-60代 温暖な気候。
城北地域-女性-60代 人が優しく住みやすい。食べ物が美味しい。
城北地域-男性-70上 気温の暖かなところ、ゆっくりとのんびりと生活することができる。
城東地域-女性-20代 気候と人の温かさ→住みやすい（水もおいしい）ショッピングモールの充実。
城東地域-女性-20代 気候温暖で町がコンパクトで住みやすい。
城東地域-女性-40代 気候が良い。
城東地域-男性-70上 気候温暖、都市機能。
城東地域-男性-70上 静岡市民のおもてなしの心。
安倍地域-女性-20代 のんびりしていて、緑が多い。
安倍地域-男性-30代 気候が穏やか。海、山、自然。
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地域－性別－年代 温暖な気候、人間性

安倍地域-女性-40代
静岡生まれの静岡育ちだが、気候もいいしとても住みやすい所。青葉シンボルロードのイベントもあっ
て盛り上がりもある。

安倍地域-男性-70上 気候温暖、風光明媚、食の特産品。
藁科地域-男性-30代 気候がよい、地元食材がおいしい、のんびりしている。
藁科地域-女性-30代 人の温かさ、おくゆかしさ、お茶のおいしさ、これを保ってほしい。

藁科地域-女性-40代
他県に出かけると静岡の人の温かさがよくわかる。その点をもっとみんなに知ってもらえれば思いま
す。

藁科地域-男性-60代 温暖な気候。山海の幸。自然景観。
葵 不 明-女性-30代 温暖な気候。
葵 不 明-女性-60代 気候が良く、住むのには最高。
葵 不 明-女性-60代 穏やかで人に優しい市民性を生かしたホッとできる街をアピール。
城南地域-女性-30代 のどか、住みやすさ。

城南地域-男性-40代
地域性や県民性から中庸で良くも悪くも特徴がないので、日本一高い山と日本一深い海がクローズアッ
プされるのがいいと思う。「穏やかで住みやすい」イメージも実感を伴っているか、大学留学生などの
意見を聞いてみておすすめポイントも外国人立場で聞いてみるといい。

城南地域-女性-60代 のんびりした住民気質。自転車生活ができる。

城南地域-女性-70上
気候が温暖で人情も厚いし、食べ物もミカンや海産物、魚介類等がおいしく豊富でとても住みよい所。
他の土地には住めない。

大里地域-女性-20代 静岡の人は温かく優しい。食べ物も美味しい。
大里地域-男性-40代 気候、文化歴史、食事とバランスが取れている一方で、特化したもののアピールが少ない。
大里地域-男性-40代 気候がよく、住みやすい。
大里地域-女性-50代 気候が温暖なため、退職後に住みたいという人が多い。
豊田地域-女性-40代 温暖な気候と都会過ぎず田舎過ぎない住みやすさをアピール。
豊田地域-男性-50代 気候がよく住みやすい。

豊田地域-男性-50代
温暖な気候を利用してゆっくりできるリゾートを前面に出すのがよい。首都圏からも近いので、集客方
法に注意すれば多くの人が来るかも。

豊田地域-女性-70上 のんびりした日常を過ごせること。
長田地域-女性-20代 温暖で過ごしやすい環境。

長田地域-男性-30代
東に東京、西に愛知があり、東名や新幹線があり、交通も整備されているので、周りの県と競うという
より過ごしやすい気候でのんびりした街並みを生かしたまちづくりをするべき。

長田地域-男性-30代 気候の良さと海、山。美味しい食材と温泉。

長田地域-男性-40代
雪が降らない事、風もそれほど強くなく温暖であること、暑すぎない事。これは他地域の人間が越して
きた時に「言われてたけどやっぱりそうだった」と納得することだと思う。

長田地域-男性-50代
地の利、穏やかな気候を生かして高齢者が安心して生活できる施設を作り、そこに若者が共存できる環
境があれば、移住者も増え、活気ある町になると思う。

長田地域-男性-50代 温暖な気候と温厚な市民性。高齢者が住みやすい町。
長田地域-女性-50代 穏やかな県民性。
長田地域-女性-60代 気候も人柄もあたたかく、あまり争いを望まない土地柄、そんなのんびりしているのが好き。
長田地域-男性-70上 温暖な気候と適度な規模の都市人口。恵まれた自然。
駿河不明-女性-20代 地元愛が強い人が多い、逆を言えばもっと外の世界を知るべき。外を受け入れる心が必要。
庵原地域-男性-20代 人の優しさ。
庵原地域-男性-30代 温かく住みやすい。
庵原地域-男性-30代 温暖な気候、都市部と自然の融合。
庵原地域-女性-40代 気候がいい。
庵原地域-女性-40代 気候温暖で住みやすい町。サッカーの町。
庵原地域-男性-50代 温暖で穏やかな気候と山海の美味しい食べ物。

庵原地域-女性-60代
温暖な気候や豊かな資源、また東名の交通や物流の便もよく恵まれている市であることをもっと多くに
知ってもらう事や自身が自覚することも必要であると思う。

庵原地域-女性-70上 気候も良いし観光名所も多いからもっと発展してもよいと思う。
有度地域-女性-30代 温暖な気候で暮らしやすい。
有度地域-女性-30代 気候が良くて住みやすい。食べ物が美味しい。
有度地域-女性-30代 冬、暖かい。
有度地域-男性-60代 温暖な気候と住む人の穏やかさ。
有度地域-女性-70上 安心安全、清潔で気候も人柄も良いので、品格のある町だと思う。
羽衣地域-男性-30代 過ごしやすい気候。
羽衣地域-女性-30代 暖かい人柄。
羽衣地域-男性-40代 気候、歴史、文化、伝統、治安、総合的にいいところだと思う。
羽衣地域-女性-40代 人柄の良さ。
羽衣地域-男性-60代 気候の良さだけで十分いいところだと思う。
羽衣地域-女性-70上 気候、食べ物、山、川、海、人の良さ。

由比地域-女性-40代
気候風土、産業にも食べるものにも恵まれ古くから人の往来があり、海山もあり必死に呼びこみをしな
くてもほどほどの生活ができる場所だった。

由比地域-女性-50代 冬の暖かさ。
清水不明-女性-30代 雪がほとんど降らない。
清水不明-男性-40代 静岡市民はよい人が多い。
地域不明-男性-50代 市民が親切。
地域不明-不明-不明 梅雨時にあまり雨が降らない所。
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地域－性別－年代 その他

城内地域-男性-50代 案内する観光地がない。
城内地域-女性-50代 日本の真ん中で住みやすい街であることをアピールする。
城内地域-女性-50代 関東への日帰りが楽しめる。

城内地域-女性-60代
天気が良ければ市内では自転車の移動が便利。でも観光用などはあまり見ない。電車に自転車込みで乗
れるといい。

城内地域-女性-60代 この地の良さをもっと拡げることが重要。現状では、ただ通過するだけの土地になっている。
城内地域-女性-70上 明るい静岡。
城北地域-男性-30代 何事も中途半端に見える。
城北地域-女性-30代 既存の物よりも、新しい観点を発見し、育てていくことが大切だと思う。
城北地域-男性-40代 若者が静岡へとどまるよう（帰ってこれるよう）働く場所の確保をお願いしたい。
城北地域-男性-40代 知名度の高い市内名所。

城北地域-女性-40代
転勤族が他から戻りたい地域としてよく静岡の名前が上がる。定住に何かメリットとかがあればよいと
思う。

城北地域-女性-40代
おいしい食べ物は県外に人にお勧めできるものがたくさんあるが、観光としては特にないような、イン
パクトに欠ける。

城北地域-女性-50代 静岡人には郷土の誇りがない。
城北地域-男性-70上 小学生の頃から意識を持たせ、息の長い活動を行っていく。
城北地域-男性-70上 静岡県人以外の人の意見を聞くべし。
城北地域-女性-70上 子どもたちが町へ出るのは好ましくない。

城東地域-男性-60代
客人が来るといってもいつもレコメンドプレースを考えてしまうが、これといったところがないのでい
つも悩む。

城東地域-女性-60代 来客には広い心で接して欲しい。
安倍地域-男性-30代 図書館などの読書環境。
安倍地域-女性-60代 静岡はおとなしすぎる。
安倍地域-女性-60代 外国人観光客が増えているが、マナーが悪くあまり、歓迎できない。
藁科地域-男性-30代 空港周辺の活性化が課題になってくると思う。
藁科地域-男性-40代 明るい街づくり。

葵 不 明-女性-60代
他県の友人が来てもこれといった観光地がない。浅間神社周辺の整備等、手を入れる場所が多々あると
思う。

城南地域-男性-20代 静岡人はマナーを大切にすることをＰＲする。
城南地域-男性-50代 静岡が良くなれば市民は幸せではなく、市民が幸せならば静岡が輝くという発想でなければいけない。
城南地域-男性-60代 ツアー旅行やイベントを多くして欲しい。
大里地域-男性-50代 他県の人に勧める物がない。何事も中途半端に思える。

大里地域-男性-50代
点レベルが多く、線になっていない。例えば前頁問3の項目が結びついてＰＲされれば「おすすめ」とし
ては魅力的になるだろう。

豊田地域-男性-70上 高齢だが、ゆとりある生活ができれば。
長田地域-男性-40代 色々おすすめしたい。
長田地域-女性-40代 とりあえず必要な物がそろっているところ。

長田地域-女性-50代

以前の静岡と言えば、サッカー、甲子園上位入賞だったが、少子化の影響か公立中学で両方の部活があ
るのは少ない。近隣の中学と共同で部活を行うのは無理か。スポーツで得る友情、努力根性など子ども
の非行予防にはならないか。でも教員の負担がますます増えてしまうのではなくて、定年した元気なボ
ランティアの力を借りて何とかできないものか。

長田地域-男性-60代 交通マナーの向上とゴミとたばこの下水へのポイ捨てをもっとみてほしい。
長田地域-男性-70上 老人に優しい。
庵原地域-男性-50代 身体が不自由な人が住みやすい街づくりをしてほしい。
庵原地域-女性-60代 子どもが大勢育つ町。
庵原地域-女性-70上 若い人の力で活性化。
有度地域-男性-60代 静岡や清水って何があるのと聞かれると淋しくなる。
有度地域-男性-60代 景色がよいのに「もったいない」他県の人に数回言われたことがある。
有度地域-男性-70上 魅力あふれる街にしてほしい。
羽衣地域-男性-40代 景観。
羽衣地域-女性-40代 全てが中途半端なのでせっかくのお勧めがもったいない。

羽衣地域-男性-60代
観光地化ではなく心静かに過ごせる街にする事、自然をそのままにするよう手を変え続けることに努め
ている市に。

羽衣地域-女性-60代 静岡市の中心部だけが繁栄し、清水港は置き去りにされている。
清水不明-女性-50代 無駄にお金をかけない町。

地域不明-男性-60代
観光や集客、イベント等が考えがちだが、有東木のようにひっそり知られているほどほどの共生（市街
～しない対比で）が大切かと思う。がむしゃらな産業振興と結び付けてほしくない。

地域不明-不明-不明 良いところも多いが全て、中途半端。





 

 

 

 


