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問 75 問 74の各施策に対して、ご意見、ご要望がございましたら自由にご記入ください。 

＊10代男性＊ 

◆７.の良好な住環境の実現について意見を述べますが、公園の整備でもっと鉄棒（高い）を設けるべきだと思いま

した。最低賃金も上げてほしいと思っており、それは関係ないですが。焼津のシーガルドームにあるトレーニン

グ施設についても意見があり、少し分かりやすくバーベルなどの器具を備えていただけたら焼津市の若年層の

方々にも好感が持てると思ったのでよろしくお願いします。追記になりますが、焼津自主運行バスの時刻が少な

いので、頻繁にしたら利用客も増えると思います。 

◆政策かどうか、またこのアンケートに書いてよいものなのかは分かりませんが、焼津市子ども会連合が解散（？）

し、新しくなるというようなことを耳にしました。自分は焼津市“ジュニアリーダースクラブ”当団体の中で活

動をしていましたが、市子連が新しくなるのにあたって、新しい市子連に“焼津ジュニアリーダースクラブ”を

編成するつもりがないことを伺いました。さまざまな理由があっての決断であるとは思うのですが、“焼津市ジュ

ニアリーダースクラブ”という場所があったからこそ自分の居場所を見つけられた人も多く、自分もその一人で

した。市から独立して活動しようにも、県子連とつながるためには市子連に入る必要があり、活動ができないと

いう点から解散せざるを得ない状況です。今一度考え直してほしく思っています。なにとぞよろしくお願いしま

す。 

 

＊10代女性＊ 

◆・道路などの白線の整備、・駅などの活気作り、・店などの充実（少ない、かたまっている、市内の充実）。よろし

くお願いします！ 

◆８.移動しやすい交通ネットワークの充実。最近、道路の整備における劣化が目立ちます。京都市のような「見つ

けた劣化の場所を写真に撮り、市へ送って報告し、迅速な修理をする」というシステムを導入するのはいかがで

しょうか。若い人にも気軽に行政に参加する機会が得られるのではないでしょうか。差し出がましい提案、失礼

いたしました。 

◆私は今年 20歳になります。行政についてよくわかりません。今後いろいろ知りたいです。 

 

＊20代男性＊ 

◆・男性用の体操教室が必要と思う（高齢者用）。・新駅前オブジェは不要。・駅の前の川のライトは駅前に移動しな

ければもったいないと思う（見る人が少ないと思うので）。・駅のバス乗り場は雨天のとき濡れてしまうので工夫

をほしい。・道路→水道局（佐鳴前の広い通り）夜中央分離帯が見えにくく、こわい。・ふるさと納税は使い道を

知らせてほしい（高額収入なので）。 

◆Ｈ23より実施している計画に対し、アンケートによる成果確認ではなく、具体的な数値による成果確認をすべき

だと考えます。また、この取組みをホームページや広報資料として紙やデータとして残しておくべきだと思いま

す。 

◆交通事故を少なくするために、信号機を多く設置したり、バイクや自転車の専用走行ゾーンを設けるなど、一番

に考えてほしいと思う。 

◆項目が細かすぎて回答が面倒です。 

◆雇用の確保とはほぼほど遠い市内の現状をよく見てほしい！頭や理想などでは決して働く場などあり得ない。税

金を無駄に使用してほしくはない。足元をしっかり見て市内をよく知ってほしい。道路は中途半端に広げられ、

行き止まり。何のために広げたのか！？ 

◆最近事故が多いので、子どもの通学路の整備はできることならばしてほしいです。 

◆静岡新聞で載っていたように原発の期限がきたので、これを機に原発をやめて自然を使って発電するところを作

ったほうが良い。せっかくふるさと納税で資金があるので、人を呼ぶ面でもプラスがあるのでこれを活かさない

理由がない。クリーンな町、安全な町を！ 

◆自然災害の対策はある程度割り切って考えて、被害を抑えることも大事だが、その後のケアを大事にしてほしい

と私は思います。 

◆質問の内容が難しい。もっと簡単なものにしてほしい。 

◆昔からの行事が多すぎて若い人が住みにくい。みんな焼津から他に引越してしまう街になっていると感じる（公

民館祭り、町内運動会、球技大会、必要ですが時代に合わない）。町内の活動もありすぎて、誰も進んで役員をや

る人がいない。受けてしまえば、その１、２年奉仕状態になる。市の仕事である川、土手の草刈り、浜の草刈り

など町内にお金が入るということで市民にやらせているが、変な話である。毎月毎月何かしらの行事に参加しな

ければならない。病院も医師不足で対応が悪い。津波が来れば、住減なのに防災訓練ばかりして、役に立つのか。

それより、その時のための市民が移住できる土地を確保して、仮設住宅を作っておく必要があるのではないでし

ょうか。本気で市民のことを考えているのだったら、地震、津波が来て、住むところがなくなってから仮設住宅

を作っても遅い。原発も、福島のを見て学習しているはずなのにまた同じことをしようとしている。不安である。 
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＊20代女性＊ 

◆・夜暗くて危ない道が多い。・藤枝にはあるのに焼津にないものが多い。映画館、スタバ、綺麗な駅など。・工事

中なのか工事の失敗なのか中途半端な道路が多い。しっかり完成させてください。・もちづきがあった場所をもっ

と有効活用してください。・以前、（市役所の）電話の対応してくれた方の話し方がボソボソとしていて聞き取り

にくかった。とにかくもっと焼津市を何とかしてください。お願いします。お仕事お疲れ様です。 

◆14.15.生きる力を育む、伸ばす教育とは具体的に何をするのかによっても変わる。９.施策として「安全な水の安

定供給」が出るほどむずかしく、危機的状況なのか？ 

◆駅の周りにもう少し魅力のあるお店や施設をつくる。イルミネーションはエネルギーの無駄なのでやめる。市外

や県外に流出した若者が戻ってきやすい環境をつくる。たとえば、商店街で閉店して使われていない店舗を若い

人（お店をやりたくても資金のない若者など）に無料や安い金額で貸すことによって、商店街を活性化させる。

焼津にはおしゃれなお店が何もないので出かける場所がない。きっと県外で洗練されたセンスのある若者に、チ

ャンスを与えられればもう少し魅力的な市になると思う。 

◆帰り道暗くて怖い思いをしたことが多々あります（人に追いかけられた）。過ごしやすいまちづくりをしてほしい

です。街灯を増やすなど… 

◆近所の田んぼや畑でごみや草を燃やす人が多く、家の中に煙が入ってくさくなったり、外がくさいので洗濯物に

も臭いがついてすごく不快だし、煙を吸う子どもや大人でも息苦しくなったりするので、火事になったり、近所

トラブルになる前に全面的に禁止してもらいたいです。なので市でも草や木のごみ収集を徹底するなどして、外

で燃やさないようにするべきだし、市でやれないなら民間業者に頼むなどの対策をしてほしい。 

◆子育てをしている親をもっと支援してほしい。仕事と両立して家庭を守っている大変さをサポートできることを

もっと考えてほしい。 

◆地震が起きた際の避難場所がないと思います。防災訓練も形式的なもので無意味に思います。焼津市と合併する

前のほうが暮らしやすかったように感じます。大井川町の頃のほうが良かったです。 

◆市役所へ通勤している方の自転車のマナーが悪過ぎます。問 74 の形式変える必要ありますか？問 73 まで答えて

最後に 32問、やっつけ仕事すぎると思います。 

◆施策があることすら知りませんでした。税金を投入するほどでもないと感じるものが多かったです。施策がある

ことを知らない人もたくさんいると思うので、もっと取り上げたほうがいいと思いました。 

◆津波対策をすぐにやってほしい。 

◆津波避難タワーは階段で登るだけでなく、スロープ（坂）で登れるようにもしてほしい（車いすや障がいのある

方も登りやすいように）。数も増やしてほしい。 

◆何か意味でやるのかわからないけど、健康でみんなが住みやすいならなんでもいい。 

◆焼津駅周辺（北口・南口）があまりにも質素すぎます。他市に比べ人口も減少しているのならば、来てもらえる

ようなまちづくりをしていくべきだと思います。 

 

＊30代男性＊ 

◆・子どもが遊ぶ施設を増やしてほしい。・全体的に街灯が少ないため増やしてほしい。・道路補修工事（全体的）。・

焼津市がもっと発展するようなことを考えて実施してほしい（大型施設など）。・もっと市民の意見を吸い上げ、

実施すべき（より多く活用するのは市民だから）。 

◆・地域の防災訓練は時間のムダ。・役員の自己満足。 

◆・トライアスロン、フルマラソン、サイクリングなどで何泊かしてもらえるスポーツ大会の誘致で市の活性。・ふ

るさと納税の品を買える実店舗、サービスエリアへの出店。・魚の街だけど、昔に比べて魚が陸から釣れなくなっ

た。パヤオ、ケーソンなどで魚を増やして、釣り場も観光地の一つとして釣り人を集客する。 

◆・保育園に入れない家庭が増えている。津波などの対策を含め、内陸に保育園を作り、拡大する必要があると思

う。・大規模校が２つもある地域はなかなかない。分配するなど方法を考える必要があると思う。 

◆10.に関して、高齢者の車の運転に危険を感じることが多くあります。何かの対策を講じていただければと思いま

す。 

◆２.医療体制の充実について。①藤枝市立病院と協力し、急性期医療の機能分化を行い、体制を維持しつつ、効率

化を図る。②かかりつけ医を促進し、病診連携を確立する。市立病院と医師会の関係をスムーズに。③さらには

医療介護の連携についても、市の積極的なリードをお願いしたい。 

◆24.について、下水道の整備あるいは生活排水などの管理徹底を希望。 

◆医療体制の充実と、子育て支援が充実してれば安心します。津波予測範囲には疑問あります。本当に大丈夫です

か？田んぼが海水を吸収するとか意味不明です！ 

◆外国人に税金を投入するのではなく、市民に税を使うようにしてください。 

◆子育てしやすい環境を整えてほしい。 

◆このアンケートに書いて、市民の意見が本当に反映されるかが疑問です。 

◆最優先課題は、駅前・港周辺の商業・観光振興です。中心市街地が寂しすぎて、活気がまったく感じられない。

観光は「焼津」のネームバリューをまったく活かせていない。市の方針がまったく伝わってこない。アンケート

内容もピンボケな印象を受けた。 

◆市県民税特別徴収税額の決定通知書がいい紙を使いすぎ。もっと薄い紙にしてコストを削減すべき！ 

◆市役所の建て替えは現存の場所の建て替えではなく、津波の心配もなく、どこからもアクセスがしやすい（平等

にアクセスができる）町の中心にするべき。 
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◆障害者手帳１級でお世話になっております。いつもありがたく思っています。母親。 

◆少子化対策、乳幼児、子どもへの施策を充実させてほしい。人権、平和活動もよいが、それ以上に注力すべきも

のがあるのではなかろうか。 

◆人口減少を何とかしてほしい。焼津は水産業で成り立っているので、もっと県外にアピールを。通り過ぎる街か

ら抜け出してほしい。さかなセンターに寄ってすぐどこかへ行ってしまう。もう少しお金を落としてもらう努力

をしてほしい。 

◆そろそろ若い世代が中心となる街づくりをしていった方がいいと思います。上の世代の人が若い人材を「まだま

だ世間知らず」と、相手にされていない感が伝わるので、若い世代の意見も取り入れる政策をまず考えるべきで

す。このままでは焼津は若い世代がいなくなると思います。 

◆第三子以降の幼稚園無料化（市立、公立問わず）出産費用の無料化。 

◆建物修繕等の予算書を焼津市の施設に提出した際、入札に参加できませんでした。制作期間が短く、残業（深夜

２時程度までの残業）を１週間やり提出したが、入札にも参加できず唖然としたことがあります。市民税を焼津

に納めているが、焼津市の対応は市外の業者に対して誠意がなく、非常に残念でした。あまり市には期待してい

ませんが、依頼している人にもコストがかかっていることを考えて行動していただきたいです。 

◆津波対策だけはよろしくお願いします。東北大震災の直後に仙台に行きましたが、あのときと同じことが焼津で

起こってほしくありません。津波は必ず来るのでその備えをお願いします。 

◆特になし。だが、市民（自分）からも行政の情報、活動に目を向けるべきだと思った（知ろうとしてないことが

多かった）。 

◆ハローワークの職員は最悪だと思う。上から目線な態度、無学、無教養、すべてが最悪だ。 

◆ページ割を考えて作成してください。非常にアンケートが見にくい！ 

◆世の中お金が全て。何をするにしろ、市民にもっと関心を持たせるなら小さなことでもわかりやすく、納得のい

く情報発信、共有するべき。 

 

＊30代女性＊ 

◆・ごみの分別（プラスチック）をやめてほしい。分別廃止している市が多いです！・企業の誘致にもっと力を入

れてほしい（大型ショッピングセンターやＩＫＥＡ、コストコのようなものがちかくにない）。・子どもの遊べる

公園、幼児が遊べる場をもっと充実させてほしい（藤枝市のスマイルパーク、島田市の子ども館のような）。・他

の市からも人が集まる魅力的な市になるとうれしいです！ 

◆・地域で支え合う。・良好な住環境の実現。※隣組の付き合いに若い世代の人はついていけず困っている。年寄り

との考え方の違い、生活の違い（若い人は仕事優先→文句言われ関係悪化。年寄りは年金）。←引っ越したい原因。・

葬儀参列強制（土人衆）。時代は変わってきていて、今では葬儀屋に任せられる。◎時代とともに変化してほしい。 

◆２.救急（市立病院）体制の充実を求めます。４.藤枝が力を入れてきているので、協力もしくは焼津のさらなる

充実を求めます“子育てするなら藤枝”。22.駅前が寂しいです。アンエットン？は良かったです。◎子育て支援

を含め、とても変わってきていることうれしく思います。これからもよろしくお願いします。 

◆２.の役割分担と言われてしまうと・・「わからない」というところが正直な意見です。行政も民間も市民もみん

なが協力して取り組んでいくのがベストなんだとは思うのですが。回答をしてみて、自分自身が今までに考えた

ことのないものもあり（13～15）少し今後もっと考えなければなぁと思いました（未婚だから知らないではなく、

今後親になる人間なのだから知っている、安心できるというのは大事なことですよね）。 

◆４.子育て支援の充実に対して。子育てではなく、子どもを産むための支援も含んでほしい。世の中には、子ども

ができないことで不妊治療をしている人が多くいます。県や市での助成金制度は受けられる人が限定されていま

す。働きながら治療をするのはとても大変です。誰でも子どもが産める（自然に）のではありません。少子化対

策のためにも不妊治療に対しての充実した制度を作ってください。 

◆４.保育園の待機児童を解消してください。子ども園など焼津は他の市に比べて遅れていると思う。 

◆観光のメインになるような場所を作り、その場所にタワーや展望台を作り、公園や店などもあれば人が訪れ賑わ

うのではないかと思いました。アクアス周辺が寂しく感じます。 

◆施策数が多く、難しい。 

◆市として行うことはどの市民にもできるだけ同じように平等に届くようにしてほしい。 

◆自立支援体制を特に家業などで先に仕事をしていても失業した場合、他の仕事を見つけやすくしたり、無職（30

代～）でも仕事ができるような支援をしていただきたいです。水産業以外に水産に関わるもの（たとえば魚河岸

柄や船関係）にも力を入れ、観光や他の地域者が移住できる環境をつくっていただきたいです。 

◆担当の人によって、態度がいろいろ。たとえば動物嫌いなのに動物担当だといろいろ言っても全然だめ。災害（防

災）対策は藤枝市がかなり進んでいて焼津市はまだ全然だと思う。 

◆東益津地区に立派な公園を作っていただきたいです。どうにかしてください。お願いします。 

◆文化会館などの施設を駅の周りにまとめてほしい。その駅がトイレを含め、汚いのでネオンで飾る暇があったら

近代化にしてほしい。玄関がぐちゃぐちゃな家に誰が好んで通うでしょうか。花火大会の時だけでなく、常に活

気ある焼津にしていただきたいです。 

◆焼津の人は運転が荒いと感じます。個人的な見解では信号機に当たらないようにする為、猛スピードで運転して

いるように見受けられます。法定速度で車を運転してもうまく青信号でつながるように変更をお願い申し上げま

す。 

◆行方不明者の呼びかけがいつも聞き取れないので何か改善してほしい。  
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＊40代男性＊ 

◆・幹線道路以外でも街灯を増やしてほしい。防犯対策としても。・街のシンボルでもある駅の整備。・地場産品の

輸出促進。よろしくお願いします。 

◆・市民税が高い。・企業緑地確保義務は何の意味？コストかかります。焼津だけ！だから、焼津ダメ！ 

◆・設問が多過ぎる。10分くらいで回答可能なフォームにしてほしい。市のカレンダーが配布されないので、燃え

ないごみの日がわからない。 

◆・元大井川町の住民のほとんどが焼津市と合併したメリットを感じていない。・市庁舎建設場所の説明会にあって

も焼津市の市民に対する対応は最低。・今は行政に対する不満しかない。 

◆・焼津市立病院の医師充実。・駅付近の開発。・企業誘致。・水産都市としての宣伝広告。 

◆１.日教組の偏向教育の排除をしてほしい。２.共産党などの街頭宣伝の監視。３.深夜の暴走族活動の撃退。４.

土日、17：00 以降の窓口業務の実施（土曜日月２回、17：00 以降 18：30 程度週１～２回）にしてほしい。５.

空き地の活用。６.古い危険な民家の撤去。７.市内の舗装の改善して！（焼津と静岡ではかなり差がある。高速

道路から下りて車の振動で焼津だとわかる）。８.過積載の車両取締り。９.ダンプの速度取締りしてくれ！（大井

川地区） 

◆①介護施設が少ない。認知症でも家族が世話できず（就労しているため）一人で生活しなければならない。その

うち、事故や災害を引き起こすと思う。市の支援がほしい。どうしたらいいか悩んでいる。②LGBTが通える病院

がなく、県外まで行かなければならない（ホルモン注射やカウンセリング、手術）。生きづらい。 

◆32.健全な財政運営・・ここに書いてあるということはできていないということなのでしょうか？当然のことだと

思いますが。2.医療体制・・高齢者の割合が多い焼津市ですが、総合病院が少なすぎです。26.ごみの減量化と適

切な処理・・「適切な処理」とはどういった処理が定まっているのでしょうか？減量化の具体策は？29.情報共有

化推進・・より情報インフラを拡充、有効利用するために地元のＩＴ企業を有効活用するべきです。24.生活環境

の向上・・下水道の普及率を上げるべき。 

◆６.災害に強いまちづくりについて。市民の住宅についてはある程度耐震補強や、新築時の耐震等級を確保すれば

安全な住まいとなる。しかし、津波対策については防波堤建設、水門の増設、津波避難タワーの建設など行政が

多額の金額投資の上に成り立つ安全である。ぜひとも焼津市の市民の尊い命を守るため、上記施設建設費を確保

していただきたいと心から願っている。 

◆アンケートとは関係ありませんが、先日こんなことがありました。私は自営業で電気工事をしております。地元

の自治会館の修理など、町内会長などに依頼されて行なっておりますが、数年前から相談されている件があり、

何度か見積もりなど提出しておりました。応急処置だけして請求もせずにおりましたら、公共工事で他の工事店

が施工するとのこと。大変がっかり致しました。公共工事では私どもは手が出ません。地元のことなので断れま

せんが、このようなことでは頼まれても見に行くだけバカを見るだけです。同じようなことは前にもありました。

大井川町の頃はできたはず。どう思いますか？ 

◆インフラ災害対策に注力してほしいですね。 

◆駅前通り～新焼津港の有効活用を！これが焼津市発展の第一歩だと思います。魚センターを新港へ移転の話はど

うなってしまったのでしょうか？ 

◆子育て支援（医療費無料）など助かっています。人口流出が進んでいる中、若い世代を呼び込むには魅力的な教

育プログラム（焼津の小中学校に入れば受けられるもの）の充実をお願いしたいと思います。三島市はＺ会と組

んだりして、学力向上につながったとの報道もあり、焼津市もぜひそういった取り組みをしていただきたいです。

その他インターナショナルスクールなど、都心に住まなくても受けられる教育があると子育て世代を呼び込める

ような気がします。 

◆このアンケートの必要性が不明。無作為とも思えない。アンケートが長い。誰が出したかも分かるみたいなので。 

◆質問が多すぎ。どれだけ意見が反映されるのか疑問。 

◆自分が結婚して初めて書けるご意見なので私には合わなくわからないで書かさしてもらいました。 

◆障がい者にやさしい環境づくりをお願いいたします。 

◆人口をふやす努力ではなく（増えないのだから）、コンパクトな街づくりをしてほしい。無駄に開発したり、農地

を減らすのはだめ。建設した公共施設にはランニングコストがかかる。道路、建物も一時の傾向に流されず、百

年の計を持って市政を進めてほしい。道路や建物を廃止、縮小する議論がなされていない。 

◆地域体育大会が強制的でほとんどの方が仕方なく参加している。仕方なく参加して意味があるのか？ 

◆同報無線が聞き取りづらく、何を言っているかまったく分かりません。 

◆特に不満はありません。住みやすい街だと思っています。 

◆とにかく調整区間の軽減を行なってほしい。家も店舗も建たず 70 代～80 代の方が買い物も不便で大変困ってま

す。 

◆野良猫が多くて困る。どうにかしてほしい。公園を利用する気になれない（中港公園）。犬の糞を拾わない人がい

る（瀬戸川歩道）。空き家が多くて物騒だ。 

◆魅力的なお店が少ないので市外で買い物してしまう。子どもの遊び場が少ない。魅力的なイベントがない。 

◆焼津市に映画館を作ってください。 

◆私は 40代（男）ですが、焼津よりも藤枝・島田のほうが道路整備や店（大小問わず）など魅力があると感じてい

ます。少子化が進む中で、楽しんで子育てができる環境が他の市町村よりかなり劣っている。市民としては“人

が集まるまちづくり”を目指してほしいです。 
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＊40代女性＊ 

◆・32「ふるさと納税」がどこにどう、いくら使われたのかを今後も明確に示し、焼津市民が「還元された」と感

じるような使い方をしてほしい（期待を含め）。・10 道幅のためか、危険だと思う四つ角に信号機がない。「つけ

ることが出来ない（規則）」ではなく、生活者の安全性を考えて取決めてほしい。 

◆・買い物弱者が増えています。行政、小売業者、タクシー会社などタイアップし、飛び出す行政になってくれる

と頼もしいです。・観光の振興を水産業の振興として、焼津新港空き地にカジノ誘致。船も入りますし、水揚げも

増え観光客も増えます。津波避難も可能な頑強な施設を建設。そして水族館もあれば老若男女が楽しめます。土

地はありますし、焼津は可能性に満ちています。ドラスティックに改革、豊かな焼津をめざしてほしいです。 

◆２.循環器内科の先生を確保してもらいたい。いつでも安心して病院にかかれる状態にしてほしい。助かる命を助

けてほしい。６.津波による被害が予想されるが、焼津が本当に安心して生活できるのか不安です。出来れば引越

したいとも思う。どのような対策をしているので、安全なのかなど情報の提供をしてほしい。 

◆イルミネーションで人が集まり、市が潤うのか？無駄なことだと思う。もっと他に回してほしい。3,000 人に送

ってどのくらい回答がくるのか？広報に載っていて知っていたが、自分に来るとは思わなかった。 

◆駅周辺の動きは列車時間により、利用者のみの乗降に終始しており、寂しい限り。ゆっくり話し合う場所、楽し

い計画、明日への計画その他いろいろ触れ合うための場所が一ヵ所もないことは、他の駅におくれ、寂しい限り。

ほっかりするゆったりした暖かな場所などがほしい。文化センターの駅から遠いこと。市役所の場所、私立病院

の所在もあそこでよいのでしょうか。 

◆お疲れ様です。焼津市がぜひ人々が明るく楽しく住みやすい街になりますように努めてください。犯罪がなく雇

用の確保もしっかりとできるようにお願いします。交通手段（バス）の本数の確保もよろしくお願いします。焼

津市が平和でありますように。 

◆課題を解決するための役割分担は、今の現状がどういう状態なのかを理解していないため、どこが取り組むべき

なのか、また税金を投入してやるべきなのかの判断がつかない施策が多かったです。また①の項目で、市が優先

して取り組むべきものは、現在焼津市に住んでいて不安に感じている部分です。施策８.はバスの本数と経路を増

やす。26.はごみの一元化（燃えるごみもプラも一緒に出すことのできる焼却炉を作ってもらいたい）することで

27.にもつながっていくのではないでしょうか。 

◆観光タワーは税金の無駄なのでやめてほしい。民間でできることは民間でやらせるべき。 

◆項目が多すぎてわかりづらい。質問の意味がわからない。 

◆子育てしやすい街づくりをしてほしい。子を産んでもお金がかかるので子を産まない人が多い。子育てにかかる

お金を低額にできないか（できれば全て税金補助で。２人目以降は無料とか）。今子どもをたくさん産んで育てて

もらわないと、将来本当に大変な事になる。日本全体も。 

◆子育て世代としては支援の充実に期待します。私の実感として出産後の情報がなく戸惑いました。産院の近くに

母親学級の一環として支援センターの見学や案内があれば、より安心して子どもを産むことができると思います。

「ありますよ。」だけではなく、そこへ導く人が当たり前にいてくれると嬉しいです！ 

◆子ども医療費助成の拡充を続けてほしい。 

◆子どもの医療費の無料の年齢がもっと広がるといい（高卒まで）。 

◆栄町～本町に老人が多く、スーパーがなく不便でかわいそうです。駅前なのに不便さがあらわになっています。

このような状態でよいのでしょうか。 

◆自治会の行事が多すぎて他の市へ転居する若い世代がいると思う。私は他県から来ているので、ここまでの負担

がなくても生活していけることがわかっています。一度、全部見直してはいかがでしょうか。災害が起きた時、

家にいて訓練通りできる人が何人いるでしょうか。都市部から来ている人を呼んで「おかしい」と思うところを

指摘してはどうでしょうか。 

◆市の放送が聞き取りにくい。良好な住みよい焼津にしてほしい。お年寄りが移動しやすく、買物もしやすい街に！ 

◆十分な説明をしっかりしてほしい。現状より不便になっているにもかかわらずフォローがない。 

◆少しむずかしかったです。 

◆すべての項目を取り組むべきと考えますが、あれもこれも同時に取り組めないと思うので、医療体制を特に優先

してほしいと思います。 

◆施策名を見ていてどれも大切だとは思うが、これからはそれらを行政任せにする時代ではないと考える。が、ま

だそれを民間が背負うだけの人材も KnowHowも（自立した財源の確保も含め）不足しているように思う。市には、

それぞれの分野について市民が学ぶ機会をこれまで以上に増やしてほしいと思う。 

◆総合計画に関する市民意識調査に問 64 は必要な質問か疑問です。問 57 自主防災会に関係のある自治会活動につ

いてです。組長になると毎月ゼロの日の交通立哨などの動員があり、大変な負担です。焼津市内のすべての自治

会で行っているようではないので、とても不公平に感じます。なんとかしていただけないでしょうか。 

◆単身世帯です。行政は子どもや老人のことばかりで一人で頑張って生きている私は税金を取られるだけでいいこ

とがありません。子育てやお年寄りは、もちろん大変なことも多いと思いますが、いろいろなサービスを受けら

れる収入があることが大切だと思うので、市民の収入が増えることが大切だと思います。収入が増えれば消費も

増えるし、税金も多く納めます。それがいちばん大事なことだと思います。また、夜勤だけの仕事をしているの

でごみ出しや不燃物の回収もむずかしく困っています。福岡から転入しましたが、福岡のごみ出しルールはとて

も簡単でよかったです。ごみ袋は有料ですが。私はそのシステムのほうが便利でした。またごみの仕分けで雇用

も増えるしとてもいいと思うので一度調べてみてください。 

◆中学校、高校が少ないと思います。中学校は私立が焼津にありません。私立の中学校がほしいです。中学受験の

ママたちから高校が少なくて苦労する話を聞きます。 
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◆津波がとにかくこわいです。家族からは引越せと言われます。 

◆東名高速道路の下の道路を高校生が通学路にしています。しかし、街灯がなく真っ暗で性犯罪を加速させる場所

です。ぜひ街灯をたくさんつけてあげてください。どうぞ子どもを守ってあげてください。予算の問題は子ども

には分からないのです。 

◆とっても長いアンケート（毎回来ますが・・）。 

◆乳幼児、高齢者への支援も大切だが、子育てでいちばんお金がかかるのは高校・大学です。働きながら子育てを

している人への支援をぜひお願いします。 

◆はこものは造らないでほしい。 

◆バス停を近くに作ってほしい。 

◆古くから住んでいるというだけで傍若無人な振る舞いの年寄りが多すぎると思います。若い、小さな子どもを育

てている人たちがこれからの焼津市を盛り上げていくのであって、もっと大切にしたほうがいいのではないでし

ょうか？年寄りばかりが保護される市政には反対です。 

◆ふるさと納税で、大きな利益があがっているようですが、幼稚園、保育園等の遊具以外に、どんなことに使おう

と思っているのでしょうか？感性を豊かにという考えがあるなら食の事にもっと力を入れ、給食センターに補助

金を出して、もっと美味しい給食を提供してほしい。子どもが安く利用できるこども食堂とか。せっかく美味し

い魚があるのにもったいないと思う。 

◆焼津市にはおいしい食べ物もあるし、素晴らしい自然もあるのに観光業や市の活性化にそれを役立てていないと

思う。清水は漁港の街という感が伝わっているのに、焼津は何か中途半端な感があります。たとえば藤枝は特に

観光に思い当るところはないけど、駅前はきれいだし、人もたくさんいるのに焼津はなんとなくさびれた感があ

り、市民として海、山などの素晴らしいものを活用できていないと思う。あと、市民意識調査の質問が少し多す

ぎ。 

◆幼稚園は公立幼稚園が近くにあるが、３年保育でなかったので利用しなかった。３年保育だったら利用する人が

増えると思う。静岡市は小中一貫校を作ろうとしているが、中高一貫校のほうが教育的にはよいと思う。焼津市

は公民館の事業が充実していると思う。東益津公民館にそろばんの講座があるとよい。岡本石井病院のような終

末医療の病院があることは本当にありがたいです。 

◆吉永にバス路線がほしい。バスを利用したいです。 

◆若い人の住みやすい町にしてほしいです。 

◆私の家の水道水はとってもくさいです。とても蛇口をひねって出した水をそのまま飲む気になれません。水のき

れいな静岡と言われているのに非常に残念です。飲み水は購入しているのが現状です。ぜひ改善してください。 

 

＊50代男性＊ 

◆・焼津市立病院の充実。・海を活かした街づくり（アクアス焼津プラス海釣り公園プラスカヌーなど）。・駅前通り

の活性化。ぜひ実現してください。よろしくお願いします。 

◆25.高草山への不法投棄は防げないか？ 

◆27.なぜ省エネを推進しなければならないのか不明です。 

◆31.32.健全な財政運営は市がやるべき。当たり前のこと。意味がわかりません。９.安全な水の安定供給というこ

とは？今安全ではないということですか？18.自治会運動会、レクリエーションなど地域では人が集まらないとこ

ろもたくさんあり、若い人は参加せず年寄りばかりで大変。やりたい人だけが集まってやればよい。 

◆６.（津）波対策は浜辺の景観を最大限に考慮してほしい。10.交通課のスピード取締りは「交通事故のない街づ

くり」に全く役立たない。ただ一般庶民の経済生活を乱すだけ。11.24.夏シーズン浜で真夜中に花火で遊んでい

る若者（？）を監視してほしい。警察官は楽をしすぎではないか。 

◆いじめに対する内容が全くありませんが大丈夫でしょうか？ 

◆今やっている防災訓練はまったく役に立たない。ただの人員確認くらいなのでやるんだったら、過去の NHK など

放送を小中学生に見せたほうがよっぽどいいと思う。地区の防災訓練は、どんなものを備えたらいいか、またど

んな対処をしたらいいか、それらを確認するだけでもいいと思う。 

◆いろいろな人間がいて考え方もいろいろあると思う。まず地元を好きになってもらうことが大事だと思う。それ

には行政と市民がタイアップする機会を設けて（数多く）意見交換をして実行できることを絞ってほしい。焼津

は魚も他の食材も美味しくて、風は少し強いが住みやすくていい街ですよ。他県に出るとよさがわかりますよ。

頑張れ焼津。誇りを持とう焼津！ 

◆多くの市民の中から選ばれたということで、光栄に思い、アンケートに取り組みました。問に対応しながら、そ

の多さに多くの時間を費やしていました。時期としては仕事柄、繁忙期でありましたので、貴重な時間の中で記

述しました。このアンケートの記載事項が、今後の焼津の発展に一翼を果たすのでしたら、ありがたいことだと

思います。一市民の意見として発言させていただいたとすれば、これを活用していただくことを心より希望いた

します。 

◆旧大井川町民として、組行事に参加している中で合併によって新しい行事は増えるが、古いそういったものは一

向に減らない。どうしてなのか？改善されたいと願います。またいつもお疲れさまと役場の方へ一言いっておき

ます。 

◆教育、子どもにお金を使うべきである。 

◆行政とはまったく関係ないですが、焼津市内に住むある男性は家賃を 200 万円近く払っておらず、たくさんの方

たちを騙してお金を借り、全然返していないそうです。その借りたお金で自分はパチンコ・パチスロ・違法の賭
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博をやっているみたいです。この男性にお金を貸した方たちはみなさん大変困っています。こういう人が焼津市

内に住んでいるということを警察の方は分かっていただきたいのです（塩津の人です）。この男性の行動はオレオ

レ詐欺よりひどいです。この人のせいで精神的に追い込まれ、自殺する人がいるかもしれません。以上。 

◆兼業農家ですが固定資産税が高いため、田んぼは毎年赤字です。 

◆交通事故のない０の町へ。それぞれにプロがいて、優先すべき。すべて。 

◆この問は判断材料や基準がなくとても答えにくいです。 

◆施策のことではないですが、市長が誰になったとは別に庁舎の新設の場所は市民全員の多数決でも取ってもらい

たいです。 

◆質問が細かく多過ぎる。 

◆市は、何に一番力を入れるのがいいのかをはっきりさせるのがいいと思う。空き家を上手に活用して人口をふや

した方がいいと思うのと、子どもの人口をふやすことと、健康寿命を延ばすことに期待したいです（頑張ってく

ださい）。 

◆市役所の建設予定地はもう一度見直しを。 

◆循環器医療体制を整えてほしい。市立病院のＰにずっとある車（不動車）を取り除いてほしい。 

◆制服を明るくする。一目で市の職員だと分かるようにする。対応がいつも苦情を意識した感じになっている。若

い職員が育っていない気がする。楽しい町焼津、幸福がいっぱい感じられる町になるといいですね。②-2が基本

だと思います。行政が提案、支援しやすいように指導していただく、また市民が提案して行政が支援しやすいよ

うに指導願いたいです。 

◆津波の浸水域は三ケ名まで到達し（五ケ堀之内、三島神社まで）（林叟院の古文書に記載されている）堤防では防

ぐことはできないと思います。 

◆道路、河川の工事が途中で止まっていて不便を感じる。もう何年か「いつになったら続きが始まるの？」地域の

住民と話している。生活地域に問題のある住人がいるため不安である。危険な行動（言動など）犯罪が起きない

か非常に家族が不安がっている。  

◆道路と区画整理。焼津市立病院をなんとかして。 

◆道路や区画整理などのときに、私的権利の制限も必要だ。ごね得を許さない。 

◆ネットで市議会定例会を配信する。なた、市長及び市議の政務活動費を公開すべき。 

◆他の町、市と同じことをしていてはまったくアピールにはならないと思います。公務員は現状に甘んじず、表に

立って行動してなければついていかないと思います。 

◆焼津市は、脱農業路線で行こう！農業じゃ人口増、豊かな財政とかできる？人が住まなきゃ金が生まれない。 

◆優先しなくてよいものはないと思います。質問の設定があまり適切でないと思います（「特に優先したいもの３つ」

とかにしないと答えられない）。 

 

＊50代女性＊ 

◆・医療体制の充実について。市立病院の混み具合はいつ行ってもひどいです。かかりつけ医から紹介状をいただ

いて行ってもかなり待たされるのが常です。甲賀病院のような総合病院に分配はできないのでしょうか？・交通

事故のないまちづくりについて。高齢者の運転中の事故が多発しています。免許証の返納のさせ方のコツや、バ

ス無料カード、タクシー無料化の充実。買物や通院の付き添いなども考えていただきたいです。 

◆・ごみ置き場にカラスがきてごみを散らかして困っています。・カーブミラーを付けてほしいところがありますが、

どうしたらよいですか？・公園にバスケットゴールをたくさん作ってほしいです。 

◆①１．今後市が取組む優先度について、取組むべきはアンケート止まりに終わらせず、確実に実現できるよう行

政焼津市は努力していただきたい。お願いします。 

◆①の市が取り組む優先度について・・全部優先して取り組むべきに○印が理想。以前にも回答したことがあるが、

優先順位を選ばせるということですか？ 

◆３.目の障害があり障害者年金（１級）を受け取っている方が、夜でも眼鏡をかけずに自転車に乗って普通に生活

をしていると、障害者年金に疑問を感じます（結構、贅沢な暮らしぶりらしいです。普通に仕事も出来ている）。

見た目に障害があるのはわからないので、必要な障害者年金なのかもしれませんが、必要な人に大切な税金が使

われればいいと思います。仕事も生活も普通に出来ている方でも、必要があれば受け取ることはあると思います

が、更新のとき適性検査をしたりとか、何か対策はあるのでしょうか？あれば知識不足ですみません。 

◆9 といい、問 44。焼津市の水は安全ではないのですか？安全だと思って使用していたのにショックでした。どう

いう状況なのか教えていただきたいです。 

◆あまりよく分かりませんが、住んでいる市が住みやすくなるとよいです。しかし、自分たちでも努力するべきだ

と思う。 

◆アンケートの集計結果はいつ市民に届きますか？どこに掲載されますか？税金を使ったアンケートなら、市民に

わかりやすく公表すべきです。 

◆いろいろなことを尋ねたいのは分かりますが、たくさん盛り込みすぎで答えるのに苦痛でした。もう少しコンパ

クトにしぼって要領よく答えられるような質問を熟考してください。ホッチキスの止め方も２ヵ所だけで大変め

くりづらく、答える側になって考えてもらいたいと思いました。やはり“お役所仕事”という感じです。 

◆海に近い方だけが道路がきれいになっていて藤枝・大井川へ通ずる道路が昔のままである。交通量はとても多い

のに（海に近い方に比べ）道幅がせまく橋などはボロボロ。なのに頻繁に車は通り、人は歩けない状態である。

大富地区の道路を早く直してほしい。それができなければ人口の流出は止められないように思う。 
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◆多くの情報を開示してほしい。 

◆各施策に対してもっと市民に途中経過などの報告をするべき。施策に対して早急に取り組み、結果を出してほし

い。 

◆高齢者の自動車事故が増加しており、運転免許証の返納を勧めたほうがいいと思うが、バス路線がないため困っ

ているという話をよく聞きます。自主運営バスの路線を増やし、高齢者の利用しやすい交通手段を作ってほしい

と思います。焼津駅前、駅周辺の整備をしてほしいです。 

◆子育て支援、医療体制はすぐに取り組むべし。家族全員が働いていないと保育園、幼稚園に入園できないのは腑

に落ちない。子どもたちを家庭だけ（母だけ、祖母だけ）で育成していくのは無理がある。育児放棄につながる。

また、虐待にもつながる。至急支援のやり方を考えるべき。 

◆正直、何を求めているのかよくわかりません。焼津市は防災だけに目が行きすぎていて大事なことを忘れている

と思います。もっと人を大切にすることを重点にしてほしい。ただ、とりあえずやっている感がとても強いと思

います。市役所のスタッフももっとプロ意識を持ってほしいです。気が緩んでいますね！ 

◆スポーツ（地区別運動会、メディシン、綱引き、玉入れ）出たくないのに。人数が集まらなければやめればよい。

とてもストレスだ。誰もが走るのが好きだと思うな。参加しない町内、組があってもよいと思う。だから組長や

体育委員が回ってくるのが嫌だ。住みにくい街、焼津市。 

◆生活保護を受けている方の自覚指導、生活保護を受ける方々の再審査（必要性）。 

◆全体的に比較対照が分からない。向上を期待するなら、他市の素晴らしいところはいっぱいある。そこを対照に

すればほとんどが劣である。 

◆町内行事が多く、役員の選択に苦労が多い。住みにくい町です。改善しないと人は集まらないです。人口減少に

つながっている。生活が面倒なところばかりです。 

◆問 74の３に関して、その当事者に対してはＱＯＬの向上になりいいと思いますが、その支援を現在、家族が日々

しているところもあります。そのために離職されている方々もいるわけです。当事者だけに限らず、周りの方の

ことも同時進行できる政策にすべきと考えます。また、この政策の実現にはそれだけ支援すべき多くの人の力が

必要かと思います。 

◆問 74のようにあいまいな表現ではなく、一つの目標を決めて改善していくべきだと思う。 

◆問 74はどれも皆大切なことなので選ばれたものと思います。今まで焼津市は何をするにもお金がないといろいろ

な施策について実行が中途半端だったように感じます。ふるさと納税で増収になった分を市民のはっきりと目に

見えるかたちで役立てていただきたいと思います。また、長い時間かけて答えたアンケートの結果で、どのよう

な成果をあげているのかをお知らせいただけたら幸いです。 

◆年金の支給年齢が先送りされていたり、所得も減り、身寄りのない高齢者でも入れる安価なグループホームみた

いなものがあれば（買物、病院などは乗り合いタクシーなど）完全な介護付き老人ホームじゃない、できること

は自分でやるのが基本で、時々世話をしてもらえる適度でいいみたいな。 

◆農家の人の車が通路の邪魔になる。ごみを燃やしている人がいる（布団が干せない）。 

◆藤枝市に勤めています。駅周辺の交差点で自転車は必ず横断歩道を渡っています。焼津市では必ず横断歩道、自

転車専用道路を渡っていません。通行人も同じです。この差はなんでしょう？旗振りも交通指導員も注意しませ

んよね。こんなことでは 10.13～15.17.21.22.28は無理です。 

◆街づくりとはなにか？もっと市役所が動くべきではないか？真剣に取り組むべき。焼津市の人口がこのまま減り

続けてさびれていっていいのか？先日テレビで建築家、大島芳彦さんが出ていました（プロフェッショナルとい

う番組）。市役所ってなんですか？なぜあんなに大勢いて、町の取り組みができないのですか？市長は是非見てく

ださい！このアンケートの意味、そしてこれから望んで行くことを心から願います。これからの子どもたちが焼

津に住み続け、また戻ってくるように。 

◆無理に大きい道路を通さなくてもよいと思う。小川地区の工事はなかなか進んでいないし、税金の無駄遣いでは

ないか。通行しにくくて仕方ない。駅前通り、昭和通り、神武通りなど近辺、高齢者が多くなってきています。

私もいずれはその中の一人、買物に行くのに今は車を使用できますが、将来はとても不安です（通院に関しても

同じだと思います）。若い人たちは市外へと希望している人が多いようです。 

◆焼津生まれ焼津育ち！よりよい焼津、応援します！焼津の人は他の土地に出たことのない人も多く、焼津の良さ

に気づいていない人も多いかも。焼津の良さの PR推奨します！若い人の意見が反映される場を設け、いろいろな

意見を吸い上げるといいと思います！ 

◆焼津駅でサラリーマン風の方々が「なんだ、何もないところだな。」と話しているのが耳に入りました。駅ビルと

か、駅の商店街など、食事したり買物ができる賑わいがほしいです。地震による津波がとにかく心配で安心して

寝られません（周りの住民がどんどん引越してしまいます）。指を怪我していて乱筆で失礼いたします。 

◆焼津駅をきれいにしてほしいです。藤枝駅のほうがとても素晴らしいです。焼津駅周辺もこわいです。 

◆焼津市民として多額の税金を徴収されています！他居住の人々はふるさと納税として多大な恩恵があるのに私た

ちには何も潤いがないのはおかしくないですか？私たちにも返礼品があっていいんじゃないんですか！もっと税

金に見合った生活をください（怒）。あと焼津シャツも嫌いです。組事務所か！て感じで市役所も銀行も行きにく

い。 

◆焼津市民の減少を止めるべき対応。若者の移住を減らすための工夫をしていただかないと老後が不安で焼津にい

られないです。 

◆よくわからない。 

◆よろしくお願いいたします。 
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＊60代男性＊ 

◆25.自分は瀬戸川のすくそばに住んでいて、近年外来種（コセンダングサ）がかなり多くなり、どうにかならない

ものかと感じています。ただ、個人ではどうにもならない問題です。このコセンダングサが減ってくれば、在来

種の雑草が復活し、本来の自然が戻ると思うのですが。 

◆４.保育所の増設をする（待機児童をなくす）。６.７.道路の整備を促進する。狭隘道路をなくす。31.大井川庁舎

で受け付けることができる申請書などを増やしてほしい。※庁舎の新築は市民病院がある道原地区にすること。

合併するときに市の中心場所にする約束事があった。 

◆今までの延長上で考えるのではなく、「まったく新しい焼津市を造る」という考えを持ってまちづくりをしなけれ

ばダメではないでしょうか。当然何をやるにも予算、財政上の問題はあると思いますが、少なくともこんな街に

したいという夢、理想を描かなければ単にその場しのぎのことしかできないと思います。無理かもしれませんが、

たとえば、市電を走らせその路線を静岡、藤枝と結ぶとかの壮大なロマンのある都市計画を市が持つべきであり、

そこに魅力が生まれる。人が守れるようになる。「街とはなんなのか」根本から考え直すべきではないかと思いま

す。 

◆駅前の再開発。商店街の活性化。市民病院の充実。 

◆厚労省の調査にも協力していますが、粗品が入っています。このアンケートの回答には１時間程度かかると思い

ますが、対象者の方々は時間を使って答えていると思いますので、結果はすみやかに公表してください。 

◆ごみ屋敷、猫屋敷の相談をしたが、行政では何ともできないと回答あり。相談に行った意味がなく残念だった。

改善されることもなく、虫が家に入りこみ、窓も開けられない（冬でも）状態を理解してほしい。自分のことと

して対処してほしい。 

◆これだけの施策はあるから書いてるんだよね。全部できるの？ 

◆財政関係で工事の中断が多い。理由は「予算がない」とのことで…もっと円滑な進行をお願いしたい。 

◆市庁舎は海から遠くに建てたほうがいいと思う。現在地が市の中心とは到底思えません。 

◆質問が多すぎます。いろいろと知りたいとは思いますが、もう少し少なくしないと時間のない人は提出しないと

思います。１時間近くかかりました。 

◆市民のための市立病院となるよう、紹介状なしでも受診できるようにしてください。また、入院している方は、

完治するまで退院させないでください。 

◆市役所庁舎は津波による倒壊、損壊のない内陸部の高台に持ってくるのが当然である（想定外の事態もある）。 

◆選挙で選ぶ市長は問題ないと思います。同じく選挙で選ばれる市議会議員ですが、いまいち誰が何をやっている

のか分かりません。たとえば「市議会だよりを読みなさい」と言われればそれまでですが、市議会議員が、１年

間にどんな活動をしてどれだけの成果があったかを議員１人１人の情報を各議員が示すのでなく、市として全員

分を開示するようになればいいと思います。 

◆他市と比較して行政レベルが大幅に見劣りする。焼津市駅前がゴーストタウン状態になっていることが、それを

如実に物語っている。駅周辺が中心市街地だと思っている人がいるのか？補助金を出して空き店舗をうめる程度

のことしか考えられない行政レベルに何が期待できるというのか？人が集まる空間づくり、たとえば駅前に図書

館の分館をつくるなどの対策をしている自治体が全国的には出てきている。藤枝と比べても焼津はひどすぎる。

消滅都市になりたくないなら、住民税を払う価値のある行政をやってほしい。応援しています。静岡新聞データ

ベースを図書館に導入していないのは県内主要都市では焼津だけ。情けない、恥ずかしい。きびしいことを書き

ましたが、焼津を愛する一市民の切実な思いです。失礼をお許しください。 

◆津波対策や焼津らしい観光の街づくりにもっと積極的に取り組んで、将来のためのことを考えて行政に取りくん

でもらいたい！ 

◆電柱や電線が多く景観が良くありません。災害時に倒れて車が通れず救援できなかったら本末転倒です。早く地

中にしてください。 

◆問 74以外ですが、焼津駅前の開発が必要だと思います。駅前商店街がシャッターが閉まったままであり、この状

況は焼津市民として危急存亡の感が大であります。駅前地権者の理解、協力のもと、一刻も早く着手していただ

きたいと思います。いまのままでは、焼津は地盤沈下してしまい、現状ではなんとか焼津の地名も全国区である

と思いますが、やがて消えてなくなるのではないかと思います。ぜひとも焼津の存続の危機にあり、市政・行政

とも一国の猶予もないと思います。 

◆問 74は、問の意味を感じない。 

◆日本人、焼津人、納税者ファーストであるべき！おかしいだろ！焼津と静岡を結ぶ道路がない。自転車や歩きで

移動できない。バイパスは自転車歩行者不可。大崩通行止め。それでどこが災害計画だ？ふざけてる。 

◆人が集まり活力のある魅力ある焼津になったらいいですね。市全体で盛り上がるイベントがもっとたくさん企画

されて、楽しい明るい焼津になってもらいたいです。 

◆ボランティアの人たちが自分の休みの日を使って奉仕してくれているのにもかかわらず、担当職員他公務員の休

日参加がにぶい？公務員という立場をもっと自覚して。 

◆焼津市にとって津波対策は急務。市民が安心できる対策をとらないと市民流出は止まらない。行政合併について

も検討すべき。 

◆・市役所再建について市の結論は、元の場所に再建することになったがレベル２の地震・津波に対する安全性の

確認はとれているのか？（レベル１については説明があったが、レベル２に対しての説明はあったのか？）・観光

の振興「アクアス焼津」周辺の用地開発をもっと積極的に行なう。（津波に対する安全性をアップし、観光・商業

施設の誘致を行なう）。 

◆・生活道路、通学道路：のり面の擁壁化やＵ字溝、側溝の設置で拡幅を。・小中学校の広域行政組合締結により、
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広幡小中学校へ通えるように。学校が遠いために子育て世代が転居して地域が過疎化している。・市街化調整区域

を廃止して、沿岸部の住民が焼津市内で移転できるように。権限委譲で県が策定できる（国土強靭化計画に適

応）。・毎月の交通立哨は逆に危険なため廃止を（交通安全協会）。・市役所建設計画は住民の合意が得られている

とは言えない。非核平和都市宣言をしているので、核兵器廃絶の署名を全市で（平和運動）。 

◆・藤枝市との比較項目が近いが故に意識されることが多いが、駅前整備に関していまひとつである。・市内を流れ

る川（河川）整備が遅れている。やり方次第で大きな観光資源であり、全国市町村ＮＯ１を目指してほしい（小

樽運河、神戸市など参考）。 

◆・防災に対する考え方が甘すぎる。・今のままでは市役所も自治体の活動も機能しないと考えます。 

◆・防波堤をより高くしてもらいたい。現在の高さでは不満足である。・早急に工事を施工してもらいたい。・ふる

さと納税の使い方をはっきり説明できるようにしてもらいたい（より明確にする）。 

◆１.高齢者の健康づくりの推進のため、手軽に利用できる運動施設（Gym、プールなど）の新設を望みます。２.

若い人の集まる活気あるまちづくり。大学の誘致（町の特性を活かし、防衛大学や海洋大学の誘致）。 

◆31.32.の施策がなされれば、おのずと全施策が実現できるのではないでしょうか。 

◆アンケートの項目が細かすぎて理解できているのか、自分自身が困惑して、記録してしまったところもありまし

た。住みよい街づくりを願っています。 

◆介護の現場に適応した介護保険制度を。現場に精通した体制の確立、継続性を厚生労働省の机上の制度づくりか

ら離れるよう、全国的に外国の優良の事例を示して提案すべきと思う。 

◆各施策が単なる振興策でないように、現状の問題点を出し、それをしっかり数値化して目標値を決めて無駄、ム

ラがない第一、第二対策で素晴らしい焼津市になるようにお願いします。 

◆活気ある水産業：市場に魚が多数あがること。港は新しくしたが、魚がない。⇒栽培漁業。魚の住みやすい漁礁

の設置。マグロ・カツオだけに頼ることだけでなく、いろいろな魚の水揚げを利用し、活気のある水産業の再生。 

◆巨大地震（東海）の到来か？影響で焼津市の人口が減り続けております。そのあおりを受けてか藤枝市へと流れ

ているのでは？と思われます。まして沿岸区域は人口減となっています。アパートも空室が多いとか。私の住む

豊田地区へ住みたいと言った方がいましたが、調整区域があるためやむなく藤枝市へ移って行きました。西焼津

駅の近くで通勤に便利なところはせめて解除してほしいと思いました。人口が減ってくれば施策も「しぼんで」

きますよ。 

◆巨大地震による津波対策をお願いします。 

◆車が運転できなくなっても心配しないで生活できる市にしてください。 

◆交通事故のない街づくりについて、わが家の前はスピード 30km制限にも関わらず、スピードを出す車が多く、安

心して外に出られない。生活道路はスピードの出しにくいような構造にしてほしい。生活道路でのスピード取締

りの強化を要望します。イギリスなどヨーロッパを参考にしたらいいと思う。 

◆このアンケートには老後の心配の項目が不足している。介護施設や老人ホーム、特養の新設など少子高齢化に対

する焼津市の取り組む姿勢がまったく見えない。待機児童と同じく待機老人が山ほどいることを忘れてはいけな

いのでは。老後にも安心できる未来（少ない期間ではあるが）を考え、検討していただきたい。（親 90 歳、本人

67歳の不安の多い一市民より。） 

◆市庁舎は今のところに決まっているようですが、反対している市民がたくさんいます。万が一のことを考え、移

転した方がよろしいのではないでしょうか。私は反対です市長様。 

◆水産都市“やいづ”の創出に向けて全力投球を！市外から市内へ水産物を求めて来る人の数をどうやって増やす

か。例.駅から旧港までを電車やバスで買い物に来れて、歩きながら買い物を。旧焼津、小川港で屋形船で楽しめ

るよう。 

◆施策の各項目ともそれなりに重要だが、総花的にならない。資源投入をしてほしい。 

◆問 74に対しての意見ではありませんが、また決定された事項だからどうにもなりませんが、市庁舎の建設地が移

らないのが残念です。 

◆特にありません。 

◆藤枝市と比べるとあきらかに差がつけられている。焼津市自体に活気が感じられない。積極的な市政を求む。 

◆ブラック企業の摘発！ 

◆本来行政がやるべきことと、市民自らがやるべきことで判断しました。特に意味はないです。話は変わりますが、

防潮堤工事の件ですが、なぜ防風林の前の荒れた海岸へ作らないのですか。海岸保全地域は手がつけられないと

かいう話を聞きましたが、できないならできるようにすればいいと思います。“絶対”にダメなんですか。昔の海

岸を取り戻すくらいの気構えのある議員はいないのですか。残念です。 

◆行方不明者の広報の音が大きく、回数が多すぎる。救急車の利用方法を知らない人が多い。ごみの捨て方を理解

してない人がいる。不用品回収車のスピーカーの音量を規制してほしい。市外に出かけると焼津の非活性化が目

立つ。寂しい。 

◆若者が結婚して焼津に戻らない。焼津市に住まない。なぜ藤枝市なのか。よろしくお願いします。 

 

＊60代女性＊ 

◆「第五次焼津市民総合計画」について全く理解していませんので申し訳ありません。ふる里納税による寄付金が

全国ランキングに入るほど多額でＰＲしていますが、その運用についてのキャンペーンが少ないように思われま

す。市の中心部がゴーストタウン化しているように思われます。スーパーなし、コンビニなし、駅前（駅南）も

活気がありません。市の中央本町の交差点の崩れかけている家（旧ソバ屋）危険で何年放置しているのか呆れて
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います。 

◆・各公民館で行われている講座が一目でわかるものがほしい。活用しにくいため他の市町の講座を現在利用して

いる。・市立病院の充実。・大井川地区の住民にとって焼津駅周辺は公共の乗り物のアクセスがよくない。病院、

行政利用の利便性向上のため焼津の街づくり（市役所の場所など）を再検討してほしい。・知り合いが特養に入っ

ているが医療利用に焼津市の制限が厳しかったりする。また、加湿器が施設にないなど、環境的にもよくない。

市の方の指導がほしい。・32 の施策の中に高齢者、健康寿命などの項目がないのが残念。年寄りに優しくない焼

津？焼津市からの流出を食い止めるためには施策自体の再検討を望む。住みたい街づくりとは何か、笑顔で年を

取れることではないのかな。 

◆13.14.15基となる考え方で変える。普遍的な物はないと思うので「このような方向で」という方向付けはしない

方がよい。 

◆22.市営のいろいろな施設を作ってほしい。 

◆32もの施策に対して答えるのはとても大変でした。 

◆アンケートの内容（質問）がわかりにくい。 

◆現実的でない、身近に感じない質問もあり、答えにくいものもありました（どう答えたらいいのかわからないも

のがあり）。目を向けない私も悪いのですが、興味がわくような情報誌を期待しています。市民カレンダーは大い

に活用させてもらっています。 

◆現状維持は退歩の一歩。・市役所の移転問題、なぜ今の場所に建てなければならないのか。・もっと活気あるまち

づくりをしてほしい。・土地活用が中途半端。税金の無駄づかい（広報やいづカラー版）。 

◆県道を通る岡部線。便数が年々減らされ、それに伴い利用客も減っている。大型バスではなく、10人ほどの乗車

用で便数を多くしてほしいです。 

◆広報やいづについて、これも新聞折り込みではないでしょうか？新聞を取っていない家もあるので、新聞折り込

みのものはやめて回覧などで配布してください。 

◆広報やいづを一戸に１部ずつ配布してほしい。自分たちでなかなかもらいに行く機会がないためです。 

◆ごみ、不燃物処理について。不燃物の回収日、町内会で当番制で仕分けなどをしているが、一人暮らしの高齢者

宅なども増え、当番制を維持することができるか心配している。お金をかけても性能がよい焼却施設をつくるな

りして分別を簡素化してほしい。 

◆こんな難しい問題を市民にアンケートを取ることでしょうか？全て、今更って感じです。それより議員、公務員

殿の活動をしっかりしてほしい。 

◆災害が起きたら、焼津中央高校は一時的でも避難場所になると思います。しかし中央高校の建物は古く、それが

できないと思います。県立高校ですので県が建て替えると思いますが、市からも強く促してほしいと思います。 

◆施策の内容が抽象的すぎて回答に困った。 

◆施策の内容がよくわからないので具体的な分かりやすい問にしてほしい。優先度というのも順位をつけるならな

んとか書けたかもしれないが結果的に「わからない」が多くなってしまった。次回は問をもう少し工夫してほし

い。 

◆静岡県のインフラ対策は急務かと思う。夜道など真っ暗なうえに用水路に落ちる危険な思いも何度かありました。 

◆静岡市から結婚後に焼津市に住むようになりました。長男は結婚して子どもがいますが、静岡市に住んでいます。

よく静岡市へ行きますが静岡市と比べてすべてにおいて私には焼津市のほうが住みやすく満足しています。ふる

さと納税なども頑張ってすごいと思います。 

◆市民参画は結構なことだと思うが、一部の市民の参加が「アリバイ」として利用されたり、男女共同参画推進と

称して有名人を呼んだ講演会を行ない、高額な講演料（税金）を支払い「事業を行なった」という実績を作るこ

とが本当に目的にかなったことなのか疑問に思うことがよくあります。 

◆市役所の場所。絶対に今のところはおかしい。考え直せないのか（書くところが変かな？）。 

◆生涯現役を目標に、迷惑をかけることなく医療費をなるべく使わず、元気に暮らして行こうと思っております。

これからも休みやすい焼津市であってほしいと思っております。よろしくお願い致します。 

◆設問多すぎ。 

◆問 74は抽象的だったり、枠が大きすぎたりよくわからず、〇をつけるのに困りました。途中で棄権しました。す

みません。 

◆何年かおきに定点観測して積み重ねないと単発のアンケートでは何もわからないと思います。 

◆焼津大井川ともに行政および運営について平等に行なってください！ともに住み良い市にしてください。 

◆焼津を変える。観光の場所を集中する。 

◆私の娘は東京に在住しています。よく実家はどこ？と聞かれて焼津と答えると知らない人はいなかったと言いま

す。ふるさと納税で全国トップクラスの焼津です。バスツアーでおさかなセンターへ直通で訪れる客がほとんど

だと思います。焼津駅周辺のあまりにも寂しい人の流れのなさ…駅はその街の顔。焼津駅をもっと大切にしてく

ださい。 

◆・市役所のある所に津波が来ないのなら、避難訓練などしなくていいのではないか。・原発事故の時、30ｋｍ圏内

また浜岡より東側であることの危機感を市長は感じませんか？ 

◆23自治会の住人です。津波が来たら、海辺の人は困ります。避難タワーがないので作ってもらいたい。 

◆24.ご近所の浄化槽清掃の不備などで排水路に汚物が流れ出て困っております。排水路側に住んでいるため、毎日

それらを清掃します。何とかいい案を。助けてください。早く下水道を作ってください。田尻です。「ケアセンタ

ーゆうゆう」近く。 

◆８.自家用車に頼らないといけない生活にとまどっています（転勤族だったので、西宮市、尼崎市、札幌市、東京
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都多摩市などに居住してきました）。夜のバス便のなさに驚きました。21.駅前のみすぼらしさにもがっかり。あ

の新しいモニュメントはなんですか（センスなし）。コンビニがほしい。ぜひ駅前の開発を。島田の駅前は良いと

思いますよ。パチンコ屋は学校や公共施設から離れたところに。駅前に避難できる施設を。バスの時間待ちので

きるカフェがほしい（コミュニティプラザでも）。16.焼津図書館の絵本の並べ方は時代に逆行している。大変探

しにくい。いちいち靴を脱がないと棚に行けないのも不自由。カウンター前の棚の見づらいこと。文化の中心に

なる場所にもっと配慮してほしいと思います。◎阪神淡路の震災で家族を失いました。この町の様子を見ている

と不十分だと思うことがたくさんあります。こみあった電線は被害を大きくするもとです。改善を。一方通行の

せまい道が多く、いざというときに緊急車両が動けるのかとか心配です。 

◆暑くても寒くても外に働きに出て頑張る。月収 17.8 万円の若者が、パチンコ通いの生活の 30、40 代を支えてい

る現状が許しがたい。生保の若者はこう言った。「泣く、わめく、脅す・・これでＯＫ！」と。焼津市のこれらに

対する対応を考えてほしい。また、生保の若者（40 代）は続けた。「精神不安定で通院して薬をもらい、ドブに

捨てる。いっそ、精神科病院にでも放り込まれりゃ、もしかしたら働くかもな。怖いもん。」 

◆いろんなことのわからない点が多いですが、市民が安全で楽しい日々が送れるように願っています。 

◆海の近くに学校や幼稚園などがあるので、消波堤防を至急に完成してほしい。 

◆お願い。私は後悔のないように書かせていただきました。地震が来るのはいつかわかりません。だから毎日おど

おどはしていられませんが、近くに高い建物がないのがとても不安です。それに、高齢者を見ている人はどうし

たらよいのか？そこも不安です（避難するのに）。市役所建築が、土地の価格と聞いていますが、人間一人の価値

が焼津市から仮に何万も犠牲者が出たら、どちらが損ですか？建物より人間は生まれ変われませんよ。津波で犠

牲者が出たら、今の場所に建築賛成した人たちが命の弁償をしてくれますか？もし私の家が本当に海の近くで商

売をしていたら、気持ちはわかりますが、やはり焼津市民の犠牲者が一人でも少ないことを考えます。海の近く

には避難タワーがあり少し離れた大富にはありません。早く建ててください。 

◆海岸沿いには水産会社が多くあります。そのための準備が不十分だと思います。焼津は水産の町として避難タワ

ーを数多く作ってほしい。焼津は高台がないから一般市民も必要だと思います。 

◆海岸沿いの堤防を高くしても、津波は低いところがあるとそこで勢いを増すので思った以上に浸水するおそれが

あるのではないでしょうか。 

◆改善すればよいと思っていることです。藤枝市は学童が月単位の申込みとなっています。焼津市は年単位、仕事

の都合上、月単位の方がよい人も多くあるはず。ぜひ検討してもらいたい件です！ 

◆各施策の具体的な内容がまったく分かりませんので。 

◆健康づくりの推進など、健康に対する心がまえや、医療に対することなど自分にとってとても身近なものであり、

いろんなものに取り組んでほしい！ 

◆交差点の信号機の信号音が大きいので、もう少し小さくするとか、せめて夜は 19：00までにしていただけません

か。 

◆広報を無線で流しているようですが、行方不明者の放送がよく聞こえないのですがどうしたら聞こえますか？い

つも軽く聞き流していますがそのままでいいのでしょうか。 

◆高齢者の交通事故のニュースをよく耳にしますが、移動する手段がなくては、免許返納もできないと思う。毎回

タクシーを利用できるような生活ではないので。家族に障害者がいますが、私の死後のことが心配です。食べる

だけでやっとの生活を送っているので。 

◆先にも回答したが、豊田地区には大きな公園がありません。孫を連れて行くに車で出かけなくてはいけません。

ぜひ考えてみてください。よろしくお願いします。 

◆市長２期目、大いに期待しています。人口が減少しているとのこと。魅力ある焼津。みんなが住みたくなるよう

な焼津市になったら嬉しいです。 

◆質問が多すぎ、面倒くさい。もう少し内容を控えた方がいいと思う。年を重ねるとなにかと面倒くさい。 

◆自転車が歩道を走ることについて！高齢者が車道をよろよろしながら走っているのをよく見かけます。非常に危

険です。歩道を走ってもいい歩道を決めるわけにはいかないものですか。 

◆市内の道路。自転車、徒歩の人にとっては段差のあるところが多く、危険です。何人も転倒者の話を耳にしてい

ます。 

◆市役所を新しく建築するのに現在の場所に建てるということに怒りを感じます。たとえ防波堤をつくるからと言

われても津波は必ず来ます。市役所は大丈夫だったとしても周りはひどい被害に遭い、用事があっても役所にど

うして行きますか。職員も行けないですね。最初から安全なところに建てるべきです。商店街は発展するように

は思われませんし、市役所の帰りに寄りたいと思う店もないです。わざわざ行っても売ってやるよという態度だ

からもう行きません。移転をしたら津波が来ることを認めるようなものだという声を聞きましたが、来るものは

来ます。発展しようとしてるところをもっと伸ばしてほしいと思います。 

◆スポーツ、レクリエーション活動について、地域によって違うかと思いますが、町内会に 70 代、80 代と高齢者

が多く、体育役員も受ける方もお願いすることもできません。順番で回ってきても困ります。自治会の大会など

も一律にとは、どんなものでしょうか？ 

◆生活保護世帯などの支援と子どもたちが幸せになれるように家庭内での問題、学校でのいじめなどをなくす、精

神面での教育に重点を置き、誰もがそれなりに希望を持てる社会を作ってほしいです。 

◆生活保護などについては同じような立場の人が情報を共有しあっていると思われる。自立した生活ができるよう

にすることも必要かと思う。 

◆全部必要で優先すべきことです。全部良好な市が住みよい市だと思います。 

◆早朝のウォーキングで道路の整備が通学路は優先されていて、それ以外の道路には段差が目立つ。市にお願いし
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ても（現場確認済み）いい返事をいただいたのに整備してくださっていない。生活道路です。安全に通行できる

道路に整備していただきたい。 

◆テレビがあって当たり前の時代。どんな画像も見ることができる余りの自由さ！そんな環境の中で「心豊かな子

どもたち」ってどれくらいの割合を占めるのでしょうか。テレビからは悲しいイジメ問題が・・・。え！という

感じで・・・。夫婦共働きが多い現在、子どもたちは寂しいのではないのでしょうか。学校でもっと「道徳」の

時間を増やして教師と生徒が心から正面向いて触れあえる時間が必要ではないでしょうか？教師も親御さんに怯

まず、堂々とされたらいいと思います。昔はどんなに生活が大変でも援助はなく一生懸命頑張り努力して子育て

したものです。今、行政の援助がありますがすれは当たり前のことではないと思います。自分たちの可愛い子ど

もです。自分で育てるのが当然では・・。 

◆問番号と問 74の関係がわかりにくかった。 

◆プロフェッショナルである市の人は市民を上から目線で見て対応指導するのではなく、民間企業の人々のように

お客様がよその店（所）に行ってしまうという危機感を持って、より一層市民の無知に理解を示し、横柄な態度

を取らずもっと次元を市民と同等のレベルで接してほしい。私語が多く、人を待たせるのを何とも思わない課も

見られる。なた、忙しくなったらトップの人も書類に目を通しているのではなく、利用する人の対応をしていた

だきたい。私たちの税金で仕事をしてくださっている方々なので、変わることを期待しております。（一部の方の

みで全ての人ではありません） 

◆他になりますが、焼津市は割合からいくと人口減少は県下一だと思います。大変寂しく思っています。水産業の

減少と津波の恐れ大からだと思います。この狭く平坦な焼津では産業の振興、津波からの非難も辛い大きな課題

です。今現在の施策では救われないと思います。といって、私にアイデアはなく、行政の方々に頑張っていただ

くしかありません！頑張ってください。焼津を愛する市民です。 

◆民間でできる事業は民間に任せる。税金を使い、高い給料を払って市役所が行う必要はないと思う。 

◆焼津は魚の町だから、魚の PRをして観光客が大勢来るようにしたらいいと思います。清水、沼津のように。 

◆有識者の意見で決定する事項にも市内全町内会の一般市民にも下ろし、理解できるようになればよいですね。他

市町村に誇れる焼津市になるよう希望します。 

◆夜散歩して気づきます。街灯が少ないので暗くて危険を感じます。 

◆私ごと。死んでしまえば何も見えません。人間はもろいものだと思います。命のあるあいだ家族親戚みんなに感

謝し、何ごとも一生懸命楽しく頑張っていこうと思います。 

◆私たち市民が安心して生活していけますように、まちづくり、高齢者の働ける場所の支援を考えて下さい。よろ

しくお願い致します。 

◆私の住んでいる大覚寺は小土との境にあり道路整備も悪く市のバスの停留所からも遠く、一度も利用したことが

ないです。スーパーに買い物に行く道も、電柱が道路の内側に立ち危険でありません。健康のために日常の生活

の中で歩いたりしたいと思うのですが…。 

 

＊70代以上男性＊ 

◆１.赤字財政であるにもかかわらず、国家公務員が給与減額していても市職員の給与が減額されなかったことは全

く理解できなかった。２.学童保育の定員をもっとふやすべきである。 

◆10.交通事故のない街づくり。私の家の前の道路は黒石小の通学路になっているが道幅が狭く登下校時に車が通る

と大変危険な状態である。道路には側溝があるので暗渠にするようお願いしたい。 

◆17.焼津らしいとは何を示すのか不明。８.19.21.22毅近代化した魚センター、レストラン、レクレーションエリ

アが必要。電車を活用した客のための交通整備。 

◆①私が焼津市民になって今年で 20年になりますが、焼津市に転入するときの約束が１か所も守られていないこと

です。それが残念です。②これは今は亡き主人の約束ですから。あと何年かかるのかわかりませんね。私が亡く

なったあとになっても守られないと思います。 

◆24.生活環境の向上・・前文でも述べたように三ケ名地区は５年くらい前に下水道工事が終了しました。私どもは

年金生活でも下水道への接続を何とかやりました。しかし今も裕福な家庭でありながら工事をしておらず、汚水

や食べかすを流してきているので、沈殿して悪臭が出ます。その家庭は水道料は安く（水道料のみだから）また、

浄化槽のし尿の汲み取りも来ています。水道料金が下水道を利用してから倍になってまだこのように水を利用し

ています。まだ接続していない家庭は調査すればわかると思います。工事終了地区はすぐに接続させるべきだ。

だから行政に不満を持つ。 

◆３.自立支援体制。生活保護には考えること多々あり。 

◆安心感の持てる状況に思える。 

◆右左折の方向指示を確実に行う。横断歩道の人が渡ろうとしている時の一旦停止の完全実行！交通安全と、年寄

りの交通マナー改善。 

◆各項目に対して、旧大井川町はあまり力を入れられていない気がします。善行表彰他、各イベントも市内中心部

だけ。市長の顔すら知らない人が大勢います。防災対策もタワーだけ作って終わり…現状はそこまでたどり着け

ない事実を知ってください。 

◆行政（国、県、市）があり、いま市が取り組まなければならないことを誰が見てもわかるように広報活動に取り

入れ、市の考え方を市民一人一人が把握し、安心安全な焼津市であることを望む。 

◆健康で身近な仲間が安心して生活できる街づくりの具体化をお願いします。役割分担は焼津市自治基本条例に沿

って実施していけばと思います。 



 

70  

◆公園遊具不足。庁舎は市街化調整区域を活用し、地域の活性化。津波の不安の解消。500 年前（明応７年）の地

震についてご教示を。大井川から小川港までの富士山は美しい。高崎山頂よりドローン等を活用し、富士山を見

てみたい。 

◆ご苦労様。頑張っていい焼津市を。 

◆市役所の建て替えは税金のムダ。今からでも遅くはない。場所を変更すべき！ 

◆市役所は海岸より離れた場所に移転すべきである。 

◆その他の意見：このアンケートの集計結果を「広報やいづ」およびホームページで公表してほしい。 

◆大変多くの施策を推進されていますが、市民がよく理解し、参画しようとする気になり、活性化されるようにＰ

Ｒを含め実施していただくことを望みます。 

◆津波が来るかも知れないのになぜ市役所を守ろうとしないのかわからない。役所が水没して誰が市民を守るの

か？ 

◆特に６.の災害に強い街づくりについて！南海トラフ巨大地震、駿河湾地震等で騒がれている問題で市役所が（災

害時の拠点となる）海に近い場所で津波が来れば（10ｍ）一番危険な所である。なぜ高台に移転しないのか。市

長の怠慢さが問題である。市民の命、財産を守る問題である。 

◆なにかとお世話になりますので頑張ってください。 

◆福祉課のみなさんにはお世話になります。障害のある人に支援をお願いします。障害のある人も結婚を希望して

いる人が多くいます。結婚ができるよう出会いの場を考えたり、なにかよい方法があればと思います。よい企画

を考えてください。障害のある多くの皆さんに幸せになってほしい。中野市長さん、よろしくお願いします。西

町でいつもお世話になっています。 

◆面倒だからやめた。 

◆焼津駅前、昭和通等に昔の活気を取り戻すために、商店街の充実と、話題のテナントの誘致が不可欠と考えます。

広く市民からの意見を聞く場を設けてもらいたい。 

◆焼津市の「原発事故」に対する対応が明確となっていない。市としての対応を明確にしてほしい。 

◆焼津市立総合病院の将来は！市立病院の再生は不可能であり、藤枝に統合しては。なぜなら、①医師不足、看護

不足、準看護不足、スタッフ不足、病院経営マネジメント専門者不足、医師教育、看護教育、設備管理教育（例.

婦女暴行など減りうる）。②設備の老朽化―最新設備不足（藤枝などに比べ）。③市民サービスは！・病室のテレ

ビ１日 1,000 円。飲料お～いお茶１本 150 円。利益はどこへ。市か、業者か。・５年前に比べ、病院食はひどい。

◎プロジェクトは末端提案ではなく、市長のリーダーシップを！ 

◆私が今一番心配しているのは浜岡原発が動き始めることです。福島のように自分の家に帰ることができない、ま

た、健康の不安、どうして日本は核の被害を受けているのが一番多いのにやめると言えないのか不思議です。負

の遺産を残さないよう、皆で頑張りましょう。 

 

＊70代以上女性＊ 

◆「ふるさと納税」で他県からはおいしいマグロと喜ばれていますが、市民にも手頃でおいしいマグロが手に入る

ようにしてほしい。 

◆・ごみの収集日やマナーが悪い（中国人）。・外国人を使っている会社に職員が行ってごみの出し方やマナーの説

明をしてほしい。 

◆１.～32.すべて金と建物と時間がかかるものばかり。いちばん簡単で金その他がかからない現在ほとんどの学校

にある二宮尊徳の教えを宗教をのぞいて子どもたちに教えること。あの像は飾りではない。※白虎隊の精神とか。

焼津ひいては日本をよくするには原点に帰って教育を再度考えること。 

◆21.22等観光もなくい人も寄らないから老若男女ともに話したり楽しんだりするところがほしい。 

◆今のところ買物は自転車、歩きで出かけていますが、年齢と共に近場にお店がないときはなどと考えると心配に

なります。宅配を利用すればいいとは思いますが？ 

◆医療体制について、家庭医の医療制度を導入してほしいし、家庭医の養成に力を入れてください。森町ではすで

に家庭医医療制度を実施しているようです。ぜひ参考にして取り組んでほしいと願っています。 

◆駅のトイレを洋式にしてください（ひざが痛いため）。トイレットペーパーがひとつもないです。設備を。 

◆大富（大島地区）買い物エリアがなく、老人が困っています。せめて近くにマーケットがあればと思います。 

◆お世話になってない人は市のことがわかりませんけど、不起訴のお世話になっている家をもう少し入って見てく

ださい。すごく大変な家もあり、若い時に年金も掛けなくていま、市のお世話になっている家もあり、私たちの

年金をへずって掛けていた人がどんな気持ちでいると思うか。 

◆街灯が少ない。学生の帰宅時間が遅い時に心配している。 

◆考えて記入したつもりですが、矛盾しているところがあるかもしれません。お許しください。 

◆教育文化、レガジは最優先。スポーツ、レクレーション等は本人努力。労働、雇用は当事者努力。 

◆県営住宅田尻地区に現在住んでいる人が大変多く、出来れば投函のポストが必要に思います。ぜひ、設置してほ

しいです。 

◆高齢者の家族なのでこの２～３年は免許証があるので病院へ行ったりするには不自由ではありませんが、自主バ

スが回数あればと。次回車に乗れなくなった場合と心配です。現在年配の人たちが（更新）言っています。 

◆国民健康保険税について保険証の使用頻度に応じて税金の額を変えてほしいと思います。 

◆答えにくい設問で、どのように考えたらよいか分かりにくい。施策間を考えた人たちは内容がよく分かっている

人たち。答える者は本当の素人です。道路標識などあの場所は立てられない、ここへ立てれば混雑してしまうな
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ど住民のことなど考えていないような職員の言葉が返ってくる。実際に使っている住民はどこへ…という感じ。 

◆この政策はすべてが大切なことでやるべきことだと思いますが、民間でやる、国がやるということは判断するの

にむずかしいです。ほとんどが行政も民間、市民も同じに取り組んでいくものではないですか。 

◆この問は少し難しかったです。明るく、住みよい焼津市を作ってください。 

◆こんなのめんどくさいよ。 

◆市職員の服装について一部の女性に、らしい服装を心掛けてほしい方があります。 

◆自治会活動について。各組長が順番に回って来ますが、年齢によって制限することはできませんか。一人暮らし

の方は大変です。自治会にはなかなか言えません。市政からいかがでしょうか。こんなことも福祉課の一環のよ

うに思います。 

◆市民アンケートにもう少し年齢の若い人にお願いしてください。 

◆市役所の新庁舎を今の場所にすることには反対です。市民の声をもっと聞いていただきたく思います。 

◆上記アンケートは後期高齢者には理解できません。高齢者といえども心身ともに忙しいのです。もっと簡略に願

いたい。 

◆市立病院について不満があります。科によっては紹介状がないと絶対に診てもらえない。高齢者は車も運転でき

ず、バスを利用することになり、本当に困ります。市民のための病院なのに簡単に利用できないなんて！不満で

す。 

◆水道料の件でお願いします。私たち老人は水道料 20㎥も使用できません。毎月毎月市に寄付をしているようなも

のです。毎月 12～13㎥くらいの使用で 3,976円も払えません。必ず市長に伝えてください。老人に対する質問な

どはありませんでしたが、独居老人などについても項目があってもいいのではないでしょうか。早く死にますか

ら死ねる薬をください。 

◆数年前まで屋外消毒が実行されていましたが、ここ実行されていません。広場とか公園の近くに住んでいますの

で、ユスリカやヤブカが多くて困ります。そして、道路を広げたため側溝の網目からも蚊が発生して困ります。

屋外消毒の復活をお願いします。 

◆全国の水産都市と提携して、他の都市にない魅力ある焼津らしい街づくりをしてもらいたい。 

◆体調がよくなく考えが浮かばない。 

◆体調悪く、外出することも少なく、参考になる答えができなくて申し訳ありません。皆様の頑張りを応援してい

ます。ありがとうございました。 

◆たくさんの人が集まり、魅力のある町にしてほしいです（たとえば港に観光タワーを建てる計画を新聞で見まし

たが、近くに小屋を建て焼き牡蠣が食べられるよう東北の支援もかねて開くとか、他市でも始めたようですが）。 

◆問 74のことに関してはよくわからないのでお任せします。 

◆どの項目も大変難しいし、大切なことで全部市でとはいかないと思いますが、財政が許す限り、支援は必要と思

う。ただ、３.の件については現在老人福祉センターが閉鎖されたまま活用されず、建物のみ存在しておりますが、

お年寄りの人にとってどれだけ活にできた場所であったか？と思うと残念です。閉鎖するのはそれに代わる施設

を作ってからにしてほしかったと思います。私たちの生きがいを盗られたように思い残念です。 

◆南海トラフの大地震が近いうちに発生すると騒がれているのに本庁舎を現在地に建立するなんて多勢に無勢な気

がする。聞く耳を持たない議員集団に思える。 

◆賑わっていたころの焼津を知る年代にはとても淋しい街になってしまいました。水産業がすべてを活気づけてい

た時代でした。もう再びこのようなことは望めないでしょう。老人がコンビニで賑わう時代になるでしょうか。 

◆防災訓練もいやいや参加している人が多く、成果があるのか健康づくりも本人の自覚があるか。非常時の水、食

料１週間分の備えも何年も持続し備えることができるか。 

◆ボランティアに参加したいと思う気持ちがありますが、近所にそんな情報がありません。 

◆無作為に選ばれたこの市民アンケートとのことですが、老齢ですので大変です。今回だけにしてください。 

◆焼津市民として各所で大勢の方々がいろんな思いを抱いて頑張っています。理想は高く、素敵な焼津市を目指し

て、行政も民間の一人一人皆、盛り上がれますようにお祈り致します。年を取ってもいろんなことに考えていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

◆焼津市民としては出来れば医療は焼津市立病院に行きたいです。私立病院の医者の確保は早急にしてください。

私事になりますが、現在隣の私立病院に通院しています。タクシーで片道 3,000 円かかります。焼津市立病院に

専門医がいないためとかで開業医からまわされました。これでも住みよい市と言えますか？ 

◆焼津市行方不明のお知らせの放送が女の人の声が聞きづらい。もっと大きい声で伝えてください。 

◆ゆりかもめ、さつきの自主運行バスの長期継続をお願いします。 

◆よく分からないのですみませんが〇をつけません。 

◆私は 78歳です。このようなアンケートは面倒ですので、市民意識調査のメンバーから外してくださいますようお

願いします。 

 

＊性年代不明＊ 

◆高齢化が進む中、もっと働く人への支援があれば生活の中にゆとりができるので、子どもが増え未来は明るくな

ると思います。 

◆スポーツ大会（運動会）を自治会でやっているが、やめてほしい。年を取るごとに負担となり迷惑だ。若い方で

やりたい方がサッカーや野球をやるのはいいが、高齢者の者まで組長や総代として出席させるのはどうかと思う。 

◆途中までやったが、チェックする意味がわからない。何を求めようとしているのか、おおざっぱな頭ではチェッ
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クしても・・。ごめんね。ご苦労様です。 

◆焼津の特徴が活かされた取組が少ない。観光立市を目指すのか？産業を目指すのか？ピジョンが見えない。強み

とは何か？ 

 

 


