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054-221-1044お問合せ先 : 〒 420-8602 静岡市葵区追手町５�１ 静岡市観光交流文化局文化振興課

なんでもアンケートでのご意見(一部抜粋)

世代や職業が異なる幅広

い立場の人の意見が聞け

て、また自分でもどんど

ん言ってみて新しい意見

がまとまってとても有意

義に感じました。

様々な年代の方とグルー

プワークをできたので楽

しかったです。自分は若

い方でしたが、意見を言

うことができたので良か

ったです。

考えよう、「静岡じまん・静岡ふまん」

静岡に住んでいる人が静

岡についてまずは知る。

他県からすれば”幸せ”な

ことを静岡の人にとって

当たり前になっている。

それをどう気づかせるか

ですね。

静岡じまん、ふまん。皆

が共感できるアイデアを

出すことでいいアイスブ

レイクになったと思う。

他の施設の紹介は参考に

なった。

さらに素敵な

まちにするために

・ベースはOK！人間第一　・交通・人間のつながり　・発信力を高めよう　・ホールと街がつながりたい
・市も県も有名な建築家に頼りすぎ　・歴史文化をつなげる地図が欲しい　・歴史・食・自然をもっとPRしよう
・レンタサイクル　・地下道を明るくバリアフリー　・静岡の代官山を育てたい　・訪問者を増やしたい
・経済効果が発生するような仕組み　・おいしい物がいつでもどこでも食べられる　・リニア静岡に駅作って欲しい
・バスを大型、中型と分けて運行する　・通り過ぎるだけでなく来て欲しい！・地元食材を活かしたイベント

食べ物 人 文化施設 交通
　・魚、桜エビ、いちご、黒はんぺん、 　・穏やか 　・アリーナがない 　・自転車が多いがマナーが悪い

さわやかのハンバーグ、お茶、みかん、 　・歩行者のマナーがいい 　・ハイレベルな劇場がない 　・横つながりの交通がない

自然 文化 　・小さい劇場がない（300～500席くらい） 　・北街道元気がない

　・雪が降らない、温暖な気候 　・三保の松原 　・吹奏楽・太鼓等の練習場所が少ない 　・静岡駅の工事がいつまでも終わらない

　・富士山 　・登呂遺跡、浅間神社 　・マリナートが使いにくく楽屋が狭い 人
　・豊かな自然 　・SPAC、大道芸 　・市と県の設備で使い勝手が悪い 　・はっきり意見を言わない

その他 　・市民文化会館に本格的な花道がある 地域
　・サウナしきじ 　・音楽の会場が多い 　・素通りされる街

　・まちににぎわいがある 　・市民大音楽祭が年に一度ある 　・市の文化の向上に対して消極的

　・300人のオーケストラが毎年開かれる 　・静岡と清水の仲が悪い

　・日本で一番長い歴史をもつ市民バンド

自然 文化会館 人 交通
　・富士山、用宗海、自然と都会が近い 　・館の前の広さ、レイアウトは良い 　・新しいものを受け入れにくい 　・電車の路線が少ない、リニア問題

　・暖かい、すごしやすい、気候が良い 　・入場列並びやすい、階段広め 　・出たがらない（消極的）、飽きやすい 　・地下道のバリアフリー化が進んでいない

まち 　・会議室良い 　・のんびりおっとり 　・暗いところが多い

　・商店街に活気がある（静岡のおまち） 文化 　・お祭りに関心が少ない 公園
　・コンパクトシティ 　・実は舞台活動が盛ん 文化 　・内堀の水が汚い、お堀を埋めてしまった

交通 　・ちびまる子ちゃん、プラモデル 　・有名なイベントが少ない 　・公園に石ころが多い

　・東京まで1時間 　・駿府、家康が選んだ 　・発信力が弱い 　・桜が美しいのに、見る場所がない

　・アクセスが良い 食べ物 　・今川さんが知られていない 文化会館
　・東海道沿線で便利 　・水、魚がおいしい 食べ物 　・ホールが少ない

人 　・飲食店飽きがこない 　・美味しい物がない 　・音楽ホールの環境を改善してほしい

　・各地に特色がある、新しいものにとびつく 　・大ホール、１階が深すぎる

交通 文化 まち 人
　・交通アクセスが良い、新幹線が止まる 　・徳川家康 　・戦災で古い街並が残っていない 　・競争心に欠けている

　・東西交通の要、東京に近い 　・城下町で歴史と文化が豊か 　・駿府公園の南側の堀をふさいでいる建物 　・自分の意見を明確にしない人が多い

人 　・久能山東照宮、登呂遺跡、三保の松原 　・街に緑が少ない 　・人口減少

　・温和な人が多い、暇人、こだわらない 　・大道芸ワールドカップ 食べ物 その他
　・居心地が良い 食べ物 　・美味いラーメン屋が少ない 　・大きな企業がない、就職先が少ない

　・女性がきれい 　・魚、桜エビ、わさび、あさり、お茶、水 交通 　・景気が良くない

自然 　・農産物、海産物が豊富 　・公共交通が不便、道路が狭い 　・県と市の仲が悪い

　・富士山、南アルプス、駿河湾 　・さわやかのハンバーグ 　・静岡市の南北を結ぶ公共交通がよわい

　・カーネーション まち
　・安全で温暖な気候、災害がない 　・コンパクトシティ

　・日照時間が長い 　・都会と田舎の距離が近い

歴史 自転車 人 公共施設
　・城下町の地名が残っている 　・自転車でどこまでも行ける 　・住宅街の高齢化 　・休める場所が街中に少ない

　・今川家、徳川家関係強い地 　・土地が平らで自転車が多い 　・保守的 　・会館にもっと金を使え

　・美術館が多い 人 　・ガッツがナイ 　・公共施設がセコイ

　・大道芸で投げ銭文化出来た 　・おだやか 　・自治会に非協力的な人が多い レジャー
　・昔ながらの建物（東宝会館） 　・人柄が良い 交通 　・子供の遊び場が少なすぎる

自然 食べ物 　・公共交通が足りない 　・劇場が少ない

　・南アルプスからの安倍川の水がおいしい 　・しずまえの魚が新鮮 　・アクセス手段が車に限られる 　・レジャー施設が少ない

　・駿府公園、緑と広場と水 　・個人の美味しい料理屋さんが多い 　・北街道がさみしい 　・駿府公園に天守閣がない

防災 　・国道一号線が駅前を通り車が多い 　・観光地が少ない

　・防災意識の高い人が多かった 　・観光バスの駐車場がない

景色 食べ物 公共施設 交通
　・日本平からの富士山 　・魚、お茶、水 　・生涯学習センターの部屋が狭く防音弱い 　・のぞみが止まらない、バスが高い

　・大きな港清水港がある 　・さわやか 　・ちょうど良い大きさの劇場がない 　・混雑の差が大きい（バス、電車、道路）

　・年間日照時間が長い 　・静岡麦酒、日本酒、静岡割り美味しい 　・150㎡規模の練習場が少ない 　・道路がボコボコ、高齢者が歩きにくい

　・静岡清水には外国船も来航する港がある その他 　・駿府城を再建してほしい 　・駐車場が少ない

イベント 　・交通が便利 　・浜松と比べて大きい施設が少ない その他
　・大道芸を毎年やること 　・県民所得が高い 自然 　・市政策がたてわりが少ない横のつながり

　・文化施設が多いこと 　・津波怖くない 　・防災対策、雪が降らない 　・県と市が仲悪い

　・ラウドヒル計画がある 　・まちは劇場等で文化に力を入れている 　・小学校の木を伐採してない、堀が汚い 　・漁業船が少なくなるのがさみしい

　・平地が少なく大きな会社が入りにくい 人
　・街の景観がおしゃれじゃない 　・人口流出、アルバイトの賃金が安い

　・文化芸術に若者が興味ない

食べ物 スポーツ まち 人
　・お茶、水、ビール、ラーメン、桜エビ 　・サッカー、清水エスパルス、 　・近隣の飲食店 　・人口流出、若者の観光客が少ない

　・みかん、マグロ、わさび、安倍川もち、 　・プロのバスケチームができた 　・さったとうげがこわい… 文化会館
　　おでん、うなぎパイ、いちご、しらす 文化　・産業 　・まちの日常的風景 　・トイレ、椅子の間隔

自然 　・JME Japanese、SPAC、大道芸 　・七間街、呉服町等の街並 　・地下駐車場からの通路数、駅から遠い

　・富士山、海（駿河湾）、大崩海岸、巴川 　・モノづくり「中小」 交通 その他
　・久能山東照宮、日本平 　・YAMAHA TOYOTA SUZUKI 　・公共交通に不満、移動が大変 　・学校の設置が追いついていない

　・暖かい、気候が穏やか、過ごしやすい 　・今川義元、徳川家康 　・新幹線で富士駅がない 　・雪が降らない

　・防災（主に地震）に関する意識が高い 　・城下町、駿府城公園、三保の松原 　・井川方面に行きづらい 　・就職先が…

イベント 　・韮山反射炉、登呂、浅間神社 　・車、自転車が多い 　・暑さ対策

　・イベントが多い 　・外国人観光客が多い 　・車が無いとつらい部分もある 　・PR不足

　・エコパアリーナ、富士山コスプレ大会 交通 　・東京大阪間で通り過ぎるだけ

　　七夕お祭り 　・交通の便が良い、空港がある、東海道
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